
Aolani Parlor ホテル日航熊本 広東料理「桃李」

オステリア ダ・ルバクオーレ ホテル日航熊本 フランス料理「レ・セレブリテ」

上通パビリオン　紅蘭亭 まんじゃぺしぇ

上通　レンガ亭 森田式　九龍

韓国食堂十八番 並木坂店 磯丸水産 上通店

カンパーニュ 海の台所　藤本鮮魚店

熊本ホテルキャッスル ダイニングキッチン 九曜杏 お茶の堀野園　茶以香

熊本ホテルキャッスル 中国四川料理 桃花源 俺のホルモン もつ家金太

熊本ホテルキャッスル トゥール ド シャトー 上の裏馳走 こだま

Gluck Coffee Spot 上乃裏とおり まぅいどっ

グリル　ドゥ　ギャン 久仁彦食堂

珈琲舎 デル・ムンド 鮨屋 時藏

ステーキハウス淀川 炭火焼 にくたらし

スペインバル　TOKOsie 草喰 常

チャオリー ダイニング　和YA

テラス 日本料理　ねね

トラットリア・フェデリコ・ヌォーヴォ ホテル日航熊本 寿司処「橘」

鶏バル HIGOYA ホテル日航熊本 日本料理「弁慶」

バル凡凡堂 松に鱗

BAROCCS まとや

ビストロ ボンジュール 〇□家

ブーシーズカフェ 焼鳥 とさか

ブラッスリー パニエ 焼鳥トリドリ　上乃裏

ボクシン 六文銭

上通周辺エリア
上乃裏通り/並木坂/上通/オークス通りなど

                                       くまもと街なかグルメガイド

                 デジタルスタンプラリー　参加店舗一覧
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Presents



亜和麺 麺屋かもめ　下通店

イタリア食堂 雅 焼肉　銀龍

旨肉食堂　ホルモンマン 焼肉 熊一　本店

ウリシクタン　2号店 焼肉馬刺　楽楽

鑑真食堂 焼肉みなみ

熊本ラーメン 黒亭　下通店 Live Music ＆ Restaurant Bar CIB

GRILL　末松 らーめん屋　よしとも

くるみ食堂 レストバー・スターライト熊本

global kitchen HANABI レストラン＆バー　TERU

燻製×原始焼　カゼタキ レストランバー　Peace

ケルンよしもと LOBLOBCRAB 海BAL肉BAL

紅蘭亭　下通本店 天草

ジャルディーノ 居酒屋　感

シャングリュージュ　コノハ 居酒屋　達

ジャンジャンゴー 伊勢半

SPICE LABO 馬桜　銀座通り店

スリランカくまもと 1st 馬桜　下通り店

スリランカくまもと 2nd 御縁　三年坂店

大衆酒場　パーラーヒバリ 大手門

高松食堂 奥ざしき　たつのこ

DoI KebaB おるげんと　駕町通り店

TAKE CHANGE おるげんと　下通本店

鉄板ダイニングDK 割烹　火の国

バードマン　熊本銀座通り店 カニ・加賀料理　かど福

ビアレストラン　オーデン 佳山

HINOMARU ＆ LIBCAFE 郷土料理　はや川

ブカ・ラピ 魚匠 うおたらし

BUNZO 喰処 いし丸

星のバル 串揚げ　からり

ボンボリ 鯨・和処　ゆう
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下通周辺エリア①
下通/駕町通り/銀座通り/西銀座通りなど



熊本郷土料理　青柳 手取本町くじら

熊本食堂スタンドおやま 手羽先唐揚げ　楽々しげちゃん

熊本復興支援居酒屋　おかげさん どっこい商店

KOGAN家 とり國

悟とう　別庭 煮込屋 よいち

午砲台 二代め　鮨　浪花

小料理　富み のみくい処 こがらや

酒蔵 まつとも 花咲か爺さん

酒とめし　RIKI 馬肉料理　むつ五郎

桜庵 肥後大衆酒場 ナナイロ

酒ト肴　もなか ひゃくしょう茶屋 駕町店

獅子まる ファミリーばんざい健康食堂

しゃがない 福伸　銀座通り

酒肴　銀うさぎ 瑞恵

酒彩　花凪 水戸黄門

酒膳　にし山 麦うさぎ

酒膳　森やま 焼とり金た郎

酒味処　おか田 焼鳥 華備

旬家　はちどり 焼鳥　集家

旬彩　松風 焼とりと日本酒　鶏山

旬処　悟とう 焼とり　鳥兆

旬和食と郷土料理 季凛 焼き鳥　鶏空

食堂　ままかり 焼鳥　トリドリ

食家　螢 焼鳥 平蔵

すがを 遊家　未ら来る

鮨　小大楼 よってく

炭焼　鳳 和食　あかり道

炭焼き炉端と旬菜　一 ichi 和食 Shin.

創味料理　西海道ときとき　　 和心料理　やまぐち

鉄板焼き・お好み焼き　大ちゃん
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下通周辺エリア②
下通/駕町通り/銀座通り/西銀座通りなど



新市街周辺エリア
サンロード新市街/シャワー通り

その他エリア
桜町/新町/練兵町/坪井など

Amoshi　 サクラマチ ガーデンカフェ

カフェレストラン オリジン ステーキハウス但馬

喫茶 花水木 スリランカくまもと3rd新町店

熊本ラーメン 赤のれん 鼎’s by JIN DIN ROU　SAKURAMACHI熊本店

燻製ガーデン タケシタ 長﨑次郎喫茶室

ステーキマニア新市街店 ビュッフェレストラン ぎんなん

びすとろルポ Brasserie yanaga

磯丸水産 新市街店　　 ほわっと

割烹居酒家 写楽 麺屋かもめ　サクラマチ店

澤まる legame

すし 㐂助 RESTAURANT MIMAKI

栖 わいん食道 ぼるどう

すやむら 味処 みや路

立ち寿し 天草　海まる

立ち呑み　タマヤ いけす料理　胡丁

とんかつ 勝烈亭 新市街本店 お食事処　鶴重　

ハコニワ ごはん家　わきた

ひづき ささの

まつり酒場　一球　 茶房 櫻ン坂

遊食亭 えくぼ 熊本新市街店 下町ダイニング 松本家

旬家　与志

政木屋　

Ivorish 熊本桜町 やきとり居酒屋　阿蘇っ子

勧業館食堂 楽座

キッチンオニオン 瑠璃紺

熊本ラーメン 黒亭　桜町熊本城前店 和彩旬香　もぐら

Grill KUDOH 和食 仲むら

クレッセントみつなが
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