
 

大村の情報が行き交う「たまり場」に。

ゆーず⼤村ゆーず⼤村
⼤村市をより楽しくするためのWEB情報マガジン

携帯でもチェック︕
定期的に紙マガジン
も発⾏するから、
最新情報を⾒逃す事
も無くなります♪

ゆーちゃん　ゆーくんゆーちゃん　ゆーくん

⼤村市を中⼼に⻑崎県央の
グルメ・イベント・ローカル情報

を発信します。
2020年10⽉配信開始!!

InstagramLINE

 テイクフリー //

magazinemagazine
ペーパー版 2021/07 ⽉号

ホームページ
ゆーず大村

ゆーず大村の公式SNSでは最新情報を配信中！！

https://us-marketing.net/

「ゆーず⼤村」で検索︕

⽢⾟cafe鄙HiNa

TEL:0957-54-8814
⼤村市古賀島町111-14
営業時間:10時〜17時
定休⽇:⽉、⽇、祝

2つの種類から選ぶ「かき氷パフェ」 Rom cafe 　　食後に大人気「メロンフロート」

パティスリー ルナンジュ　　つるんと食べれる「コーヒーゼリー」 ONE HAND SANDWICH いちごとマンゴーの「スムージー」

気温が上がってくる7⽉は冷たい⾷べ物を頂きましょう!

ゆーず大村magazine

では情報を掲
載したい

お店さん大募
集！

・若い年齢層に向けて情報を発信したい
・⼤村に住んでいる⼈に発信したい
・新聞折込の反響が減ってきた
・求⼈情報を掲載したい⽅
・ポスティングを検討している...等々
▶InstagramのDMからもお問合せ可能検索ゆーず⼤村 掲載 ➡

１枠5,000円～と掲載

しやすい金額
設定です♪

詳細は検索！

広 告 募 集

～コロナ禍の夏でもルールを決めて楽しい事を皆さまと～

掲載して頂いたお店さんからは、オススメメニューや⼈気のメニューご紹介して頂きました︕

ゆーず⼤村magazine7⽉号(vol.5)2021年7⽉1⽇発⾏ 発⾏︓Uʼs marketing

⼿作り雑貨・古⺠家カフェ椛 「ところてん突き」体験 ⽢味処 ⽇和 長崎の名物スイーツ「ミルクセーキ」

「甘辛カフェ鄙HiNa」

エスニック系のお食事ができる「甘辛
カフェ鄙HiNa」さん。夏に人気なのが
「かき氷パフェ」です。味は2種類から
選ぶことができ、どちらも満足できる
ボリュームです。写真映えも◎です！

ランチの後でも大人気！

カフェタイムでも大人気！

TEL:0957-51-5794
⼤村市杭出津2丁目697-4
営業時間:11時〜18時
定休⽇:⽇、祝他不定休有り

「Rom cafe」

暑い夏に人気なのが、鉄板のフロート。
冷たいドリンクの上に、アイスクリームが
のっていて、一度に2つも味わえる、暑い
夏にもってこいの人気商品です。3種類
ありますので、お好みのモノをどうぞ!!

3種類（コーラ、コーヒー、メロ

ン）あるフロートが大人気！ 

TEL:0957-46-3162
東彼杵郡東彼杵町⼀ツ⽯郷1915
営業時間:11時〜17時
定休⽇:⽉、⽊(変更の場合有り)

街中では体験できない
楽しい思い出ができる
「体験型カフェ」になって
います。冬には囲炉裏、
夏にはところてん突き、
など様々な体験ができる
カフェになっています！

ところてん突きが
できる珍しいカフェ！！

TEL:0957-53-3155
⼤村市玖島1丁目688-48
営業時間:10時〜18時
定休⽇:⾦

「甘味処 日和」

やさしい甘さがクセになる懐かしい味
「ミルクセーキ」大村公園を散策した
後に、甘味処 日和さんに立ち寄り、
冷たいミルクセーキを食べるのが、こ
の夏のゆーず大村スタッフおすすめ！！

長崎の懐かしいスイーツ

を大村で味わいましょう！

TEL:0957-46-3311
⼤村市富の原2丁目312-1
営業時間:11時〜18時
定休⽇:⽕

大村産のいちごを使用したストロベリ
ースムージーと南国マンゴースムージ
ー⭐ 各¥450(税込)ヨーグルト割り

なので飲み易くフルーティーなスムー
ジー‼ これからの時期にお勧め！

これからの暑い季節に

オススメ！SNS映えも!!

TEL:0957-42-3300
⼤村市植松３丁目780-5
営業時間:10時〜19時
定休⽇:⽕

「パティスリー ルナンジュ」

甘みと苦味の絶妙な

バランスをぜひ!!

なめらかコーヒーババロア
ぷるんとコーヒーゼリー
もりもりホイップクリーム
中には、スポンジとキャラ
メリゼされたナッツが隠れ
て、また違った味わいが!!
コーヒー、カフェオレ好きに
オススメの商品です★

ゆーず大村magazineは毎月1日にポスティング形式で発行する情報誌になります。新聞を取っている家庭が減ってきている昨今、
紙媒体で、お客様に情報をお届けすることが難しくなってきました。ですが紙媒体で情報をお届けしたい方々はたくさんいらっし

ゃいます。そんな方々にこの媒体を使って頂きたいと思います。現在大村市内の賃貸層5,000世帯にポスティングしています。
新聞の読者層と少し違うアプローチを行い方々はぜひご活用ください。※情報誌への折込も可能です。

【こんなお店(会社)さんにオススメ】

「ONE HAND SANDWICH」

手作り雑貨、古民家カフェ椛」



某電話・チャット占いデビュー3か⽉で約500⼈の実績。5,000⼈以上の鑑定⼠ランキングでチャット部門
3位を獲得。デビュー鑑定⼠総合ランキング1位の認定エンジェルカードリーダーTM Ririmuちゃんによる
「幸せになる誕⽣⽉占い」ホームページも覗いてみてください。

～セラピスト山崎智子さん毎月のコラム～《 7月の幸せになる誕生月占い 》
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４月

５月
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７月

９月 12月

11月

10月やる気が起きない月。やるべき事を先延
ばしにせずに思い立ったら即行動を！!

宇宙のエネルギーをもらって心と体が回
復して来ます。まだ用心深く行動すると◎

頑張って来ていた事がようやく実を結び
そうです。自分へのご褒美も忘れずに！！

周りからの助けにより運気が上昇中。自
分をコントロールする事で運気アップ！

仕事運が良い月。アイデアが欲しければ
子供の頃の好きな事を思い出したら新し
い風がふきそうです。

子供と関わる事で良い事嬉しい事が起
こりそう。子供たちからたくさんの事を学
びましょう。後々にあなたの糧に！

新しい人生、毎日のサイクルのスタート!
放置していた事に目を向けてみましょう。

話しを聞く側になるだけで人間関係を良
好に保つ事が出来そう。話を聞いてあげ
て周りの人を癒やしてあげて下さい。

恋愛運が良好！恋愛成就される方もいそ
うです。こんな時こそわがままにならずに
謙虚な振る舞いを。

運気は回復の傾向。安定して来ます！家
族や愛する人との時間を大切に。

金運が良い月。収支のバランスがとても
良いです！困っている人を助けてあげる
と更に収入が増えてきます。

人から助けてもらえたり良き相談者と出
会えそうです。直感的にこの人だ！と思っ
た人と積極的に交流してみて下さい。

肌と体を整えよう！
季節の変わり目の時期、なんだか眠いようなスッキリしないような…。そういえば肌の調⼦も悪い…。とのご相談が多くなります。これを解決するには、
やっぱり質の良い睡眠(^^)/質の良い睡眠から得られる２つのホルモンの働きで抗酸化⼒アップ、疲労回復⼒アップを図れます。このホルモンを活⽤する
には、朝の光が目に⼊る時間を基準とします。7時に朝の光を⾒たら21時から23時が質の良い睡眠に⼊るゴールデンタイム。この時間に眠りに⼊ると、寝
るだけで⽼化を防いで美肌・疲れが取れる体になれちゃいますよ♪でも実際、私たちの⼊眠時間はどうでしょうか︖なかなかゴールデンタイムに眠りに⼊
れない⼈が多いのが現状です。そんな時のお助けアロマの基本はラベンダー。更に、眠れない理由のタイプ別アロマを合わせると効果抜群!!  1.不規則な⽣
活(スイートマジョラム・ゼラニウムなど) 2.不安感(オレンジなど) 3.更年期(クラリセージなど)他にもタイプ別に必要なアロマと基本のラベンダーを組
み合わせて⾃分の快眠アロマを活⽤してみて︕⼊眠⼒アップで質の良い睡眠をゲットしましょう♪⾃分のタイプが分からない⽅はお問合せくださいね(^^)/︕

 
⼤村市のアロマ＆デトックスサロン〜爽〜を拠点に九州各地で制限しないがモット
ーで妊活、ダイエット、対⼈、仕事関係などの相談にのっているママセラピスト⼭
崎智⼦です。SNS苦⼿ですが思ったことや⽇々の喜びを頑張って書いてます(^^)/
少しでも皆さんの⼼が楽になるきっかけが⾒つかるといいな(^^♪

セラピスト山崎智子

Ririmuちゃんのサロン 検索 ➡
住宅

⾃衛官の⽅以外
 でも、ご相談
 ⼤歓迎です︕

/

【物件概要】●物件価格/1,799万円●交通/⻑崎県営バス「福重」徒歩10分
●⼟地⾯積/192.92m2（登記）●建物⾯積/93.96m2（登記）●私道負担
・道路/無、南東4.5ｍ幅●完成時期（築年⽉）2021年3⽉●⽤途地域/第⼀
種住居●構造/⽊造2階建て●設備/九州電⼒、公営⽔道、本下⽔、オール電
化●引き渡し/即時●建築確認番号︓第R02SHC121609他号●取引形態/仲介

 WEB
相談可 大村市内の厳選物件情報

【⽉々の返済例】
35,174円

地⽅銀⾏1799万円借⼊、35年返済、変動⾦利0.75％、ボーナス払い500万円
（ボーナス⽉加算額81,346円）諸経費は別途かかります※融資条件も異なり
ますので詳細はお問合せください。

紹介可能！

新築⼾建

中古⼾建

⼟ 地
売却相談

100件以上
⼤村市沖⽥町
新築住宅 1,799万円(税込) オンライン⾯談可能︕

株式会社 陸⾃不動産 お問い合わせ︓ 
【宅建業免許番号 ⻑崎県知事(1)第004096号（公社）⻑崎県宅地建物取引業協会会員（⼀社）九州不動産公正取引協議会加盟

営業時間︓10︓00〜19︓00 / 定休⽇︓毎週⽔曜⽇(⽔曜もご案内可能) ⻑崎県⼤村市⽵松本町840-9 2F
080 - 1777 - 3622 

不動産の事なら何でもお任せ︕

詳しい新築住宅の資料や
⼟地の場所だけ知りたい
等のお問合せに⼈気です︕

zoomやLINEでのご相談も対応して
おります。お気軽にお申しつけ下さい。

ゆーず⼤村を⾒た
と問合せ下さい。
ホームページ
では他の物件
も掲載中です➡

--- 陸⾃不動産のご案内 ---
◆圧倒的な経験値で住宅ローンの相談
 を伺います。
◆⾃⼰資⾦0からの住宅購⼊できます︕
◆即⽇案内可能です。
◆お客様のご都合に合わせて「知りた
 い情報だけ」というご案内も可能です。

雨の日に嬉しいインナーバルコニ
ーは

日当たりも良い南向き!! お車も3台駐車

可能で、ご来客の際も安心のお庭
です♪

響建設

求 人 建設 / ⼟⽊  
-ひびきけんせつ-

土木工事、家屋解体工事、造成・造園工事等の作業員募集

社長自らが現場に出向き一緒に仕事をしますので、現場経験が無い方でも
安心ですして仕事ができます。さらに超やさしいベテランと、とにかく明るい
職人など、明るい会社なので馴染みやすい雰囲気です。

職種︓現場作業員
資格︓不要
給与︓⽇給/⽉給(給与は⾯接にて決定)
時間︓8時30分〜17時(詳細は⾯接にて)
休⽇︓⼟曜⽇/⽇曜⽇
   ※詳細は⾯接にて
⼿当︓資格や免許にて給与待遇有り
待遇︓社会保険完備
担当︓宮崎(みやざき)
TEL︓090-9796-4734
会社︓⼤村市重井⽥町

スーパーやデパート、イベント等で出店されてる

物販催事・移動販売 のお店特集

    
大村

諫早

掲載店募集中！

ゆーず⼤村WEB版に掲載する催事のお店を募集中
です。掲載特典として、①WEBへの掲載②新着ニ
ュースへの掲載③SNSでの拡散等々他にも様々な
特典をご⽤意しています。詳しくは、お問い合わ
せください。

大村市、諫早市を中心に出店されている催事
のお店、移動販売のお店をまとめています。
和菓子のお店からケーキのお店まで掲載して
います♪詳しくはQRコードよりチェック!!

ゆーず大村のInstagram
では、お店の出店情報や、
商品の紹介などが見れます

■スーパー（つばき屋）まで約1700m■ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ宮⼩路3丁目店まで約1120m
■郡中学校まで徒歩約8分(635m)■福重⼩学校まで徒歩約23分(1818m)

⼤村で完全⾃由設計で家を建てるなら

⼤⼯のイワナガ

0957-55-9787
⻑崎県⼤村市沖⽥町689-3/⻑崎県知事許可 第009955号

⼤⼯のイワナガ

～施工事例～　ちょっと広めの3LDKの平屋です。脱衣場が広くリビングも広いお家です。

打合せもお客様の納得がいくまで細かい所まで決めました。間取りにこだわる方は一度ご相談を。

お問合せは ▶
お電話かSNS

相談無料

6月
完成

営業マンは居ません！家を作る職人さんだけが居ます！新築を作る

上でどうしてもネックになるのが、建築費用です...大工のイワナガ

では、少しでも価格を抑えようと思い、営業マンを雇っていません。

さらに、大工さんが直接プランの打合せをするので、細かい間取りや

材料のこだわりを持ったお客様に大変喜んで頂いております。

株式会社菅野谷興産

求　人 職⼈ / 建設  

-かぶしきかいしゃ すがのやこうさん-

現場作業員を募集中！！社員も若く未経験者でもOK！

解体現場や土木工事の現場での作業員募
集になります！社長も30代前半と若く、若い
方でも働きやすい環境を目指しています！

職種︓現場作業員 応募資格︓不要
給与︓⽉給16万円〜25万円
   ※経験や資格により異なります
時間︓8時30分〜17時(詳細は⾯接にて)
休⽇︓⼟曜⽇/⽇曜⽇(⽉8⽇〜9⽇)
   ※詳細は⾯接にて
⼿当︓資格や免許にて給与待遇有り
待遇︓社会保険完備
担当︓菅野⾕(すがのや)
TEL︓0957-56-8958
会社︓⼤村市宮代町471-2

働き⼿
求む︕

お店DATE

大村市箕島町593長崎空港第2ビル内
☎ 0957-47-8190
8:00～20:00 ※変更になることもあります
ご予約や車種の確認は右のQRコードより ▶

特別
割引

ご予約時に

で20％OFF!!
「ゆーず⼤村を⾒た」

※ご予約の際に「ゆーず大村」を見た、とお伝え頂くか、お店
にご来店された際に「ゆーず大村magazine」をご持参して頂
くと適用になります。2021年7月末までのご予約に限ります。

長崎空港第2ビル内に店舗を構え、オープンカーや電気自動車、
外国車を中心に高品質でユニークな車種を取り揃えております。

いつもとはちょっと違う感動を味わえる、特別なドライブをお

楽しみいただけます。

日帰りドライブやご旅行、大切な方への記念日、子供たちに、

オープンカー体験など、様々なシーンでご利用ください。

※令和3年6月22日現在の物件情報です


