【 市街地 エ リア 】
居酒屋

居酒屋

グルマン三年坂
Guruman Sannenzaka

TEL 096 - 321 - 6200

熊本市中央区安政町 5-6

SKY ビル１F

https://guruman.owst.jp/

馬鶏処 （バケーション）
Vacation

【営業時間】11：00 ～ 23：00（日曜のみ 21：00）【定休日】無休

TEL 096 - 326 - 8008

熊本市中央区下通 1 丁目 8-18

https://r.gnavi.co.jp/gb0f61dm0000/

【営業時間】17：30 ～ 22：00 【定休日】日曜・祝日

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇お肉のかいだん 熊本肉が 7 種類 3,222 円（税込）
◇阿蘇のあか牛ステーキ丼 2,178 円（税込）
◇馬レバ刺し 1,540 円（税込）

◇馬のレバー刺 1,200 円（税込）
◇馬カルビ串 320 円（税込）
◇馬ホルモン鉄板焼き 880 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

熊本の郷土料理、地ビール等、熊本のうまいが盛りだくさん！
馬刺しのちがいを実感しにきてください！

熊本名物の馬肉料理を中心に郷土料理、辛子蓮根、一文字のぐるぐるなど取りそろ
えております。

居酒屋

居酒屋

酒肴 フクヤマ
FUKUYAMA

TEL 096 - 354 - 2290

バードマン

熊本市中央区草葉町 2-24

http://shukou-fukuyama.com/

【営業時間】17：00 ～ 23：30 【定休日】月曜

Birdman

TEL 096 - 354 - 2911

熊本市中央区下通 1 丁目 9-8 エクストールイン 1F

https://www.a-gu-ra.com/birdman/

【営業時間】17：00 ～翌 1：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇山芋チーズ鉄板焼き 660 円（税込）
◇本日のお刺身盛り合わせ 990 円（税込）
◇水菜とジャコと菊池の水田ゴボウのカリカリサラダ

◇バードマンの唐揚げ 880 円（税込）
◇レタス巻き 480 円（税込）
◇つくね 280 円（税込）～

770 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

地酒をはじめとした美味しいお酒と店主が腕によりをかけて調理した本格和食料理で
おもてなしいたします。

旨い料理、弾む笑顔、今夜はバードマンで決まり！たくさんのご来店お待ちし鳥ます！

居酒屋

日本料理 ・ 和食

洋 食

Dining 伍乃 40
DINING GONOYONJYU

居酒屋

TEL 096 - 319 - 5477

熊本市中央区下通 1 丁目 9-7 CURIOSITY ビル 1F

馬刺しと焼き鳥 熊本郷土グルメの店

アマケン

https://5no40.com/

Amaken

【営業時間】11：30 ～ 14：30 ／ 17：30 ～ 23：30 【定休日】日曜

TEL 096 - 355 - 2238

熊本市中央区下通 1 丁目 9-26

https://www.sakasou.kumamoto.jp/shop/amakusa/

【営業時間】17：00 ～ 24：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇桜カルビ七輪鉄板焼き 1,980 円（税込）
◇炊き込みご飯（鮭・地ダコ・渡り蟹） 1,540 円（税込）
◇炙り明太子 460 円（税込）

◇馬刺し 赤身刺し 1,408 円（税込）
◇焼き鳥 豚バラ 99 円（税込）
◇県産赤鶏のたたき 968 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

和食をベースに洗練された創作料理が自慢です。
おつまみメニューも揃えており、お食事以外のアルコールタイムのご利用もおすすめです！

熊本県産のお肉や魚、野菜などを使っています。熊本の名物グルメをぜひご賞味ください！
換気やアルコール消毒など、感染対策を十分に行いながら営業しています。

居酒屋

居酒屋

郷土 ・ 海鮮 肥後の陣屋
Higo no Jinya

TEL 096 - 211 - 1414

熊本市中央区下通 1 丁目 5-20

https://www.higonojinya.com/

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS14：00）／ 16：00 ～ 23：00（OS22：30）
【定休日】日曜

立ち寿し 熊本店
Tachi sushi

TEL 096 - 354 - 9999

【営業時間】17：30 ～ 22：00 【定休日】日曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇特選お刺身 5 種盛合せ 1,430 円（税込）
◇和牛くまもとあか牛のステーキ 2,035 円（税込）
◇元祖熊本城瓦そば（二人前） 2,200 円（税込）

◇天然インドマグロ 中トロぶつ切り 900 円（税込）
◇ウニいくら こぼれ盛り 1,980 円（税込）
◇金目鯛煮付け 2,980 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

馬肉や赤牛、天草直送の新鮮魚介など県産食材を使った熊本仕立てのお料理でおもてなしいたします。
店内は、コロナ対策を徹底しておりますので、安心してごゆっくりおくつろぎください。

豪快！海鮮屋！活気づけに一度ご来店ください！

居酒屋

居酒屋

魚河岸 番屋
Uogashi Banya

TEL 096 - 319 - 1777

熊本市中央区下通 1 丁目 5-22 クイーンズアレイビル 1Ｆ

https://akr9094366573.owst.jp/

大衆酒場 パーラーヒバリ
Parlour Hibari

TEL 096 - 322 - 1212

熊本市中央区新市街 1-12 新市街バナービル 1F

https://hibari.owst.jp/

【営業時間】11：00 ～ 24：00 【定休日】火曜

【営業時間】16：00 ～ 23：00（OS22：00）【定休日】月曜
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇くまもと前菜 6 皿セット 3,080 円（税込）
◇和牛くまもとあか牛のステーキ 2,090 円（税込）
◇番屋の鯛釜めし 1,078 円（税込）

◇黒毛和牛スジ大根 539 円（税込）
◇名物！さば豆腐 539 円（税込）
◇馬刺し 1,098 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

店頭の街なかで一番の大型イケスには、鮮度抜群の”地魚”が泳いでいます。
新鮮な活魚、郷土料理をお楽しみください！コロナ対策も徹底しております。

ランチ、昼飲み、立ち飲みと昼から飲める最高の場所です！
昼から飲めるって人生最高ばい！待っとるば～い！

居酒屋

居酒屋

- 酒と肴 - もなか
Monaka

TEL 096 - 354 - 3488

仁音

熊本市中央区下通 1 丁目 6-12 天神壱番館 2F

https://www.a-gu-ra.com/monaka/

Hitone

TEL 096 - 327 - 2960

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇馬刺し盛り合わせ 4,950 円（税込）
◇元祖辛子蓮根 715 円（税込）
◇極上生〆トロサバのわら焼き 748 円（税込）

◇野菜串巻き 220 円（税込）
◇牛サガリステーキ 1,190 円（税込）
◇生春巻き 750 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

四季折々の野菜や魚を使ったこだわりの美味しさとその彩りを全国各地の名酒とともに
ぜひご堪能ください！

今大人気の元祖野菜巻き専門のお店です！

居酒屋

肉料理 ・ 和食

馬タン牛タン
BATAN GYUTAN

熊本市中央区新市街 2-2 西銀座ビル 2F

https://www.hotpepper.jp/strJ001037502/

【営業時間】18：00 ～翌 1：00 【定休日】不定休

【営業時間】17：00 ～ 24：30 【定休日】不定休

居酒屋

熊本市中央区下通 2-8-5

https://www.hotpepper.jp/strJ001159180/

TEL 080 - 3746 - 3779

熊本市中央区下通 1-11-17 ライオンビル松藤館

https://mohey.jp/

創作肥後料理 写楽
Syaraku

【営業時間】11：00 ～ 24：00 【定休日】不定休

TEL 096 - 311 - 5050

熊本市中央区新市街 2-8 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ24 新市街ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ1Ｆ

http://xn--igtm764fknkm53b.net/index.php?syaraku

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS14：00）／ 16：00 ～ 23：00（OS22：30）【定休日】日曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇炭火焼牛タン串 638 円（税込）
◇馬タン牛タン食べ比べ炭火焼 2,838 円（税込）～
◇馬刺 5 点盛り合わせ 3,278 円（税込）～

◇郷土前菜 5 種盛合せ 1,650 円（税込）
◇和牛くまもとあか牛のステーキ丼 1,760 円（税込）
◇熊本きくち黒豚のしゃぶしゃぶ（二人前） 3,520 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

馬タンと牛タンの食べ比べができるのは当店だけ！大トロ牛タン炭火焼、馬刺、馬ホルモン煮込み、
辛子れんこんなど熊本の郷土料理も多数ご用意しております。ランチは 16 時まで営業中

天草直送の鮮魚から郷土料理、創作料理まで幅広いメニューを取り揃えております。
店内はコロナ対策も徹底しておりますので、安心してお食事をお楽しみください。

居酒屋

居酒屋

焼き鳥＆茶碗蒸し

えびす門

Yebisumon

TEL 096 - 355 - 9200

熊本市中央区下通 1 丁目 7-19 大熊本証券ビル地下

https://yebisumon.owst.jp/

【営業時間】11：30 ～ 23：00 【定休日】不定休

酒湊
SAKASOU

TEL 096 - 352 - 7117

熊本市中央区新市街 4-18 松下ビル 1F

http://www.sakasou.kumamoto.jp/

【営業時間】17：00 ～ 23：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇ジャンボ茶碗蒸し 660 円（税込）
◇生つくね 385 円（税込）
◇えびす船盛り 1,738 円（税込）

◇天草五橋盛り（1 人前） 1,078 円（税込）
◇馬刺し 赤身刺し 1,738 円（税込）
◇田中畜産 黒毛和牛ステーキ 100ｇ 2,178 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、そして…子供たち。三世代に渡り、
愛されるお店をつくる。それが願いです。皆様の安心安全な食文化を守ります。

天草直送の鮮度バツグンのお刺身やお造りを提供しています。旬の熊本県産の食材をぜひご賞味ください！
検温やスタッフのマスク着用など感染対策を十分に行い営業しております。

【 市街地 エ リア 】
居酒屋

居酒屋

日本料理 ・ 和食

茂平
Mohei

TEL 080 - 3746 - 3765

安坐

熊本市中央区中央街 1-30

https://mohey.jp/

Agura

TEL 096 - 354 - 8911

熊本市中央区下通 1 丁目 10-3 銀座プレイス KUMAMOTO2F-B

https://www.a-gu-ra.com/agura/

【営業時間】17：00 ～翌 1：00 【定休日】不定休

【営業時間】17：00 ～ 24：00 【定休日】不定休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇牛タン炭火焼 1,738 円（税込）
◇熊本名物 あか牛丼 1,958 円（税込）～
◇馬刺 5 点盛り合わせ 3,278 円（税込）～

◇馬肉ヒレ わら焼き 1,650 円（税込）
◇おばんざい盛合せ 1,078 円（税込）
◇馬肉のしゃぶしゃぶ（2 人前） 5,500 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

あか牛、牛タン、郷土料理、天草海鮮を中心とした熊本居酒屋です。
少人数から使える完全個室 10 室、ご予約下さい。熊本の酒蔵のお酒も準備しております。

熊本が育む素材の力強さと旬を大切に、全国の食材をかけあわせたスタイルでより
一層、熊本の食の魅力と贅沢を提供いたします。

日本料理 ・ 和食

居酒屋

鉄板焼 ・ お好み焼 大ちゃん TEL 096 - 356 - 2905
Daichan

熊本市中央区花畑町 11-20

水田ビル２F

http://xn--t8jg4d2fwa0h6575autay32o.com/

【営業時間】17：00 ～ 24：00 【定休日】日曜

瑞恵
Mizue

TEL 096 - 312 - 8060

熊本市中央区安政町 2-26

川﨑ビル１F

http://www.mizue-g.net/

【営業時間】17：00 ～ 24：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇お好み焼き 豚玉 770 円（税込）
◇カレーチーズもだん 1,100 円（税込）
◇黒毛和牛ステーキ 1,408 円（税込）

◇旬の刺盛 1,200 円（税込）～
◇ホルモン煮込み 550 円（税込）
◇馬肉コロッケ 400 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

鉄板焼きを中心に、お肉・魚介類をリーズナブルに提供しています！

郷土料理や季節の刺身など多数取り揃えております。
少人数から 60 名の宴会まで幅広く対応いたします。

日本料理 ・ 和食

居酒屋

鶏城 -TRICKYTRICKY

TEL 096 - 321 - 6066

熊本市中央区花畑町 12-8 銀杏会館ビル 2F

https://www.yakitorikumamoto.com/

郷土料理 はや川

TEL 096 - 352 - 1967

熊本市中央区安政町 5-18

Hayakawa

【営業時間】17：30 ～ 23：00 【定休日】不定休

【営業時間】18：00 ～ 24：00 【定休日】不定休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇ササミレンジャー 1,540 円（税込）
◇おまかせ串 10 本盛り 1,738 円（税込）
◇串専用チーズフォンデュ（ソース） 550 円（税込）

◇なすのからし漬け 440 円（税込）
◇コース料理 4,400 円（税込）～
◇馬刺し 2,420 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

おいしい串を用意しております。
当店の名物、ササミ串、串専用チーズフォンデュを是非お召し上がりください！

カウンターに大皿で並んだお料理で、心和む熊本の「おふくろの味」をお楽しみください。
手間ひまかけた会席料理や各種馬肉料理も人気です。

日本料理 ・ 和食

居酒屋

やっぱ はいりっち
Yappa High Rich

TEL 096 - 355 - 2121

熊本市中央区花畑町 13-13 栄通り米納会館 2F

https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43005192/

【営業時間】18：00 ～ 24：00 【定休日】日曜

創作和食 縁 （えにし）
Enishi

TEL 096 - 351 - 0824

熊本市中央区上通 5-40 長安寺イーストンビル 1F

https://enishi-kumamoto.gorp.jp/

【営業時間】11：30 ～ 14：00 ／ 17：30 ～ 21：00 【定休日】月曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇もりそば 800 円（税込）
◇馬ひも刺し 1,000 円（税込）
◇名物！そばみそ 500 円（税込）

◇お昼の小町膳 4,180 円（税込）
◇肥後自慢コース（馬刺等郷土料理） 6,050 円（税込）
◇匠コース 5,280 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

十割手打ち茹で 10 秒。
ジャズが流れる和の空間、地元の酒、米焼酎、プレミア麦、芋焼酎など 120 種類も勢揃い。

テーブル席の個室ございます。8 月までは夜は予約のみで営業しています。

日本料理 ・ 和食

居酒屋

鍋や TAMARI
Nabeya TAMARI

TEL 096 - 352 - 5011

熊本市中央区花畑町 11-20 水田ビル 3F

https://r.gnavi.co.jp/1z9r9urf0000/

【営業時間】17：30 ～ 24：00 【定休日】日曜・月曜

旬彩処 まつ川
Matsukawa

TEL 096 - 352 - 8366

熊本市中央区下通 1-7-7

BF

https://matsukawa-kumamoto.com/

【営業時間】17：30 ～ 23：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇美豚鍋 1,870 円（税込）
◇極上もつ鍋 1,650 円（税込）
◇ちげ鍋 1,870 円（税込）

◇旬のおまかせコース（旬） 4,400 円（税込）
◇旬のおまかせコース（雅） 7,700 円（税込）
◇郷土料理コース 5,500 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

熊本市で 15 年営業している鍋料理専門店です！
お得な飲み放題付きコースも多数ございます。

旬の食材、地元の食材をたくさん使ったコースをご用意しております。
旅の思い出にいかがでしょうか？

日本料理 ・ 和食

居酒屋

食家 螢

TEL 096 - 327 - 2231

熊本市中央区新市街 3-21 ジャナス 1 ビル 1F

Hotaru

熊本ワシントンホテルプラザ

日本料理 ・ 三十三間堂
Sanjyuusangendo

【営業時間】16：00 ～ 23：00 【定休日】不定休

TEL 096 - 355 - 0081

熊本市中央区下通 2 丁目 3-10
熊本ワシントンホテルプラザ 12F

https://restaurant.washington.jp/kumamoto_33/

【営業時間】17：30 ～ 21：00 【定休日】不定休（当面日曜定休）

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇生ウニのクリームパスタ 2,178 円（税込）
◇お刺身盛合せ 2,100 円（税込）

◇味彩牛のしゃぶしゃぶ 3,630 円（税込）
◇石焼ステーキ 3,025 円（税込）
◇三三御膳 2,750 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

海鮮料理、お刺身がメインの居酒屋です。
肉料理、洋食などいろんなメニューが楽しめます！

しゃぶしゃぶから郷土料理までご用意しております。
ホテル内レストランでゆっくりお過ごしいただけます。

日本料理 ・ 和食

居酒屋

中山酒屋 水道町店

TEL 090 - 9496 - 0043

熊本市中央区水道町 9-13-1F

青柳
AOYAGI

Nakayama Saketen

【営業時間】18：00 ～ 22：00 【定休日】日曜

TEL 096 - 353 - 0311

熊本市中央区下通 1 丁目 2-10

http://aoyagi.ne.jp/

【営業時間】11：30 ～ 14：00（OS）／ 17：00 ～ 22：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇100 種類の酒を飲み放題 3,000 円（税込）
◇飲み放題付きコース料理 4,000 円（税込）
◇小鉢 3 品＋アルコール 3 杯 1,500 円（税込）

◇赤牛炭火ステーキ 4,104 円（税込）
◇黄金鱧の天ぷら 1,080 円（税込）
◇キンキの煮付け 2,700 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

創業 100 年の老舗酒屋が提供する 100 種類のアルコールを試飲しながら、
カオルママの手作り料理が食べられます！

新装開店いたしました。贅沢な空間でゆっくりお過ごしくださいませ。

日本料理 ・ 和食

居酒屋

いっぴん三年坂
Ippin Sannenzaka

TEL 096 - 353 - 0512

熊本市中央区安政町 5-13 大進第 6 ビル１F

https://ippin.owst.jp/

【営業時間】11：00 ～ 23：00 【定休日】不定休

馬肉郷土料理 けんぞう
Kenzo

TEL 096 - 356 - 8775

熊本市中央区下通 1 丁目 8-24 七光ビル B1

http://basashi-kenzo.com/

【営業時間】17：00 ～ 23：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇スペシャル 10 種海鮮丼 1,738 円（税込）
◇野菜巻串オールスター 1,738 円（税込）
◇馬たん炙り刺し 1,628 円（税込）

◇馬刺し 2,420 円（税込）
◇馬五点盛り 3,630 円（税込）
◇馬にぎり 1,320 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

焼き鳥やお弁当のテイクアウトも行っております。
熊本の食材にこだわり、お昼からお酒も焼き鳥も個室で召し上がれます。

馬肉の質と鮮度にこだわり、甘味と旨味を堪能できます。
郷土料理の辛子レンコンは、揚げたてにこだわったおすすめの一品です。

【 市街地 エ リア 】
日本料理 ・ 和食

洋 食

馬肉料理 菅乃屋 銀座通り店
Suganoya Ginzadoori

TEL 096 - 312 - 3618

熊本市中央区下通 1 丁目 9-10

TM21 ビル BF

https://service.suganoya.com/ginzadori/

PRIMADONNA （プリマドンナ）
PRIMADONNA

TEL 096 - 324 - 2989

熊本市中央区花畑町 11-18 シャンセ品川 1F

https://primadonna.owst.jp/

【営業時間】15：00 ～翌 4：00 【定休日】無休

【営業時間】17：00 ～ 22：00 【定休日】無休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇しゃぶしゃぶ（特選） 3,870 円（税込）
◇馬肉ステーキ 2,650 円（税込）
◇レバー刺し 1,850 円（税込）

◇カルボナーラ 1,020 円（税込）
◇大海老フライ 1,210 円（税込）
◇TAKE OUT オードブル 4,000 円（税込）～

お店からひとこと

お店からひとこと

王道の馬肉料理をご堪能いただけます。
皆様のご来店を従業員一同心よりお待ち申し上げております。

15 時から OPEN しており、色々なシチュエーションで使えます！
女性 3,000 円、男性 3,500 円、109 種食べ放題＋飲み放題（2 時間）がオススメです！

洋 食

日本料理 ・ 和食

馬肉料理 菅乃屋 上通店
Suganoya Kamitoori

TEL 096 - 355 - 3558

熊本市中央区城東町 2-12

tutti

ｱﾝﾋﾟｰﾙﾊﾟｰｷﾝｸﾞ上通り 2F

https://service.suganoya.com/kamidori/

tutti

【営業時間】11：30 ～ 15：00 ／ 17：00 ～ 21：00 【定休日】無休

TEL 096 - 323 - 6068

【営業時間】18：00 ～ 23：00（金土祝前日は 24 時）【定休日】水曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇馬刺し盛合せ八種 5,100 円（税込）
◇馬握り盛合せ三種（六貫） 3,000 円（税込）
◇ハリハリ鍋（特選） 5,660 円（税込）

◇井さんのあか牛内もものロースト 1,870 円（税込）/100ｇ
◇井さんのあか牛の自家製ベーコン 1,078 円（税込）
◇県産赤鶏砂肝のコンフィ 858 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

馬肉本来の旨味を最大限に引き出した料理をお楽しみいただけます。
皆様のご来店を従業員一同心よりお待ち申し上げております。

こだわりの熊本県産食材を使った、「くまもとイタリアン」をご提供！
お酒やお皿に至るまで県産品を使用！くまもとを楽しむお店です！

日本料理 ・ 和食

熊本市中央区安政町 2-29 セントラルビル 3F

http://www.0963236068.com/

洋 食

洋 食

ホテルメルパルク熊本

レストラン パール
Restaurant Pearl

TEL 096 - 355 - 6783

熊本市中央区水道町 14－1

https://www.mielparque.jp/kumamoto/restaurant/guide/c1.html

鉄板焼ステーキしゃぶしゃぶ 佳紋 TEL 096 - 351 - 4129
Steak KAMON

熊本市中央区上通 3-15

【営業時間】11：30 ～ 14：00（OS）17：30 ～ 21：00（OS）【定休日】不定休

【営業時間】6：30 ～ 21：00（OS20：30）【定休日】無休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇ハーフポンドステーキランチ 2,300 円（税込）
◇赤牛ハンバーグランチ 1,700 円（税込）
◇松花堂弁当 2,500 円（税込）

◇天草直送「あわび＆ステーキコース」 8,800 円（税込）
◇オマール海老付「夢コース」 8,250 円（税込）
◇らんまんコース（伊勢エビかあわびが選べる） 13,200 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

日本料理会席、洋食コースもご予算・ご人数に合わせてご予約承ります。
（2 日前まで）

コロナ休業中はたくさんの応援をいただきありがとうございました！

洋 食

日本料理 ・ 和食

郷土料理 五郎八 本店 TEL 096 - 321 - 8568

熊本市中央区花畑町 12-8

銀杏会館 BF

https://www.gorohachi.com/

Gorohachi

【営業時間】17：30 ～ 22：30 【定休日】不定休

ホテルトラスティプレミア熊本

カフェレストラン クオーレ
Cafe restaurant Cuore

TEL 096 - 300 - 8015

熊本市中央区桜町 3-20
ホテルトラスティプレミア熊本 14F

https://www.trusty.jp/kumamoto/

【営業時間】11：30 ～ 20：30（14 時～ 14 時半及び 17 時～ 17 時半は営業なし）【定休日】火曜・水曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇極上馬刺し 2,750 円（税込）
◇馬ホルモン味噌煮込み 880 円（税込）
◇阿蘇あか牛のステーキ 2,750 円（税込）

◇クオーレランチ 2,200 円（税込・サ別）
◇ホリデーランチ（土日祝限定） 2,200 円（税込・サ別）
◇アフタヌーンティーセット 2,750 円（税込・サ別）

お店からひとこと

お店からひとこと

熊本名産の馬刺しや馬肉料理、天草直送の鮮魚など豊富なメニューを提供しております！

ホテル最上階から熊本城を眺めながらお食事をお楽しみください。

洋 食

日本料理 ・ 和食

和食憩い処 七笑
Nanasho

TEL 096 - 355 - 6256

熊本市中央区花畑町 19-11 ASO ビル 1F

https://www.hotpepper.jp/strJ000674999/

【営業時間】11：30 ～ 23：00 【定休日】不定休

Brooklyn

（ブルックリン） TEL 096 - 354 - 1839

Brooklyn

熊本市中央区新市街 13-12

http://www.brooklynbar-k.com/

【営業時間】18：00 ～ 23：00 【定休日】日曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇『華』特別懐石コース
◇『雅』特別懐石コース
◇『縁』特別懐石コース

5,500 円（税込）
7,700 円（税込）
11,000 円（税込）

◇特製手ごねハンバーグ 770 円（税込）
◇ポークステーキ 880 円（税込）
◇枝豆ローストチーズ 550 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、そして…子供たち。三世代に渡り、
愛されるお店をつくる。それが願いです。皆様の安心安全な食文化を守ります。

シャワー通りで NY ブルックリンをイメージしたレストランバー。落ち着いた雰囲気の
インテリアで世界各国のお酒、日本各地の酒・焼酎をお楽しみいただけます。

洋 食

日本料理 ・ 和食

熊本 和数奇 司館
Kumamoto Wasuki Tsukasakan

TEL 096 - 352 - 5101

グリル末松

熊本市中央区上通町 7-35

http://www.wasuki.jp/

GRILL Suematsu

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS14：00）※９月よりランチ営業再開予定 17：30 ～ 22：00（OS19：30）※3 日前までの予約制 【定休日】無休

TEL 096 - 312 - 2929

【営業時間】11：30 ～ 15：00 ／ 17：00 ～ 23：00 【定休日】不定休
おすすめメニュー

◇当ホテル 1 番人気の天ぷら御膳 1,300 円（税込）
◇ビジネスマンに人気の日替わりビジネスランチ 800 円（税込）～
◇郷土料理会席 6,600 円（税込）

◇ビーフライス 1,408 円（税込）
◇末松特製あらびきハンバーグ 200ｇ 1,485 円（税込）
◇本気のコールスローサラダ 1,078 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

厳選した食材を使った料理を堪能できる食事処。和モダンな店内はゆったりとした
テーブル席のほか、ご利用人数に応じて会場をご用意しております。

おしゃれモダンな隠れ家空間で黒毛和牛や国産牛の香ばしい鉄板焼き
をご満喫ください。

洋 食

熊本市中央区中央街 4-1 ビジネスホテルシャトル 1F

https://www.a-gu-ra.com/grill-suematsu/

おすすめメニュー

中 華

ダイニングカフェ 彩

TEL 096 - 328 - 2954

熊本市中央区手取本町 1-1 熊本市役所 14F

Dining Cafe Sai

【営業時間】11：00 ～ 18：00 【定休日】月曜

熊本ホテルキャッスル
096 - 326 - 3368 熊本市中央区城東町 4 番 2 号
中国四川料理 桃花源 TEL
https://www.hotel-castle.co.jp/restaurant/tokagen/
Toukagen

【営業時間】11：30 ～ 21：30 【定休日】無休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇本日のランチ

◇リビングディナーコース（9 月末までの提供） 5,500 円（税込）
◇春夏秋冬膳（ランチのみ） 4,950 円（税込）
◇ビジネスランチ（ランチのみ） 1,400 円（税込）

1,000 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

市役所の最上階にあり、熊本城が一望できる絶好のスポットです。
郷土の素材を活かした創作料理と絶好のロケーションをご堪能ください。

熊本を代表する本格的な四川料理を堪能できるお店です。
ぜひご来店ください。

洋 食

ステラ上通ビル BF

https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43000692/

中 華

ＫＫＲホテル熊本

ラーメン

096 - 355 - 7917 熊本市中央区千葉城町 3-31
セゾンダイニング ロータスガーデン TEL
http://kkr-hotel-kumamoto.com/lotus_garden/

こむらさき 上通中央店

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS14：00） 17：30 ～ 20：30（OS19：30）
【定休日】月曜・夜

【営業時間】11：00 ～ 16：00（OS15：30）／ 18：00 ～ 22：00（OS21：00）【定休日】無休

Seazon Dining Lotus Garden

Komurasaki

TEL 096 - 325 - 8972

熊本市中央区上通町 8-16

http://komurasaki.com/index.php

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇楊貴妃ランチ（中国料理）
※昼のみ 2,100 円（税込）
◇ブラックビーフカレーセット※昼のみ 1,100 円（税込）
◇中国料理＆西洋料理 オーダーバイキング※夜のみ 4,000 円（税込）

◇王様ラーメン 748 円（税込）
◇特製チャーシューメン 1,100 円（税込）
◇ラーメン 627 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

昼間は明るい光に包まれたスタイリッシュな空間。日が暮れてディナータイムになると
やわらかな間接照明のもと落ち着いた雰囲気で穏やかな時をお過ごしいただけます。

昭和 29 年（1954 年）創業。豚骨と鶏ガラスープに野菜を加えたオリジナルのスープは、口当
たりよくマイルドな味わい。仕上げにふりかけるにんにくチップが美味しさを引き立てます。

【 市街地 エ リア 】
ラーメン

飲み処 ・ バー

LIFE IS JOURNEY
LIFE IS JOURNEY

TEL 090 - 6556 - 4500

スナック 花つぼみ

熊本市中央区新市街 5-2

https://www.facebook.com/lifeisjourney2016/

TEL 096 - 356 - 1200

熊本市中央区新市街 3-6 komadori ビル 4F

Hanatsubomi

【営業時間】11：30 ～ 14：00 ／ 18：00 ～ 24：00（売切次第終了）【定休日】不定休

【営業時間】20：00 ～翌 1：00（週末のみ翌 2：00）【定休日】日曜・祝日

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇ここから
◇はじまり
◇とりしお

◇60 分飲み放題（カラオケ込） 4,400 円（税込）

850 円（税込）
700 円（税込）
750 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

しっかりとしたコクがありながらもまろやかなスープが特徴の熊本豚骨「ここから」と、シンプルな王道豚骨が
味わえる「はじまり」。最近、スープの輝きがまぶしい「とりしお」が加わりました！ぜひご賞味ください！

上品な店内を彩る 20 代・30 代のキャストが多数在籍しております。コロナ対策を
しながら営業いたしております。熊本のおもてなしスナックをお楽しみください！

お土産物

焼 肉

ホルモンマン
Horumon man

TEL 096 - 355 - 4129

熊本市中央区下通 1 丁目 6-12

雑貨 ・ 玩具 ・ 工芸品

浅草屋

天神壱番館 1F

https://www.a-gu-ra.com/horumonman/

TEL 096 - 354 - 1944

熊本市中央区下通 2-7-32 シャワーヴァレービル 1F

http://asakusaya.com/?mode=sk

Asakusaya

【営業時間】10：00 ～ 18：00【定休日】火曜

【営業時間】17：00 ～翌 1：00（OS24：00）【定休日】水曜
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇黒豚ホルモンセット 5 点盛り 1,628 円（税込）
◇上ハラミ 1,320 円（税込）
◇黒毛和牛カルビ 968 円（税込）

◇手拭マスク 500 円（税込）
◇肩掛けバッグ 3,980 円（税込）
◇飾り・実用 扇子 1,980 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

リーズナブルに食べられるホルモンの種類の多い焼肉屋です！
味も最高なのでぜひどうぞ！

当店では、日本国内の職人たちによって作られるこだわりのお祭りグッズや外国の
方向けのお土産品を数多く取り扱っております。

焼 肉

飲み処 ・ バー

熊本ホルモン
KUMAMOTO Horumon

TEL 096 - 351 - 0330

熊本市中央区新市街 3-11 ロゼ花畑館 1F

http://kumamotohorumon.com/

洋 食

ホテル日航熊本

ティー＆カクテルラウンジ

096 - 211 - 1603 熊本市中央区上通町 2 番 1 号
ファウンテン TEL
https://nikko-kumamoto.co.jp/restaurant

ホテル日航熊本 1F

Tea & Cocktail Lounge Fountain

【営業時間】11：30 ～ 14：00 ／ 18：00 ～ 23：00 【定休日】不定休

【営業時間】11：00 ～ 18：00（OS17：00）
※金土のみ 21：30（OS21：00）【定休日】無休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇馬のレバー刺し 1,320 円（税込）
◇馬のホルモン煮込み 825 円（税込）
◇丸腸 968 円（税込）

◇アフタヌーンティーセット 2,200 円（税込）
◇ケーキセット 1,500 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

熊本名物の馬刺しやレバー刺しはもちろん、黒毛和牛を使用した焼肉もございます。

街の喧騒から離れた寛ぎの空間で、ご休憩やお待ち合わせなどお気軽にご利用ください。
おすすめのアフタヌーンティーセットやケーキセットで贅沢なひとときを。

焼 肉

洋 食

赤牛専門 熊本個室焼肉 褐火
Akaushi Beef Kakka

TEL 096 - 288 - 0026

熊本市中央区新市街 6-4 セカンドアレイビル 4F

https://kumamotokoshitsu-kakka.gorp.jp/

ホテル日航熊本

フランス料理

096 - 211 - 1663 熊本市中央区上通町 2 番 1 号
レ ・ セレブリテ TEL
https://nikko-kumamoto.co.jp/restaurant

ホテル日航熊本 2F

Les Celebrites

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS13：00）※土日祝 15：00（OS13：30）／ 17：30 ～ 20：00（OS18：30）※前日 17 時までに要予約【定休日】火曜

【営業時間】18：00 ～翌 5：00 【定休日】無休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇一本長タン 1,080 円（税込）
◇焼きしゃぶ 1,078 円（税込）
◇赤牛ヒレステーキ 3,080 円（税込）

◇ニュージーランド産牧草牛ステーキランチ 3,500 円（税込）
◇ディナーフルコース「Gourmand」（グルマン） 12,100 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

あか牛を一頭買いしているので、定番メニューから希少部位まで各種ご用意しています！

熊本、九州の豊かな海の幸と山の食材を追求、そして発信する唯一無二の熊本フレンチ
を是非ご賞味下さい。

飲み処 ・ バー

中 華

スナック Le ・ Reve

TEL 096 - 352 - 7907

ホテル日航熊本
熊本市中央区下通 1 丁目 10-6

アーバン 21 ビル 6F

広東料理

Snack Le ・ Reve

桃李

TouLi

TEL 096 - 211 - 1662

熊本市中央区上通町 2 番 1 号

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS13：30）※土日祝 15：00（OS14：00）／ 17：30 ～ 20：00（OS19：00）※当日 14 時までに要予約【定休日】不定休

【営業時間】21：00 ～翌 1：00 【定休日】月曜
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇90 分飲み放題（カラオケ込） 4,000 円（税込）

◇選べるランチセット 2,000 円（税込）
◇ディナーコース「白楽」 7,260 円（税込）
◇ディナーコース「富貴」 10,890 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

90 分飲み放題、生ビールも込み、カラオケ歌い放題で 4,000 円です。
ぜひお越しください。

当店では素材の持ち味を生かした本格広東料理を提供し、モダンで落ち着いた雰囲気の空間でお食事をお楽しみ
いただけます。また、ご家族や会社の集まり、祝い事などいろいろな用途に合わせた個室もご用意しております。

日本料理 ・ 和食

飲み処 ・ バー

グランドスペース さんすい TEL 096 - 325 - 2268

洋 食

中 華

ホテル日航熊本
熊本市中央区新市街 3-4 TM13 ビル 5F

Sansui

ブッフェダイニング

096 - 211 - 1661 熊本市中央区上通町 2 番 1 号
アソシェッド TEL
https://nikko-kumamoto.co.jp/restaurant

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS13：30）【定休日】不定休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇食べ放題 ランチブッフェ 2,400 円（税込）
※土日祝日は 2,600 円（税込）

4,000 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

落ち着いた雰囲気で明るい女性スタッフがお待ちしています。
お 1 人様でも大歓迎です！

大人気のローストビーフに加え、定番の寿司、天ぷら。
前菜から温製料理、デザートを含めた約 50 種類のブッフェです。（要予約）

日本料理 ・ 和食

飲み処 ・ バー

ホワイトロマン

TEL 096 - 353 - 1500

ホテル日航熊本

熊本市中央区花畑町 13-3 ジャスマックビル 6F

White Roman

TEL 096 - 211 - 1673 熊本市中央区上通町 2 番 1 号
日本料理 弁慶 ・ 寿司処 橘 https://nikko-kumamoto.co.jp/restaurant

【営業時間】11：30 ～ 14：30（OS13：30）※土日祝 15：00（OS14：00）／ 17：30 ～ 20：00（OS18：30）※当日 14 時までに要予約【定休日】水曜（寿司処 橘のみ）

おすすめメニュー

おすすめメニュー

90 分飲み放題

◇振舞点心 2,800 円（税込）
◇寿司懐石「矢立」 12,100 円（税込）
◇懐石「神楽」 14,520 円（税込）

5,000 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

エレガントで落ち着いた雰囲気のお店です。
安心してドアを開けてみてください。

趣の異なる多彩な空間と、四季折々の日本料理でおもてなし。和風庭園を中心に配置されたテーブル席、
寿司処など、ひとつのレストランでありながら趣の異なる多彩な表情をご用意しております。

飲み処 ・ バー

飲み処 ・ バー

（ミスティー）

ホテル日航熊本 7F

Benkei ・ Tachibana

【営業時間】20：00 ～翌 1：00 【定休日】日曜・祝日

Misty

ホテル日航熊本 2F

Buffet Dining Aso Shed

【営業時間】19：00 ～翌 1：00 【定休日】不定休
◇90 分飲み放題

ホテル日航熊本 2F

https://nikko-kumamoto.co.jp/restaurant

TEL 096 - 351 - 2177

熊本市中央区花畑町 13-49 第 3 リキビル 3Ｆ

Misty

【営業時間】20：00 ～翌 1：00【定休日】日曜・祝祭日

お土産物

くまもとの酒文化発信処 くまＢＡＲ / 旬彩館さくらリカー TEL 096 - 300 - 8111
Kuma BAR ・ Sakura LIQUOR

熊本市中央区桜町 3-10 SAKURAMACHI kumamoto B1F

https://kumabar.com/

【営業時間】さくらリカー 10：00 ～ 21：00 / くま BAR 15：00 ～ 19：00 【定休日】無休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇120 分飲み放題（カラオケ込） 4,400 円（税込）

◇焼酎飲み比べ（熊本） 550 円（税込）
◇清酒飲み比べ（熊本） 660 円（税込）
◇鴨の無 琥珀熟成 40 度 550 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

落ち着いた大人な雰囲気のお店です。安心して飲んでいただけるよう抗菌塗布、
オゾン発生装置、人数制限など感染防止に努めています。

熊本の焼酎・日本酒を角打ち BAR「くま BAR」として提供し、お土産店として販売
も行っております。

【 市街地 エ リア 】
お土産物

雑貨 ・ 玩具 ・ 工芸品

くまもと銀彩庵 SAKURAMACHI kumamoto 店 TEL 096 - 227 - 6887
Kumamoto Ginsaian

熊本市中央区桜町 3-10 SAKURAMACHI kumamoto B1F

熊本県伝統工芸館

https://www.ginsaian.com/

工芸ショップ匠

Craft Shop Takumi

TEL 096 - 324 - 5133

熊本市中央区千葉城町 3-35 熊本県伝統工芸館内

http://kumamoto-kougeikan.jp/shop/

【営業時間】9：30 ～ 17：30 【定休日】月曜

【営業時間】10：00 ～ 19：00 【定休日】無休

おすすめメニュー

おすすめメニュー
◇くまもとミルク＆バター フィナンシェ

◇肥後花ござ ティーマット・コースターセット 3,340 円（税込）
◇来民うちわ 仙扇型渋うちわ 3,300 円（税込）
◇人吉郷土玩具 きじ花セット（きじ馬・花手箱） 2,473 円（税込）

1,080 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

くまもとええモンがたっぷりつまった美味しいお菓子をご用意してお待ちしております！

小代焼や天草陶磁器などの陶磁器をはじめ、愛嬌ある郷土玩具など県内の伝統工芸品
を一堂に取り揃えております。

タクシー

お土産物

はなまる堂 サクラマチ店
Hanamarudo

TEL 096 - 300 - 8116

熊本市中央区桜町 3-10 SAKURAMACHI kumamoto 1F

熊本タクシー

https://sakuramachi-kumamoto.jp/shop/hanamarudou

Kumamoto Taxi

TEL 0120 - 0120 - 86 / 096 - 379 - 2255
https://www.kumataku.com

【営業時間】24 時間営業【定休日】無休

【営業時間】8：00 ～ 18：00【定休日】無休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇桜町限定 モカいきなり団子 200 円（税込）
◇定番いきなり団子（プレーン、紫芋、黒糖） 各 160 円（税込）
◇冷やしいきなり団子（8 個入） 1,382 円（税込）

◇ご指定の車種での観光貸切タクシーも承ります
グランエース、アルファード、センチュリー、ハイエース、ジャパンタクシー、
カムリ、クラウンなど

お店からひとこと

お店からひとこと

県産カライモと北海道産小豆を使用した粒あんをモチモチの生地で包んだ定番の味からオリ
ジナルの味まで、幅広いラインナップが揃った熊本伝統の「いきなり団子」を届けます。

市内全域対応いたします！スマホの JapanTaxi アプリからもお呼び下さい。
クーポン差額は各電子マネー、クレカ等の支払もＯＫ！

お土産物

その他 （着物販売）

くまモンビレッジ
Kumamon Village

TEL 096 - 300 - 5449

熊本市中央区桜町 3-10 SAKURAMACHI kumamoto 2F

きもの銀染

https://sakuramachi-kumamoto.jp/shop/

【営業時間】11：00 ～ 18：00 【定休日】無休

Kimono Ginsen

TEL 096 - 354 - 6000

熊本市中央区中央街 4-28

http://www.ginsen-core.co.jp/kimono.htm

【営業時間】9：30 ～ 18：30 【定休日】火曜

おすすめメニュー

お店からひとこと

◇くまモンのカーステッカー「顔」小サイズ 1,320 円（税込）
◇くまモンビレッジ限定ぬいぐるみ 3,300 円（税込）
◇くまモンのやわらか立体マスク 990 円（税込）

着物や帯などをお探しの方や仕立て直しなども承っておりますので、お気軽にご相談
ください。

お店からひとこと
当店「くまモンビレッジ」でしか買えない商品も多数揃えております。
ぜひ、サクラマチ熊本 2F くまモンビレッジへお越しください。

お土産物

日本料理 ・ 和食

天草海まる 熊本城店
Amakusa Kaimaru

TEL 096 - 319 - 5073

熊本市中央区二の丸 1-1-2（桜の馬場城彩苑内）

https://kaimaru.com/restaurant

熊本城本丸お休み処売店
Kumamoto Castle Honmaru Rest Area

熊本市中央区本丸（熊本城域内）

https://kumamoto-icb.or.jp/konnakotomo/

【営業時間】9：00 ～ 16：30 【定休日】無休

【営業時間】11：00 ～ 19：00 【定休日】無休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇海鮮づけ丼 1,650 円（税込）
◇うにコロッケセット 1,980 円（税込）
◇イカソーメンとシラスの海鮮丼（ウニソースかけ） 980 円（税込）

◇和手拭い 450 円（税込）
◇熊本城 御城印帳 2,200 円（税込）
◇熊本城 御城印帳（金） 2,500 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

当店でしか味わえない絶品を是非ご堪能ください！

特別公開区域内にある”瓦”柄のテントの売店です。
熊本城へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

お土産物

日本料理 ・ 和食

阿蘇庭 山見茶屋
Yamami Chaya

TEL 096 - 327 - 9293

熊本市中央区二の丸 1-1-2（桜の馬場城彩苑内）

http://1592.jp/archives/shops/05ym

【営業時間】11：00 ～ 18：00（夜の宴会等対応いたします） 【定休日】年末

熊本城二の丸お休み処売店 TEL 096 - 321 - 6150
Kumamoto Castle Ninomaru Rest Area

【営業時間】9：00 ～ 17：00 【定休日】無休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇馬肉溶岩焼定食（さくら膳） 2,170 円（税込）
◇赤牛丼 1,600 円（税込）
◇だご汁定食 1,000 円（税込）

◇熊本城 御城印 300 円（税込）
◇熊本城 御城印帳 1,800 円（税込）
◇熊本城 ファイル A4：350 円、A5：200 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

秘伝のたれで味わう馬肉・赤牛の溶岩焼きは絶品です！
その他、郷土料理がございます。

二の丸駐車場内にあるお休み処です。
熊本城オリジナル商品や御城印などございます！

お土産物

熊本市中央区二の丸 2-3（二の丸駐車場内）

https://kumamoto-icb.or.jp/konnakotomo/

お土産物

熊本城 香梅庵
KOBAIAN

TEL 096 - 288 - 0039

熊本市中央区二の丸 1-1-2（桜の馬場城彩苑内）

https://www.kobai.jp/

熊本博物館ミュージアムショップ TEL 096 - 273 - 7840
Kumamoto Museum Shop

熊本市中央区古京町 3-2（熊本博物館内）

https://kumamoto-icb.or.jp/konnakotomo/

【営業時間】9：00 ～ 17：00 【定休日】月曜（祝日の場合は翌日）

【営業時間】9：00 ～ 18：00 【定休日】無休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇ハッピー陣太鼓 くまモン（9 個入） 1,296 円（税込）
◇武者がえし 1,215 円（税込）
◇陣太鼓ソフト 432 円（税込）

◇オリジナルパスケース 495 円（税込）
◇実験・工作キット 530 円（税込）～
◇宇宙関連グッズ 340 円（税込）～

お店からひとこと

お店からひとこと

熊本の代表銘菓”誉の陣太鼓”や”武者がえし”をはじめ、細川家秘伝の献上菓子”
加勢以多”など、歴史と文化を今に伝える和洋菓子を取り揃えております。

熊本博物館オリジナルの商品や実験・工作キットなどを多数取り揃えております。
熊本博物館にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

お土産物

お土産物

森からし蓮根 桜の小路 城彩苑店 TEL 096 - 351 - 0052
Mori Karashirenkon

熊本市中央区二の丸 1-1-2（桜の馬場城彩苑内）

https://www.karashirenkon.co.jp/shop/

【営業時間】9：00 ～ 18：00 【定休日】無休

レジャー ・ 体験

城彩苑総合観光案内所
Johsaien Tourist Information Center

TEL 096 - 322 - 5060

【営業時間】9：00 ～ 17：30 【定休日】無休 ( 年末のみ休み）

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇からし蓮根（中） 1,080 円（税込）
◇からし蓮根風味チップス 864 円（税込）

◇熊本城おもてなし武将隊音声ガイド 800 円（税込）
◇モノグラムＴシャツ（黒・紺） 2,250 円（税込）
◇観光に最適！ 周遊パス 1,500 円（税込）～

お店からひとこと

お店からひとこと

シャキッとした歯ごたえと、ツーンとしたからさが絶妙です！
本場元祖のからし蓮根をご賞味ください！

熊本の観光パンフレットなどを揃えております。
桜の馬場城彩苑へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

お土産物

くまモングッズ ・ 雑貨

小間物や 雅
Miyabi

TEL 096 - 288 - 5880

熊本市中央区二の丸 1-1-2（桜の馬場城彩苑内）

http://1592.jp/archives/shops/17my

【営業時間】9：00 ～ 18：00 【定休日】無休
おすすめメニュー
◇くまモンマスク 990 円（税込）
◇くまモンぬいぐるみ 30 ㎝ 2,200 円（税込）
◇くまモン T シャツ 1,980 円（税込）
お店からひとこと
くまモングッズや熊本城グッズがたくさん揃っております。
今は涼しいくまモンマスクが人気です！

熊本市中央区二の丸 1-1-3（桜の馬場城彩苑内）

https://kumamoto-icb.or.jp/konnakotomo/

