【中 央 区エ リ ア （ 市 街 地 除 く ）】
日本料理 ・ 和食

居酒屋

源ＺＯ-ＮＥ

TEL 096 - 352 - 5187

坪井庭

熊本市中央区魚屋町 3-13

http://www.genzone.info/genzone/

GEN ZO-NE

【営業時間】18：00 ～ 23：00 【定休日】日曜・祝祭日

Tsuboitei

TEL 096 - 346 - 2224

熊本市中央区坪井 4 丁目 20-39

https://tokuiti.co.jp/tsuboitei/

【営業時間】11：30 ～ 14：30 ／ 17：30 ～ 21：30（予約制）
【定休日】月曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇あか牛 100ｇ 2,500 円（税込）
◇馬すじ煮込み 600 円（税込）
◇炭火焼 豚バラ＆豚肩ロース（各 2 枚） 800 円（税込）

◇松花堂（ランチ） 1,540 円（税込）
◇庭膳（ランチ） 2,200 円（税込）
◇おまかせ懐石（前日までに要予約） 3,850 円（税込）～

お店からひとこと

お店からひとこと

地震も乗り切った奇跡の町屋居酒屋。
お一人様でもみんなでワイワイ楽しめます！

庭園や電車が通るのを眺めながら、旬の食材を生かしたお料理をゆったり楽しんでくだ
さい。

居酒屋

洋 食

肥後ダイニング そろ
Higo Dining Solo

TEL 096 - 381 - 1223

熊本市中央区水前寺 5 丁目 5-1 松屋別館 1F

http://www.matsuyahonkan.com/2/

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

ゲルマンハウス
German Haus

TEL 096 - 382 - 2555

【営業時間】9：30 ～ 21：00 【定休日】水曜

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇メインが選べる「ひる膳」
（ランチ） 1,000 円（税込）～
◇職人の出汁巻玉子（ディナー） 400 円（税込）～
◇お刺身豪華盛り（ディナー） 990 円（税込）

◇ベルリンコース（ランチ） 2,200 円（税込）
◇ゲルマンコース（ディナー） 2,750 円（税込）
◇黒毛和牛ヒレステーキディナー 6,800 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

ジャズが流れる心地よい空間で、プロの料理人こだわりの「逸品」をお楽しみください。

優雅なドイツの雰囲気で、ゆっくりとお食事をお楽しみください。

日本料理 ・ 和食

洋 食

中 華

リバーサイドホテル熊本

レストラン グランカフェ
Grand Cafe

洋 食

TEL ㈹ 096 - 355 - 3110

熊本市中央区紺屋今町 4-12

https://www.riverside-hotel.co.jp/cafe.html

【営業時間】11：30 ～ 14：00 【定休日】日曜、不定休 ※8 月より営業再開予定
おすすめメニュー
◇ランチカレーバイキング

熊本市中央区水前寺 6 丁目 38-16

http://www.aso-njf.jp/restaurant/

日本料理 ・ 和食

ホテル熊本テルサ

096 - 387 - 8005 熊本市中央区水前寺公園 28 番 51 号
レストラン & カフェ TEL
https://kumamoto-terrsa.com/meal/restaurant/
Kumamoto Terrsa restaurant&cafe

【営業時間】レストラン 7：00 ～ 21：30 ／カフェ 9：30 ～ 17：00 【定休日】無休
おすすめメニュー

1,200 円（税込）

◇ごろっとビーフの土鍋カレー 1,020 円（税込）
◇ランチバイキング 1,100 円（税込）
◇ディナーバイキング 2,600 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

オリジナルカレー 2 ～ 3 種と豊富なバリエーションのメニューを揃えたバイキング
スタイルが好評です！！

テルサは熊本で一番の上質なホテルを目指しています♪

日本料理 ・ 和食

スマイルホテル熊本水前寺

レストラン Yellow
Restaurant Yellow

洋 食

TEL 096 - 383 - 8410

熊本市中央区水前寺 1-2-20

https://smile-hotels.com/hotels/show/kumamotosuizenji#food

【営業時間】6：15 ～ 9：00 ／ 17：00 ～ 21：00 【定休日】不定休

ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

096 - 354 - 2634 熊本市中央区東阿弥陀寺町 2 番地
レストランサンシエロ TEL
http://anacpkumamotonewsky.com/restaurant/
Restaurant SunCielo

【営業時間】6：00 ～ 22：00 【定休日】無休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇屋上 BBQ スタンダードコース 3,800 円（税込）～
◇屋上 BBQ 飲み放題付き（2 時間） 4,800 円（税込）～

◇レストラン ビアカーニバル 2020 5,500 円（税込）
◇カジュアルランチ 1,750 円（税込）
◇メインランチ 2,850 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

新水前寺駅チカ！手ぶらで BBQ ！毎日 1 組限定！お気軽にお電話ください！

本格イタリアンからオリジナル料理まで多彩なメニューをフランクな雰囲気の中でお楽しみ
いただけるオールダイニングです。詳しくは、当ホテルのホームページをご覧ください。

中 華

日本料理 ・ 和食

日本料理 はらぐち
Japanese Restaurant Haraguchi

TEL 096 - 383 - 1931

会楽園

熊本市中央区水前寺 2 丁目 16-3

http://www.n-haraguchi.co.jp/

TEL 096 - 352 - 2844

【営業時間】11：30 ～ 15：00 【定休日】月曜

【営業時間】11：30 ～ 22：00【定休日】不定休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇芍薬コース 11,550 円（税込）
◇牡丹コース 8,663 円（税込）
◇姫コース（平日 11：30 ～ 14：00 限定） 3,850 円（税込）

◇太平燕

お店からひとこと

お店からひとこと

コロナ禍に負けず頑張っています。
テイクアウト商品もご利用できますので、お気軽にお問い合わせください。

名物の太平燕をぜひ食べに来てください！

Japanese Restaurant Kaminomizu

900 円（税込）

中 華

日本料理 ・ 和食

料理方秘 神の水

TEL 096 - 237 - 7507

熊本市中央区水前寺公園 3-30 土山天祐堂ビル 1F

http://kaminomizu.com/

中華旬菜 燕燕
Chinese cuisine Enen

【営業時間】11：30 ～ 14：00 ／ 18：00 ～ 22：00 【定休日】不定休

TEL 096 - 353 - 3913

【営業時間】11：30 ～ 14：00 ／ 18：00 ～ 21：00 【定休日】日曜・祝日
おすすめメニュー

◇特上霜降り馬刺し 2,640 円（税込）
◇おまかせ 月懐石 7,700 円（税込）
◇鯛あら 白ワイン煮 1,980 円（税込）

◇四川麻婆豆腐 1,000 円（税込）
◇太平燕・麻辣湯燕 各 900 円（税込）
◇あか牛のニンニクソース 1,400 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

水前寺公園からすぐ近くにあり、交通アクセスも最高です。
日本料理から郷土料理までご提供いたしております。

旬の食材と心のこもった手作り料理にこだわっています。
名物の四川麻婆豆腐や熊本名物の太平燕などお楽しみいただけます！

お土産物

日本料理 ・ 和食

Takikawa

TEL 096 - 387 - 0300

熊本市中央区水前寺公園 13-4

http://www.takikawa.info/

肥後象嵌 光助
Higo zogan Mitsuseke

【営業時間】11：30 ～ 14：30 ／ 17：00 ～ 21：30 【定休日】不定休（完全予約制）

TEL 096 - 324 - 4488

【営業時間】9：00 ～ 17：00 【定休日】無休
おすすめメニュー

◇嬉し膳（お昼ごはん） 2,200 円（税込）
◇喜び快席（個室対応） 3,850 円（税込）
◇和らぎ快席（個室対応） 5,500 円（税込）

◇くまモンストラップ 7,700 円（税込）
◇ペンダント 4,400 円（税込）
◇しおり 8,800 円（税込）

お店からひとこと

お店からひとこと

萌える木々に囲まれた和空間で、熊本の色づく季節を五感で楽しむ創作料理をご堪能ください。
お慶びの時、しめやかな時、大切な方と心に残るお食事を。※完全予約制、個室対応

熊本の伝統工芸品です。
くまモンのストラップづくりなどの体験も人気です。

日本料理 ・ 和食

Matsuya Honkan Suizenji

熊本市中央区新町 3 丁目 2-1

https://www.mitsusuke.com/

おすすめメニュー

旅亭 松屋本館 すいぜんじ

熊本市中央区練兵町 54-4 松崎ビル 1F

https://enen-kumamoto.com/#firstPage

おすすめメニュー

りょうり亭 多喜加和

熊本市中央区新町 2 丁目 7-11 プレシール新町 1F

Kairakuen

お土産物

TEL 096 - 381 - 1331

熊本市中央区水前寺公園 23-1

http://www.matsuyahonkan.com/top.html

【営業時間】店舗に直接お尋ねください 【定休日】不定休

煎匠 そのや
Sonoya

TEL 096 - 380 - 6175

熊本市中央区水前寺公園 5-13

http://sonoya.net/senbei1.html

【営業時間】10：00 ～ 16：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇夏のご宴会（2 時間飲み放題） 6,600 円（税込）
◇お祝い事の会席料理 4,840 円（税込）

◇肥後もんど

お店からひとこと

お店からひとこと

お仲間とのご会食やお祝い事、年祝いのお食事など、お座敷や宴会場で様々なご宴会に
対応できます。お気軽にお問い合わせください。

店頭で一枚一枚手焼きしております。
焼きたての肥後もんどをどうぞ！

390 円（税込）

【中 央 区エ リ ア （ 市 街 地 除 く ）】
お土産物

レジャー ・ 体験

いきなりや わたなべ

TEL 096 - 346 - 0247

熊本市中央区坪井 4 丁目 9-31

http://www.ikinariya-watanabe.com/

Ikinariya Watanabe

和 Collection 美都
Wa Collection Mito

TEL 096 - 240 - 5032

熊本市中央区水前寺公園 4-3

http://www.wa-collection.jp/

【営業時間】10：00 ～ 17：00【定休日】水曜

【営業時間】9：00 ～ 14：00 【定休日】不定休
おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇いきなり団子（10 個入） 1,500 円（税込）
◇いも天 極（3 枚） 450 円（税込）

◇ゆかたレンタル

3,080 円（税込）

お店からひとこと
お店からひとこと

ゆかた一式レンタル＋着付け＋水前寺成趣園入園券・写真撮影付き＋くまモン団扇・
和柄巾着プレゼントです。さらに、今年は国家検定一級和裁士が作る和柄マスクも
プレゼント！

手作り、素材にこだわったいきなり団子です！

タクシー

お土産物

川上酒店

TEL 096 - 326 - 1568

（株） 産交タクシー

熊本市中央区万町 2-3

https://k-sake.com/

KAWAKAMI Saketen

Sanko Taxi

【営業時間】9：00 ～ 19：00 【定休日】日曜・祝日

TEL 096 - 355 - 7111
https://ima594.wixsite.com/sanko-taxi

【営業時間】24 時間営業 【定休日】無休

おすすめメニュー

お店からひとこと

◇菊鹿せせらぎ シャルドネ 2,409 円（税込）
◇花の香 桜花 純米大吟醸 1,527 円（税込）
◇桜大石 球磨焼酎 2,200 円（税込）

GPS 配車システムにより最適車両を提供することが可能です。

お店からひとこと
ご縁をお酒で紡ぐ。酒は人を繋ぎ、縁を紡ぎ、心をほぐし時代をつくってきました。
大切な人たちと分かち合う豊かな喜びを私たちはお届けします。

その他 （お弁当）

雑貨 ・ 玩具 ・ 工芸品

コトブキヤ

TEL 096 - 344 - 6459

熊本市中央区東子飼町 8-32

お弁当 池田屋
Ikedaya

Kotobukiya

【営業時間】9：00 ～ 16：00 【定休日】水曜・日曜

TEL 096 - 346 - 8828

【営業時間】9：00 ～ 16：00 【定休日】不定休

おすすめメニュー

おすすめメニュー

◇広円 婦人帽子 2,090 円（税込）
◇婦人日傘 1,100 円（税込）

◇あすか（お茶付き） 1,500 円（税込）
◇肥後菊 864 円（税込）
◇ばっ！よか弁当 648 円（税込）

No image

熊本市中央区黒髪３丁目 16-８

http://www.fboxikedaya.com/

お店からひとこと
地元野菜を使用しております。美味しさ間違いなしのお弁当です！
ご要望に応じて対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

