
№ 店舗名 店舗住所

1 瑠璃紺 中央区船場町下 1丁目17-16

2 和食・郷土料理　和久田、 中央区細工町1-38-1

3 日本料理　松扇 中央区花畑町１１－２２　銀杏北通ビル２Ｆ

4 和食さかもと 中央区花畑町11-27　TM5ビル2F

5 和食家　たい勝 中央区花畑町１３－２７　中通りビル１階

6 佳山 中央区下通1-7-24　サンスポット松藤ビルBF

7 まとい寿司・いろまとい 中央区下通1-8-16　ブンゴビル1F

8 馬肉郷土料理けんぞう 中央区下通I丁目8-24　七光ビルB1

9 創作和食 縁 ‐えにし‐ 中央区上通町5-40　長安寺イーストンビル1F

10 すき焼　加茂川 中央区上通町2-6

11 菅乃屋　上通店 中央区城東町2-12　アンピールパーキング上通り2F

12 熊本ホテルキャッスル　ダイニングキッチン　九曜杏 中央区城東町4-2

13 和食　満潮 中央区水前寺6丁目33-19

14 和食　たけ多 中央区神水２丁目１０－１

15 りょうり亭　多喜加和 中央区水前寺公園13-4

16 海老処　太陽 中央区水前寺公園５－３５

17 新屋敷　幸福論 中央区新屋敷３－８－６

18 阿蘇庭　山見茶屋 中央区二の丸１－１－２

19 ヒノマルキッチン 中央区安政町1-2　カリーノ下通１F

20 菅乃屋　銀座通り店 中央区下通り1丁目9-10　TM21ビル BF

21 馬桜　銀座通り店 中央区下通１丁目１０−３　銀座プレイスKUMAMOTO 3階

22 馬桜　下通店 中央区下通１丁目１２−１ 2F・3F 光園ビル

23 チャンコ久光 中央区南熊本4-3-34

24
ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ館内１Ｆ３店舗
（レストランサンシエロ・日本料理光琳・バーラウンジフェ
リーチェ）

中央区東阿弥陀寺町２

25 黒龍紅 西区春日2-5-7

26 お手水の森 西区花園７－１６２６

27 銀シャリ亭　清水店 北区高平2-26-17

28 定食屋　銀シャリ亭世安店 中央区本山4－4－８

29 ごはんやふくろう 東区若葉1丁目15-1 岩下ビル1F

30 定食屋銀シャリ亭　新外店 東区尾ノ上4-11-27

31 ぎんなん 中央区二の丸1番1-2号

32 イタリア料理　アンティコ　カステッロ 中央区桜町２－３１

33 レストラン　アンジェロ 中央区下通２－５－１９

34 キッチン　ｙｏｕ 中央区手取本町3-1　第2熊本宮本ビル　2Ｆ-Ｂ

35 uni 中央区水道町4-3　DOROビル１Ｆ

36 ビストロ & ワインバー タナカ 中央区上通町3-26　Casa de Piano 1F

37 ポムドテール 中央区上通町4－18　井上ビル2階

38 Ｂａｒ　Ｌａｄｙｂｉｒｄ 中央区南坪井町１０－１　Ｂｅ－９ビル４Ｆ

39 スペイン料理　トコシエ 中央区南坪井町2-16　サクセスビル2　1Fｰ3

40 Le Comptoir 中央区南坪井町2-6　黒土ビル1F

41 ブラッスリー　パニエ（Brasserie Panier） 中央区南坪井町5-4　ドルハウスビル1階Ａ-1

42 熊本ホテルキャッスル　トゥール　ド　シャトー 中央区城東町4-2

43 鉄板焼ステーキ・しゃぶしゃぶ 佳紋 中央区上通町3-15　ステラ上通ビルB1

44 レッフェル　武蔵ヶ丘店 北区武蔵ヶ丘１－４－５

45 Ｋｅｉｔａ 北区清水亀井町５５－６４　トルチェ１Ｆ

46 Rangee du cersier 東区健軍3丁目39-19

47 ＧｉＧｉ 東区神水本町21-16

https://www.ruri-kon.com/
http://wakuda.net/
http://shosen-japan.com/
https://wasyoku-sakamoto.jimdofree.com/
http://washokuya-taisho.com/
http://www.basashi-kenzo.com/
https://r.gnavi.co.jp/9vv36t610000/
https://www.kamogawagenpo.co.jp/sukiyaki_kamogawa/
https://service.suganoya.com/kamidori/
https://www.hotel-castle.co.jp/
http://mancho.jp/
http://www.takikawa.info/
https://www.borutex.jp/
http://www.koufukuron-tous-bonheur.com/
http://asoyamami.jp/
https://r.gnavi.co.jp/rjpjjxh60000/
https://service.suganoya.com/ginzadori/
https://www.umasakura.com/ginzadori/
https://www.umasakura.com/ginzadori/
http://chanko.ciao.jp/
http://anacpkumamotonewsky.com/
http://anacpkumamotonewsky.com/
http://anacpkumamotonewsky.com/
http://kokuryukou.com/
http://nijimasu.jp/
https://ginsharitei.jp/
https://ginsharitei.jp/
https://ginsharitei.jp/
https://www.kyusanko.co.jp/retail/ginnan/
https://instagram.com/uni__info
http://www.ne.jp/asahi/wine/tanaka
https://www.trefletable.com/
https://www.instagram.com/barladybird/
https://m.facebook.com/TokOsiesweet/
http://www.lecomptoir-kumamoto.com/
https://www.hotel-castle.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/f642000/
https://ootsuka-group.co.jp/service/restaurant/


№ 店舗名 店舗住所

48 ダイニングカフェ　モア 東区長嶺西1-5-1

49 レッフェル　流通団地店 南区流通団地２－６

50 ベイサイド港カフェ 西区新港１－１

51 菅乃屋　熊本駅店 西区春日3丁目15-30

52 tutti 中央区安政町2−29　セントラルビル３F

53 Sazae 中央区南坪井町3-7　宮野ビル２Ｆ

54 ファンキーぷれいやぁず 中央区下通1丁目9-13　IKEZONOビル3F

55 ゲルマンハウス 中央区水前寺６丁目３８－１６

56 会楽園 中央区新町２－７－１１　プレシール新町１F

57 中華旬彩　燕燕 中央区練兵町５４－４　松崎ビル１階

58 鼎’s by JIN DIN ROU桜町店 中央区桜町3-10

59 熊本ホテルキャッスル　中国四川料理　桃花源 中央区城東町4-2

60 チャイナダイニング　天翔 西区二本木３丁目４－２５

61 四川料理　竹林亭 西区池田3丁目37-14

62 中華の広東　龍田店 北区龍田3丁目2379-1

63 中華厨屯知 北区清水新地1丁目5-30　M'sビル1F

64 中国四川料理　黄龍 東区戸島西２丁目６－１２０

65 Dining  & Bar  KATLUANG 中央区城東町5-42　パレイシャル生駒

66 DoI KebaB 中央区下通1丁目12-28 B1

67 Ｋｏｒｅａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　８ｔｈ 中央区新市街３－１２　城後ビル２F

68 馬刺と肥後牛地魚の店　旅彩 中央区魚屋町1-30-1　スーパーホテルalphas 熊本1階

69 源　ZO-NE 中央区魚屋町３－１３

70 駅前花屋　食事処・居酒屋・名物馬刺 西区春日２丁目１－１２

71 Modern Japanese Style とら 中央区花畑町13-3　ジャスマック熊本館102

72 かごめ家 中央区安政町2-29　セントラルビル2Ｆ

73 麦うさぎ 中央区安政町6-4-2　ルナビル1Ｆ

74 肥後のたこ坊 中央区中央街5-24

75 Boo 中央区中央街4-31

76 栖 中央区新市街１－１２　新市街バナービル２Ｆ

77 磯丸水産　下通店 中央区新市街1--22　キヨモトビル1Ｆ

78 焼鳥鳥唐 えびす丸 中央区新市街６－１９

79 南国食堂ヤシの樹 中央区新市街9-4　熊本第一ファームビルB1F

80 L.O.Bバル HIGOYA 中央区花畑町9-6　森苑ビル3F

81 鉄板焼・お好み焼　大ちゃん 中央区花畑町１１－２０　水田ビル２Ｆ

82 夢菜や　僚華 中央区花畑町１１－３０　モニカビル１F

83 前川水軍銀杏通店 中央区花畑町12-11　グリーンホテル1F

84 和家　ぬま田 中央区花畑町１２－１６　ザ・銀杏ビルＢＦ１

85 酒とめし　ＲＩＫＩ 中央区花畑町１３－１０　パワーズビル３Ｆ

86 WORLD BEER TERMINAL KAEN 中央区下通1-3-1　NADELビル5F

87 熊本復興支援居酒屋　おかげさん 中央区下通1-11-15　春雨堂ビル2階

88 ひゃくしょう茶屋 中央区下通1丁目4-9　ニコニコビル2・3Ｆ

89 郷土・海鮮　肥後の陣屋 中央区下通１丁目５－２０

90 魚河岸　番屋 中央区下通１丁目５－２２

91 マンハッタン・カフェ 中央区九品寺１－１６－１２

92 こもれび家 中央区下通り1丁目9-4

93 れんこん食堂 中央区南熊本３丁目４－４

94 磯丸水産　上通店 中央区上通町2番5号　京屋本店ビル1F

95 縁～仕出し・御食事処～ 中央区帯山２丁目１５－３５

https://ootsuka-group.co.jp/service/restaurant/
https://www.kumamotoferry.co.jp/minatocafe
https://service.suganoya.com/kumamotoeki/
http://www.0963236068.com/
http://curague.biz/sazae/
https://akr1401252185.owst.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000799924/
https://enen-kumamoto.com/
https://sakuramachi-kumamoto.jp/shop/jin_din_rou
https://www.hotel-castle.co.jp/
http://kanton.co.jp/
http://chutonchi.otemo-yan.net/
https://katluang.com/
https://www.google.co.jp/amp/s/www.hotpepper.jp/strJ001192412/amp/
https://8th.owst.jp/
http://www.zest-tora.com/
https://johsmile.co.jp/storeguide/kagomeya/kagomeya_ansei/
https://johsmile.co.jp/storeguide/mugiusagi/mugiusagi_ansei/
http://higonotakobo.com/
https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43006178/
https://johsmile.co.jp/storeguide/isomarusuisan/isomarusuisan-shinshigai/
https://akr0320490396.owst.jp/
https://g.co/kgs/KTtWJM
http://お好み焼き大ちゃん.com/
https://akr2998198455.owst.jp/
https://johsmile.co.jp/storeguide/maekawa-suigun/maekawa-suiguin_ginnandori/
https://powers-riki.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ001217221/
http://www.fukkou-kumamoto.com/
https://johsmile.co.jp/storeguide/hyakushou/hyakushou_shimotori/
https://www.higonojinya.com/
https://akr9094366573.owst.jp/
https://www.ekiten.jp/shop_27639916/
https://johsmile.co.jp/storeguide/komorebiya/komorebiya_shimotori/
http://ren-kon.jp/
https://johsmile.co.jp/storeguide/isomarusuisan/isomarusuisan-kamitoori/


№ 店舗名 店舗住所

96 居酒屋　ころころ 中央区出水４丁目３４－３　シャトー出水１０２

97 水前寺 JAZZ酒場かっぱ 中央区水前寺3-15-18

98 肥後ダイニングそろ 中央区水前寺5丁目5-1

99 肥後本陣 中央区神水１－２４－３　県庁前グリーンホテル２F

100 居酒屋　流石 南区江越2丁目2－10

101 元気酒房 南区近見７丁目12-28

102 レトロ居酒屋２１９ 南区近見２丁目２０－１１　近見プラザ

103 居酒屋　夢幸 南区川尻２丁目４－３

104 一番星 北区武蔵ヶ丘8-1-30

105 前川水軍桜木店 東区桜木６丁目５-１

106 BREWERY KAEN 東区長嶺南3丁目1-102

107 旬菜旬魚悠旗 東区長嶺南3丁目8-80

108 前川水軍健軍店 東区若葉1-3-6

109 藁焼き　てんまや 南区田迎４丁目４－３９

110 黒龍紅　新市街店 中央区新市街５－２

111 高松食堂 中央区下通１丁目４－３

112 沖縄料理　島うた大ちゃん 中央区下通1-11-8　甲斐ビル地下BF1

113 菅乃屋ホルモン 中央区新市街2-10　コンフォートホテル熊本1F

114 熊本馬肉横丁 中央区下通1-11-8　甲斐ビル1F

115 居酒屋　感 中央区下通1-11-20　丁半ビル1F

116 中国名菜Ｃｈｉｎａ．ＰＡＮＤＡ 北区高平3-42-1

117 水前寺　時雨 中央区出水１丁目６番８　サンシャイン水前寺１０５号

118 水戸黄門 中央区新市街３－２　夕立ビル１Ｆ

120 Ａｇｉｎｇ　Ｂｅｅｆ　ＭＩＺＵＫＩ 中央区新市街１２－１０　アメニティ新市街２Ｆ

121 熊本個室焼肉　誠実一心　褐火 中央区新市街6-4　セカンドアレイビル4F

122 熊本個室ほるもん処　一心 中央区新市街6-4　セカンドアレイビル3F

123 平蔵 中央区下通1-11-20　丁半ビル2Ｆ

124 焼肉すどう 中央区上通町４－１０

125 焼肉の十八屋 中央区坪井４丁目１－３

126 炊き肉牛ちゃん　熊本銀杏北通り 中央区花畑町１１－２４　銀杏タワービル１Ｆ

127 鉄板焼　はしもと 中央区下通１－１１－３　カコイビル２Ｆ

128 無垢庵 西区上熊本１丁目９－４３　コープ野村Ｂ棟１階

129 酔虎 中央区船場町下１－１９－２

130 辛麺屋ここから 中央区花畑町13-18　TM3ビルBF

131 麺屋宗運 中央区下通1-12-3

132 まとや 中央区南坪井町１－１７

133 五平太 中央区大江４丁目１２－４

134 生そば 川しま 中央区九品寺1-12-1

135 麺や　肉虎 東区桜木６丁目４－１

137 麩屋氏助 西区花園7-76-33

138 櫻ン坂 中央区二の丸1番1-2号

139 Beauty foot care salon 中央区安政町2-38　藤田ビル1F

140 くまモンビレッジ 中央区桜町3-10

http://www.thriving-fujino.com/
http://www.matsuyahonkan.com/2/
https://i-sasuga.com/
https://johsmile.co.jp/storeguide/ichibanboshi/ichibanboshi_musashigaoka/
https://johsmile.co.jp/storeguide/maekawa-suigun/maekawa-suigun_sakuraki/
https://www.google.co.jp/amp/s/www.hotpepper.jp/strJ001018824/amp/
https://johsmile.co.jp/storeguide/maekawa-suigun/maekawa-suigun_kengun/
http://ren-kon.jp/
http://kokuryukou.com/
https://shimautadaichan.owst.jp/
https://service.suganoya.com/horumon/
http://kumamotobaniku.com/
http://www.izakaya-kan.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000578938/
https://g.co/kgs/JLPBUU
https://g.co/kgs/ZXVRha
https://johsmile.co.jp/storeguide/heizou/heizou_nishiginza/
http://yakiniku-sudo.com/
http://www.scom-gm.jp/gyuchan/index.html
https://ja-jp.facebook.com/鉄板焼はしもと-302137609855426/
http://aandyou.com/
http://kokokara-kumamoto.com/
https://menya-souun.info/
https://www.facebook.com/fuyaujisuke/
https://www.kyusanko.co.jp/retail/sakuranzaka/
https://sakuramachi-kumamoto.jp/shop/kumamonvillage_cafe
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141 サクラマチガーデンカフェ 中央区桜町3-10

142 （資）岡田珈琲　サテライト店 中央区上通町１－２０

144 お茶の堀野園　上通店　茶以香 中央区上通町７－１０

145 Donburi Cafeteria MIXTURE 中央区上通町8-18　UIビル2F-A

146 カフェテリアLBJ 南区近見9-9-85

147 まる味屋珈琲店 南区合志4丁目2-3

148 前川珈琲戸島店 東区戸島西2丁目４-30

149 いきないりやわたなべ 中央区二の丸1番1-2号

150 ROOM 中央区桜町3-10

151 パティスリー　トランテアン 南区野口２－１１－１５

152 えびす屋餅本舗 東区広木町30-53

153 ikura 中央区南坪井町3-7　宮野ビル１Ｆ

154 ケーキの店　アルペン 東区上南部３－１４－１８

155 カフェＴＨＩＯ（ティアクラブ内） 南区田井島１－６－１４　２Ｆ

156 Ivorish桜町 中央区桜町3-10

157 Wine  bar Vino 中央区安政町5番9号　シモカワビル2F

158 JUNGLE THE CLASS 中央区花畑町10-21　花畑プラネットビル3F

159 JUNGLE本店 中央区花畑町10-21　花畑プラネットビル4F

160 CLUB REGINA JUNGLE 中央区花畑町10-21　花畑プラネットビル5F

161 パブサロン　チュ 中央区下通１－１０－１０　銀座プラザビル３Ｆ

162 CLUB SALON 中央区下通1-4-26　リンクプレイスビル4F

163 Glocal BAR Vibes 中央区下通1-5-6　アリタビル3F

164 メゾン・ド・テラオカ 中央区下通1-8-5　村上ビル2F

165 cavin 中央区下通１丁目９－４　宇都宮ビル２階ロ号

166 JUNGLE ELENA 中央区下通2-1-22　TM-12ビル8F

167 Ｂａｒ　ＨＩＲＯＮＯＳＵＫＥ 中央区上通町５－４６　上通イーストンビル４Ｆ

168 クラブ志保 中央区花畑町１３－３　ジャスマックビル２Ｆ

169 ザ・ニューホテル熊本　ロビーラウンジ・ロビーバーANDO 西区春日1丁目13番1号

170 お好み焼　あたりや 中央区水前寺３丁目３０－２７

171 ちょぼ焼　末広 西区田崎町430-9　田崎市場

172 炭火屋　鳥仁 東区湖東３丁目３－５

173 レストバー・スターライト 中央区安政町1-6　桑本ビル6Ｆ

174 ザ・ニューホテル熊本　レストランフォンタナ 西区春日1丁目13番1号

175 旅亭松屋本館Suizenji 中央区水前寺公園23-1

176 松屋別館 中央区水前寺5丁目5-1

177 熊本ホテルキャッスル　夢あかり（城彩苑内） 中央区二の丸1-1-2　熊本城　桜の馬場　城彩苑　桜の小路

178 いろは屋 中央区出水４－３６－３０

179 和心料理やまぐち 中央区花畑町１１－３３－１F

180 酒湊 中央区新市街4-18

181 長﨑次郎喫茶室 中央区新町４－１－１９　２階

182 江戸前金寿司 中央区新市街6-6　イケオビルB1

183 SHARK ATTACK 中央区安政町６－３　TM１１ビル８F

184 磯鷸之庄 中央区本荘4-9-28　グランピア本荘１・２階

185 手羽先唐揚げ　楽々しげちゃん 中央区下通１－１１－２８　東会館3F

186 和風レストラン　釜萬 熊本市東区小山町１９９０番地

187 Dining　伍乃40 熊本市中央区下通1丁目9-7 CURIOSITYビル1F

188 魚よし 熊本市中央区呉服町２－２２

189 焼鳥　鳥広 熊本市北区楠６－６－６５阪田ビル１０２
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