
熊本支部
屋号 ＴＥＬ（096）

愛言葉 中央区花畑町10-8 丸ビル　1Ｆ 324-6788

Bar Room　OWL(あうる) 中央区下通 1-10-7 アーバンギンザビル2F 227-6007

青い城 中央区花畑町10-8 丸ビル　２Ｆ 353-1819

郷土料理　青柳　　 中央区下通 1-2-10 353-0311

Aolani roast＆grill (アオラニ　ロースト＆グリル) 中央区下通1-12-28 タシロビル　1F 245-7688

和食　あかり道 中央区花畑町13-26 第一銀杏ビル　２Ｆ 356-1355

フラワーショツプ明 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　1Ｆ 322-6487

ＡＱＶＡ　（アクア） 東区若葉１-4-15 ピア８８ビル ２F Ａ号 285-1775

熊本炉端　安坐 中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTOビル 2F 354-8911

海鮮・和食　味の波止場 中央区下通1-5-26 第1ＲＩＫＩビル 1Ｆ 322-9530

ａ．Ｃｈｅｕlｅ (ア・シュール） 中央区花畑町13-23 クボタビル　２Ｆ 354-4446

水前寺　東寿司　　　 中央区水前寺5-5-14 383-2468

あっとほうむ 中央区花畑町11-9 ＫＩビル　４Ｆ 327-2205

熟女 CLUB ADeeeJO(アデ～ジョ) 中央区新市街3-10 ニュｰフロンティアビル　5F 355-5152

Jazz Club アフロ・ブルー 中央区新市街1-8 Ｋ-ＬＩＮＥビル　２Ｆ 326-6565

café＆diningdining bar AMIDA 熊本市中央区安政町6-1TM11ビル　10F 326-3003

あみたあぱ 中央区花畑町13-28 トライビル　２Ｆ 324-1968

アミューゼ 中央区花畑町11-9 蘇州ビル　8F 326-8188

アリス 北区武蔵丘7丁目2-3 星輝ビル102 338-0633

Bar AllegRa(アレグラ) 中央区新市街 3-8 FLAGSビル5F 356-1101

Bar Knight  Ａｒｒｏｗ'ｓ（アローズ） 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　ＢＦ 325-6060

member's　Alice（アリス) 中央区花畑町13-12 栄ビル　2F 323-1441

和風ダイニング　　Ours(アワーズ) 中央区花畑町10-10 末広ビル 1F-3号

スナック　　Ours(アワーズ) 中央区花畑町10-10 末広ビル 1F-3号 355-0570

The Bar Amber  (アンバー) 中央区花畑町13-27 中通りビル　2F 356-8383

an (アン) 中央区下通1-10-10 ギンザプラザビル　4F 323-5777

庵(いおり) 中央区下通1-11-28 東会館3F 326-0755

いきなりステーキ熊本下通店 中央区下通1-5-12 下通パワービル1F 288-4829

まつり酒場　　一球 中央区新市街4-6 古城ビル2Ｆ 227-6664

熊本個室焼肉　　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 050-3466-9111

ISSEIS BAR (イッセイズバー) 中央区　下通1-6-5 モデナビル3F 090-8352-0479

寿し処　稲穂 中央区花畑町13-12 内田ビル　１Ｆ 326-5225

イブ 中央区花畑町13-26 第一銀杏ビル　１Ｆ 326-7770
熟女キャバクラ　IV  ShowTime　　　　　　　 (イヴ

ショウタイム) 中央区新市街3-8 フラッグスビル　BF 356-2446

ウィスキージョー 中央区花畑町11-32 三駒ビル3F 356-9321

支部長　中島ヒロ子
所在地



Ｗｉｓｈ（ウイッシュ） 中央区下通1-11-11 SAKURA　ＩＮ　ＫＯＲＩＮＪＩＢＩＬＤＩＮＧ4 356-1144

メンバーズ　ＷＩＮＳ　 中央区新市街1-3 ホクショウビル ＢＦ 352-1987

New　Club ウェディングベル 中央区新市街3-12 ヴィァキムラビル　6F-A号 355-2550

馬肉ダイニング　馬桜 中央区下通1-12-1 光園ビル 2Ｆ 355-8388

馬桜　銀座通り店 中央区下通1-10-3 銀座プレイスＫＵＭＡＭＯＴＯビル　3 354-5800

料匠　うら部 中央区花畑町12-8 扇ビル　2Ｆ 355-0034

フードBAR 八+八 中央区下通1-11-8 甲斐ビル1F 325-8008

exe　KUMAMOTO(エグゼ クマモト 中央区下通2-1-22 TM12ビル　BF 342-6536

エンジョイ 中央区花畑町10-10 末広ビル　6Ｆ 090-1972-2310

M・Jダイナー⇒ostria VINOCE
                                                                ｵｽﾃﾘｱ　　　　　ｳﾞｨﾉーﾁｪ

中央区下通1-5-1 蘇州ビル　１Ｆ 356-8222

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　2F 288-3923

OH LADY (オーレディ) 中央区下通1-11-15 ライオンビル松藤館　7F 325-4848

和
お

笑
し ょ う

中央区新市街1-15　 西村ビル　2F 288-1884

オッパや韓国屋台村 中央区新市街3-5　 コマドリビル2F-B 285-9930

おでんのひろば 中央区花畑町12-18 シティ５ビル　BF 356-8810

ORANGEPEKO(オレンジペコ) 中央区花畑町12-5 アメージング8ビル2F 354-2688

snack  Garden (ガーデン) 中央区下通1-8-18 アイ銀座ツインビル8F 312-5501

Ｃow　Ｂｏｙ 中央区新市街3-4 ＴＭ13ビル隣り 354-6636

Ｇｉｒｌｓ　Ｂｏｘ 中央区新市街3-19 アヌークエーメビル 1Ｆ 356-4545

BAR 勝手にしやがれ 中央区下通1-5-17 下通ビル　B1F 090-9795-4573

カドＢＡＲ 中央区新市街3-1 栄通四ツ角ビル 1Ｆ 356-2602

華音 中央区新市街3-8 フラッグスビル　3F 356-8719

麵屋　かもめ 中央区下通1-8-28 Present ﾋﾞﾙ　　1F 245-6466

Bar KADOYA 中央区花畑町13-17 甚兵衛ビル　BF1 352-2722

アジアンキッチン　かねだ家 中央区米屋町１－５ 322-3011

カ゛レリア　レスタウロ 中央区花畑町12-5 アメージング８ビル　４F 356-5200

カレー＆デリカ　CHIDEN 中央区本荘6-1-26

焼肉　川のほとり 南区砂原町345-1 227-0220

居酒屋　感
か ん

中央区下通1-11-20 西銀座丁半ビル　1Ｆ 354-7778

勧業館食堂 中央区桜町1-3 355-1038

割烹　喜三遊　　 中央区花畑町13-29 喜三遊ビル　1F・BF 356-2255

やきとり　吉鳥　　健軍店 東区若葉1-38-18 288-6603

気
キ

晴
ハレ

れ屋
ヤ

中央区手取本町3-16 堀ビル　1.2Ｆ 312-0968

喜望峰 中央区花畑町13-49　 第３ＲＩＫＩビル　２Ｆ 325-2542

熊本ホテルキャッスル 中央区城東町4-2 326-3311

snack　cats 中央区下通1-8-18 アイ銀座ツインビル9F 355-3338

キャッツ　銀座通り店 中央区下通1-10-3 銀座プレイスＫＵＭＡＭＯＴＯ　5Ｆ　 355-2004



キャビン３６ 中央区花畑町11-9 第２蘇州ビル　１Ｆ 351-1058

つけ麺　魚雷
ぎょらい

中央区坪井2-3-37 金田ビル　1Ｆ 344-0611

KIRI(キリ) 中央区花畑町13-24 花畑ビル5F 352-5853

旬和食と郷土料理　季
キ

凛
リン

中央区花畑町13-49　 第３ＲＩＫＩビル　BＦ 353-3744

球磨の蔵　　銀 中央区下通1-11-5 境ビル　1F 352-8895

金魚　　 中央区花畑町13-26 第一銀杏ビル　3F 355-7527

Ｓｎａｃｋ　金魚 中央区下通1-11-11 コート熊本ビル4Ｆ 327-0616

DARTS&BAR Queen's B(ｸｲｰﾝｽﾞ　ﾋﾞｰ) 中央区花畑町13-13 米納会館　3F 273-7768

lounge　Queen(ラウンジ　クイーン) 中央区花畑町11-9 第2蘇州ビル3F 273-6568

BAR クール 中央区下通1-9-8 銀座会館　2F 355-7791

小料理　くさもと. 中央区花畑町10-7 武蔵４ビル1F 351-4441

スナック　くまもと 中央区下通1-4-24　 正清ビル　1F 324-2772

熊本串カツわさもん酒場 東区若葉1-12-1 オカムラビル1F 367-9400

熊本ホルモン 中央区新市街3-11　 ロゼ花畑館　1Ｆ 351-0330

グラン離宮　 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　7Ｆ 355-1691

グラスワンダー 中央区下通1-11-1 中島ビル　1F 326-1923

野菜巻き串　くるくる 中央区下通1-8-18 アイ銀座ツインビル　1F 356-5599

黒味
クロアジラ－メン

拉麺 中央区下通1-10-37 ギンザプラザビル 1F 090-4584-2003

暮
く れ

六
む つ

中央区下通1-12-11 第２タカラヤビル　１Ｆ 323-6886

畔
くろ　　やなぎ

柳-KUROYANAGI- 中央区下通1-2-7 アドバンス２１ビル　　3F 080-1717-4949

スナック　げらげら 中央区下通1-5-10 たそがれ東館　５Ｆ 354-5066

リゾートげんこつ村 熊本県上天草大矢野町登立3995 0964-27-4231

スナック　ＧＯＡＬ　（ゴォール） 中央区下通 1-5-7 たそがれ東館　3F 327-2605

FOODS BAR   Gochi　(ゴチ) 中央区上通町10-12 359-0564

Cotoamo(コトアミ) 中央区花畑町12-15 雅装堂ビル5F 080-3981-8646

KOTORA （コトラ） 中央区下通1-9-27 ナポレオンビル　２Ｆ 352-9900

Connection   (コネクション) 中央区新市街9-1 ハローレディビル3F 321-6088

スナック　木
こ

の実
み

中央区花畑町11-32 三駒ビル　１Ｆ 326-2187

Chamgrillge Konoha 中央区花畑町10-13　　　　　 やぼ天ビル　1F 355-2070

COYOTE(コヨーテ) 中央区新市街3-19 プールスビルT-Ⅱ3F 354-6797

熊本グリル　悟朗 中央区下通1-5-23 YOKOIビル　1F 285-9814

子綸子　（こりんず） 中央区下通1-5-6 ピュアゴールドビル　7Ｆ 356-7118

スポーツバー　ゴング 中央区花畑町11-27 ＴＭ５ビル　ＢＦ1 356-8939

酒湊　本店 中央区新市街4-18 松下ビル 2F 352-7117

和食　さかもと 中央区花畑町11-27 ＴＭ５ビル　２Ｆ 351-7820

SAKURA 櫻 中央区下通1-11-15 ライオンビル松藤館ビル7F 351-7005

サザンクロス熊本 中央区新市街1-3 ホクショウビル　５Ｆ 352-0786



サザンズ(33's) 中央区下通1-8-23 326-8333

ザ　シャリマー 中央区下通1-5-22 クイーンズアレイビル　３Ｆ 352-3511

THE  MENBER(ザ　メンバー) 中央区花畑町11-14 KOHENビル　3F 355-7247

薩摩六白亭　　上通り店 中央区上通町6-18 コーシンビル　2F 352-1676

shot BAR 侍ＪＥＴ 中央区花畑町13-23 光視堂ビル 2Ｆ 090-1086-3661

BAR Thank　(サンク) 中央区下通1-2-4 あいたいビル 4F 323-1639

創作ダイニング　三五 中央区安政町6-1 ロウカス三年坂ビル2ＦーＡ 355-5532

スタンド　三八 中央区下通1-8-5 村上ビル　ＢＦ 325-9422

Log house 301 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　3F 356-3016

サンライズ 中央区花畑町13-23 花畑ビル　Ｂ-1 356-0330

SHOTPUB   JB 中央区下通1-7-28 山本ビル　２Ｆ 355-4611

JJ  中央区新市街2-2 西銀座ビル　２F 351-2005

BAR Jelly fish  (ジェリー フィッシュ) 中央区花畑町11-29 PS5ビル　２Ｆ 090-4351-1182

ジェンティーレ 中央区新市街1-11 スターライトビルⅡ　　3F 356-2323

スタンド　四季 中央区花畑町11-29 PS5ビル　２Ｆ 324-8379

四季彩　かぐや 中央区花畑町12-18 シティ５ビル　B-1F 206-0381

火鉢屋　しずる 中央区新市街3-4 TM１３ﾋﾞﾙ　3F 355-2341

エレガンス　ジノン 中央区花畑町13-24　 花畑ビル　３Ｆ 325-0307

CLUB　志保 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　２Ｆ 354-6155

歌謡スナック　島 中央区下通1-9-29 森天会館　Ｂ1Ｆ 359-3583

和食　島崎 中央区下通1-9-29 森天会館　ＢF-B 351-0321

ｓｈｉｎｅ　（シャイン） 中央区下通1-4-25 石崎ビル　2F 312-9711

しゃるまんばるーる 中央区城東町2-6 モアーズビル　B1 324-8200

CHALEUREUX (シャルル) 中央区下通１-11-21 ロフティ西銀座館　5F 090-8299-8570

private　pub　jump(ジャンプ) 中央区花畑町10-10 末広ビル　2F 355-3445

NEW　SNACK　ジャスミン 中央区　下通1-6-5 モデナビル3F 080-3392-8990

CHOU CHOU (シュシュ) 中央区花畑町11-24 銀杏タワーﾋﾞﾙ　5F 356-6533

食酒歌　　酒楽 中央区下通1-10-8　　　　銀座プラザＴⅡ3Ｆ-1号 090-1145-8973

シューマイボーイ 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　1Ｆ 211-0788

日本料理　松扇 中央区花畑町11-23 銀杏北通りビル　２Ｆ 324-6780

ＢＡＲ　ＳＨＩＲＯＳＴ（シロスト） 中央区下通1-10-8 銀座プラザビル　5Ｆ 090-1165-9325

Live&Dining Bar 酔ｉｎｇ 中央区花畑町10-10 中山ビル　２Ｆ 356-2052

すがを 中央区手取本町2-17 尾崎ビル　1・2Ｆ 352-7972

sugi澤  (スギサワ) 中央区花畑町13-26 第一銀杏ビル 4F 352-0177

Bar 鈴香 中央区下通1-11-22 ピュア西銀座ビル　3Ｆ 324-3240

Stera (ステラ) 中央区花畑町12-5 アメージングビル　6F 355-1075

砂浜 Bar 中央区下通1-6-7 アイアイビル　3F 080-2742-9548



SPOONY(スプーニー) 中央区花畑町11-11 寿ビル　BF1 356-5657

SFIDA(スフィーダ) 中央区中央街1-29 ジャックビル　3F 080-2749-0823

free style bar Smiley(スマイリィ－) 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　4F 321-6575

相撲寿司　大砲部屋 中央区新市街1-9 カーナＡ3ビル　BF 322-8750

セカンド 菊池郡菊陽町津久礼2205-1 232-2606

居酒屋　　瀬戸 中央区花畑町13-14 塘田ビルBF 353-4456

Food  Bar  Settle　(セトル) 中央区下通2-1-22 TM12ﾋﾞﾙ　3F 352-7857

センターリバーNANDEN 下通店 中央区新市街3-14 212-5255

CENTURY(センチュリー) 中央区下通1-4-24　 正清ビル　BF 090-9570-47

SO・RA 中央区新市街3-10 ニューフロンティアビル　7Ｆ 212-5977

居酒屋　　大 中央区花畑町13-21 おかよしビル　Ｂ1 288-5155

スナック　工 中央区下通1-9-4 宇都宮ビル2F 326-0275

創作居酒屋たけった 中央区上通町4-10 とらやビル新館3F 356-8730

東大門　タッカンマリ 中央区新市街6-4 セカンドアレイビル　1F 288-5989

奥ざしき　たつのこ 中央区下通1-10-3 銀座プレイスビルKUMAMOTO 312-3580

立屋敷商店
タテヤシキショウテン

営業許可書申請中 090-5736-4137

餃子屋　田中
タナカ

中央区下通1-8-18 ツインビル1F 050-5815-6172

鍋や　ＴＡＭＡＲＩ　熊本総本家 中央区花畑町11-20 水田ビル　3Ｆ 352-5011

酒彩　Bar　たまり 中央区下通1-10-7 アーバン銀座ビル　1F　奥 090-5926-5517

しゃぶ×バルTAMARI 中央区下通1-12-29 浜田ビル　2F 355-2800

DAHLIA 中央区下通2-1-22 TM12ビル　1F 356-7777

Bar　ｔｉ-ｃｏ 中央区下通1-5-6 ピュアゴールドビル　8Ｆ 353-2370

ちゃぱぶぅ 中央区下通1-5-8 スマイルビルⅡ　4F 354-5221

酒処　ちんちろまい 中央区古桶屋町41 070-5495-4554

スナック　Ｔｗｏ-Ｍａｍａ 中央区花畑町11-28 大石ビル　１Ｆ 352-7115

椿 中央区花畑町10-9 武蔵ＳＵＮビル　１Ｆ 325-9737

レストランバー　鶴亀 中央区新市街3-18 モアーズビル　1F 322-1131

つり掘　城下町　「かって屋」 中央区呉服町3-1-2 201-1611

Ｔｉａｒａ（ティアラ) 熊本市中央区花畑町13-11 ＡＳＯビル4Ｆ 355-9216

Ｄｉｖａ　(ディーバ) 中央区下通1-5-6 ピュアゴールドビル　1Ｆ 355-6170

D.O.A (デオエ) 中央区下通2-1-22 TM12ビル6F 354-7540

ＴＢ’ｓ　Ｂａｒ 中央区新市街3-2 夕立ビル　2Ｆ　 365-2511

Ｄｅ' ｊａ`-vｕ　（デジャヴ） 中央区花畑町12-15　 雅装堂ビル　６Ｆ 312-0050

TETSUITA  (テツイタ) 中央区上通町10-15 HKビル　1F   　　　　　 323-3339

きまぐれＣａｆｅ　デビュー夫人 中央区南坪井町2-20 第5ミヤモト歩少路ビル 2Ｆ 0120-850-427

club Terra  (テラ) 中央区下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO 　6F 288-1233

シストラン＆バーＴＥＲＵ 中央区花畑町9-6　　　　　　　森苑ビル　4Ｆ 090-2902-0776



ドゥービー 中央区下通1-4-18 ＳＩビル　１Ｆ 356-8107

旬どころ　斗
と

貴
き

中央区花畑町12-11 グリーンホテル　ビル　2Ｆ 356-5556

DOT  (ドット) 中央区下通1-5-6 ピュアゴールドビル 7F 352-2237

CLUB  智(とも) 中央区花畑町10-12 角谷ビル 2F 352-5355

トパーズ 北区武蔵丘7-2-3 星輝ビル102 327-9909

Modern Japanese Style　とら 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　１Ｆ 352-8872

Bar Ｄｒｕｎｋ（ドランク） 中央区下通1-11-6　　　　　SOUWAビル　2F 080-6456-5396

鶏恋　－Toriko－ 中央区下通1-10-11　 銀座プラザビル　1F 080-1724-8747

地鶏炭火焼　鳥亭 中央区新市街1-2 フジモトビル　１Ｆ　 355-2202

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＣＬＵＢ　Ｄｒａｇｏｎ（ドラゴン） 中央区新市街6-26 ＭOVE ビル　ＢＦ 352-6262

Bar Treu"e  (トレヴ)　 中央区新市街3-21 ｼﾞｬﾅｽビル　BF 288-4228

ラウンジ　トレジャー 中央区花畑町13-10 パワーズビル　5Ｆ 355-8818

永和　(とわ) 中央区新市街2-2 西銀座ﾋﾞﾙ　3F 352-8781

二代目鮨　浪花 中央区下通1-5-7 たそがれ東館　1F 276-6728

ｂａｒ　和（なごみ） 中央区下通2-1-22 ＴＭ12ビル　6Ｆ 322-8548

Bar  NASTY(ナスティ) 中央区下通1-4-3 熊本ビル　1F 356-9080

natural　9 (ナチュラル　ナイン) 中央区新市街　1-11 スターライトビル　1Ｆ 090-7154-8685

Narrative　(ナラティブ) 中央区安政町6-1 ロウカス三年坂ビル4F 080-6424-4646

酒馬　成蔵 中央区下通１-7-7 GMビル　2F 352-3131

那由多　(なゆた) 中央区手取本町2-19 351-0502

2020　まい 中央区下通１-6-7 アイアイビル2F 326-8099

餃子屋　にこ 中央区新市街　1-9 カーナAビル　BF 353-2025

nico 中央区新市街　2-2 西銀座ﾋﾞﾙ　3F 312-2885

ホテル日航熊本 中央区上通町2-1 211-1111

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ　熊本ﾆｭｰｽｶｲ 中央区東阿弥陀寺町2 354-2111

和家　・　ぬま田 中央区花畑町12-16 ＴＨＥ　GINNANビルＢＦ1階 356-0255

焼肉　ヌルボン山室　大窪 北区山室1-125-70 125-71 288-2260

1/2～half 中央区下通1-11-8 甲斐歯科ビルBF 353-3538

スナックハイツ 中央区下通1-4-22 メイワンビル　5Ｆ 322-8533

博珠　HAKU-JU 中央区下通1-11-28 東会館　２Ｆ 354-8910

居酒屋　馬
ば

かやろう 合志市幾久富1656-31 200-5752

スタンドバーパザパ 中央区花畑町12-8 扇ビル　３Ｆ 354-6543

鮨屋　はじめ 中央区上通町4-11 司ビル Ｂ1 325-5672

博多一番どり 北区楡木4丁目1-1 349-3444

8 中央区下通1-6-21 下通センタービル　 325-7345

居酒屋8番 東区戸島6-11-39 389-8880

旬菜料理邸宅　八伍邸 中央区上通町5-41 324-8505



蜂蜜 中央区下通1-5-4 松島ビル　2Ｆ 356-3421

食処　花樹 中央区下通2-1-22 TM12ﾋﾞﾙ　3F 090-8223-4240

華亭 中央区花畑町10-7 山田ビル　1F 356-3416

スナック　はなとおじさん 中央区花畑町11-35　 森山エイトビル 4Ｆ 359-5131

花畑公虫民館 中央区安政町5-26　　　 セカンドサイトビル　3・4F 323-3322

お食事処　はな 中央区本山2-7-22 355-1730

花華 中央区花畑町13-30 村島ビル　2F 326-1566

銀座どおり　　花火 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　3Ｆ 245-6450

スナック　花道 中央区花畑町13-23 クボタビル　ＢＦ 352-8515

駅前　花屋 西区春日2-1-12 353-2809

G's BAR Vanilla(バニラ) 中央区新市街　3-8 フラッグスビル　2F 354-8777

88 KORYU (パパ　コリユウ) 中央区下通1-10-7 アーバン銀座ビル　3F 090-3192-3803

public　Bar MeeTS 中央区花畑町13-28 トライビル　1F 080-1767-3344

スナック　パラダイス 中央区新市街1-36 サンライトビル　4F 352-3995

PARADISE CLUB 中央区新市街3-12 VIA木村ビル 2F 288-1085

Steak Restaurant　遥　HARU 中央区琴平本町12-19 363-9061

BAR  BOUT(バウト) 中央区花畑町12-8 扇ビル2F 352-5110

BAR HAL (ハル) 中央区新市街3-4 CowBoy 2F 090-7161-3892

Bar 珠～pearl(パール) 中央区下通1-7-4 嶋田ビル　3F 342-6663

クラブ　バルカン 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　６Ｆ 327-2805

レストランバー　ピース 中央区下通1-2-4 あいたいビル　１Ｆ 359-6777

パーティールーム　ピースポーター 中央区新市街3-11 ロゼ花畑館　２Ｆ 353-6338

ビートパレス 中央区下通1-6-17 モアイビル　2F 355-1168

ぴーちぱい 中央区下通１-9-21 サンクスビル　7F 356-8863

鮨　ひだ 中央区新市街1-8 Ｋラインビル　1Ｆ 211-0086

フランス料亭　七
ひ ち

彩
さ い

中央区上通町4-10 トラヤビル　2F 277-1237

スナック　Ｂｉｇ　Ｓｔａｒ（ビッグ．スター） 中央区花畑町10-10　 末広ビル　3Ｆ 356-0128

ひとしな 中央区下通1-11-15 ライオンビル松藤館2F 327-2122

ひなくらぶ 中央区花畑町　13-24　 花畑ビル　4Ｆ 356-6777

FORNO &BAR Pino     (旧ANGE) 中央区水道町4-3 ＤＯＲＯビル　　2Ｆ 354-0135

火の国華れ 中央区花畑町9-6 森苑ビル5Ｆ 352-9707

水道町　旬炎　　ひばち 中央区水道町　1-19 VILLAGEビル　1F-105 312-3313

姫 中央区下通1-7-23 TM25ビル　８Ｆ 325-9302

Bar Ｈｉｒａｔａ 中央区下通1-5-23 ＹＯＫＯＩビル　２Ｆ　 325-5010

bar  hiroko 中央区花畑町11-32 ニュ－クリアス三駒ビル　4Ｆ

BAR ピラータ 中央区下通2-1-22 TM12ビル　BF 356-7044

ピュアレディ 中央区花畑町11-9 K1ビル　4F 356-7010



ピンクウオータ 中央区下通1-4-26 リンクプレイスビル3F 356-6608

ＦＡＩＲＳ（フェアーズ） 中央区下通1-10-6 アーバン２１ビル　3F 356-5355

Finally(ファイナリー) 中央区花畑町11-32 ニュ－クリアス三駒ビル　4Ｆ 355-6465

パブハウス　フェミニン 中央区花畑町13-23 光視堂ビル 2F 323-4677

和+洋+亜ふう-ど 南区馬渡2-16-15 334-0210

旬を盛る　葺
ふ き

屋
や

中央区上通町4-11 司ビル　4F 355-3006

酒肴　フクヤマ 中央区草葉町2-24 354-2290

地魚・郷土料理・天草大王・寿司　藤乃井 中央区花畑町12-8 銀杏会館　１Ｆ 355-7515

鮨　藤わら 中央区下通１-5-7 たそがれ東館3F 372-3208

BOOZE BAR (ﾌﾞｰｽﾞﾊﾞｰ) 中央区下通1-5-23 小原ビル　2F 325-3815

PLATINUM　 (プラチナ) 中央区下通1-9-7 キュリオシティビル　2F 359-8810

PLUS 1 中央区新市街3-11 ロゼ花畑館BF

Flame (フラム)) 中央区新市街3-4 TM13ﾋﾞﾙ　4F 355-4374

プリズム 中央区花畑町13-13 米納会館 1F 328-1510

レストラン&BAR プリマドンナ 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　１Ｆ 324-2989

Prima　(プリマ) 中央区花畑町13-21 おかよしビル3F 328-5599

Ｂａｒ　ＢＬＵＥ 中央区花畑町12-16 ＴＨＥ　GINNAN　4F 323-3933

Brooklyn(ブルックリン) 中央区新市街13-12 上野ビル　1F 354-1839

ブルシューター熊本 中央区下通1-11-11 コート熊本ビル　１Ｆ 355-3456

break(ブレイク) 中央区下通1-9-21 サンクスビル5F 288-4144

ファンキー　ぷれいやぁず 中央区下通1-9-13 イケゾノビル　３Ｆ　 322-2555

Blaze(ブレイズ) 中央区花畑町12-8　      銀杏会館 3F 080-8383-9410

Bar FLARE(フレア) 中央区下通1-10-8 銀座プラザビルⅡ　6-1 080-1146-0811

フレンチ焼肉　ビーフマルシェ 中央区新市街1-9 カーナA3ビル　3F 273-6390

アットホームバー　ブロードウェイ 中央区下通1-5-10 たそがれ東館　４Ｆ 325-8925

ぺいあの　ＰＬＵＳ' 中央区新市街1-3 ホクショウビル　４Ｆ 322-6813

Baby ｓｔｅｐ(ベビーステップ) 中央区下通1-5-3 第二池田ビル　3F 080-2790-6719

アムール　(ペルソナ) 中央区花畑町11-11 寿ビル　3F 090-1342-0922

Ｂａｒ　Ｖｅｓｐａ　(ﾍﾞｽﾊﾟ) 中央区花畑町13-26 第一銀杏ビル　ＢＦ 325-9735

VERO(ベロ) 中央区安政町6-1 ロウカス三年坂4F 277-1930

BAR  HOME 東区若葉1-13-1 BR-1ビル　2F 080-6442-6262

castclub 星の指輪 中央区下通1-9-7 キュリオシティビル　3Ｆ 312-1318

星の指輪２  (旧Ｒｅ-ｚｏｍｅ)　 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　５Ｆ 353-4180

食家　螢　 中央区新市街3-21 ジャナス-1ﾋﾞﾙ　1F 327-2231

ほたる 中央区花畑町13-23 光視堂ビル　3F 356-7018

穂香
ほ の か

中央区花畑町13-49 第3RIKIビル　6F 356-1662

ラウンジ　ホワイトロマン 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　６Ｆ 353-1500



ＢＯＮＤＳ（ぼんず） 中央区花畑町11-9 Ｋ-１ビル桂花ラ－メン4Ｆ 327-5163

The スナック　Bond 中央区新市街3-12 ヴィァキムラビル　7F 353-1118

Marvelous(マーヴェラス) 中央区下通1-2-11 TM34ビル　　1F 090-5470-1718

広島風お好み焼　マ－ボ－熊本店 中央区新大江2-10－23 372-6286

Mermaid  (マーメイド) 中央区下通2-1-22 TM12ビル　4F 356-5277

焼肉　孫三郎　花畑店 中央区花畑町9-16　 一楽ビル　１Ｆ 355-8588

鮨・和食　真 中央区下通1-5-10 たそがれ東館　２Ｆ 323-3216

ＢＡＲ　ＭＡＴＳＵ 中央区下通1-11-28 東会館　ＢＦ1 090-5027-0200

旬・鮮・味　まつお 中央区下通 1-6-21 下通センタービル2F 322-7273

まとい寿司 中央区下通1-8-16 ブンゴビル　１F 354-8590

まる鉄 合志市須屋262-7 339-7073

マリアンルーム 中央区下通1-5-8 スマイルﾋﾞﾙ2　3F 322-7330

ma yu (まゆ) 中央区花畑町11-9 K-1ビル　3F 240-2647

club　MARE(マーレ) 中央区下通1-8-18 アイ銀座ツインビルBF 273-7866

焼酎Ｂａｒ　中
まんなか

中央区南坪井5-4 ドルハウスビル　1Ｆ 353-2458

ＦｒｅｅＤｒｉｎｋＢａｒ三日月 中央区花畑町13-21 緒方ビル　ＢＦ1 353-0105

BAR  Mikaramu (ミカラム) 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビルBF 342-5696

Misty　(ミスティー) 中央区花畑町13-49 第3RIKIビル　3F 351-2177

スナック　蜜花 中央区新市街3-12 ヴィアキムラビル5F 327-8754

未来予想図 中央区花畑町13-13 木村ビル　BF 355-7879

スナック　ミラージュ 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　３Ｆ 311-1070

bar ｍｉｌａｎ　(ミラン) 中央区下通1-9-29 森天会館　ＢＦ 312-5505

Bar MILL RACE(ばーみるらーす) 中央区下通 1-8-18 Al Ginza Twin 3F 327-9006

MUTSUKI (ムツキ) 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　1Ｆ 354-7668

恵み家 中央区下通1-7-16 マツヤビル　2F 324-7802

ＭＥＲＣＩ（メルシー） 中央区下通2-1-22 Tm－１２ビルBF 355-0909

Menbers　稜子 中央区花畑町11-32 喜よしビル2F 359-8988

ダイニングカフェモァ 東区長嶺西1-5-1 385-9550

モナリザ 中央区下通1-9-29　　 森天会館　４Ｆ 355-1340

あか牛　牛タン　個室宴会　茂平 中央区中央街1-30 ＮＣビル　1～4Ｆ 311-7663

海老バル　Mopei.n (ﾓﾍﾟｲ) 中央区下通1-11-17 ライオン松藤ビルらいと館　 1F 351-0603

BAR 森の精 中央区花畑町11-27 TM5ﾋﾞﾙ　5F-A 355-5280

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 ＢF1 356-8884

和心料理　やまぐち　　 中央区花畑町11-33　　 RS-2BUILDINGビル1F (TM-7ビル　 355-3171

優
ユウ

東区若葉1-3-12 BRⅡビル1F 369-2511

すなっく　ゆうこ 中央区下通1-5-23 ＹＯＫＯＩビル　２Ｆ 355-2237

メンバーズ　ゆきや 中央区花畑町12-18 シティ５ビル　２Ｆ 352-1277



夜桜 中央区下通1-11-11 サクラインコーリンジビル3Ｆ 090-9578-3945

旬家　与
よ

志
し

中央区船場町下1-17-16アルテハイム熊本  1F 355-3331

芳之字　　 東区保田窪4-10-85 285-6300

焼酎　BAR 四方山　 中央区下通1-7-1 山本ビル　1Ｆ 322-9556

郷土料理　よろこび 阿蘇市黒川字尾西2125 0967-34-2238

garden 405(よんまるご) 中央区新市街3-18 モア－ズビル　4F～5F 324-1173

LIVE  JUMP 中央区花畑町10-10 末広ビル3F 342-4778

来夢 中央区花畑町11-9 K-1ビル　4F 356-7731

焼肉・馬刺・麦とろ　楽楽 中央区花畑町13-49 第3RIKIビル　1F 353-1674

洋食屋　ラ クレール 中央区南熊本2-12-10 グランノア白山ビル　1F 080-9062-1547

Bar Raja(ラージヤ) 中央区下通1丁目6-7 アイアイビル4Ｆ 090-9483-2113

Ｒａｓｔａ　　（ラスタ） 中央区花畑町11-9 第2蘇州ビル 7Ｆ 356-7150

クラブ ラ トゥール 中央区新市街3-12 VIA木村ビル ＢＦ 355-9040

コスプレBar らぴすらずり 中央区下通2-1-22 TM12ﾋﾞﾙ　5F 342-5522

LA・BETTOLA　雅
みやび

　(ラ　ベットラ　みやび) 中央区下通1-2-11 TM３４ビル　1F 359-1055

馬刺・焼肉の店　　らむ 中央区花畑町13-23 花畑ビル　1F 322-9500

Food＆Bar Rough(ラフ) 中央区下通1-6-5 モデナビル　2F 356-7799

(株)スティーブン　ラフテル 中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル　　　3F 050-6875-4705

raffine  (ラフィーネ) 中央区花畑町13-29 喜三遊ビル5F A号 355-2420

ＬＯＶＥ　ＧＬＯＳＳ 中央区下通1-12-3 高津　ビル3Ｆ 355-7169

楽咲　BAL(ラフ　バル) 中央区手取本町2-13 ステップⅠ　ビル　4F 327-8228

Lien  (リアン) 中央区下通1-5-10 たそがれ東館　3Ｆ 355-2600

BＡＲ　RICORDI  (リコルディ） 中央区花畑町13-26 第一銀杏ビル BF 327-2115

Richesse　（リシェス） 中央区下通1-11-11 コート熊本ビル　3F 356-7112

クラブ　ＲＩＣＨ　ＢＡＲＯＮ（リッチバロン） 中央区下通1-10-3 銀座プレイスビル　7Ｆ 326-2099

Revive   （リバイブ） 中央区下通1-5-6 ピュアゴールドビル 3Ｆ 356-5887

クラブ　凛
りん

中央区花畑町12-5 アメージング8ビル　5F 355-3131

Bar 円～Ring～ 中央区下通1-9-21 サンクスﾋﾞﾙ　　3F 356-3007

Le　Ｌｉｅｎ（ル　リアン) 中央区下通1-9-29 森天会館　3Ｆ 356-3440

Snack　Ｌｅ.Ｒｅｖｅ（ル.レーヴ） 中央区下通1-10-7 アーバン２１ビル6F 352-7907

メンバーズ　Ｒoｉ　（ルイ） 中央区花畑町13-49 第3ＲＩＫＩビル 6Ｆ 352-2128

Luce(るーちぇ) 中央区下通1-5-7 TASOGARE東館4F 342-4131

球磨焼酎　ＢＡＲ　Ｌｏｏｐ　（ループ） 中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　５Ｆ 354-3422

PIZZA＆WINEBAR LEPAN(ルパン) 中央区花畑町13-3 ジャスマック熊本館　1Ｆ 312-0076

Layla(レイラ) 中央区下通1-4-18 SI　ビル　2F 356-1726

ｂａｒ　Ｒｅｕｎｉｒ（レオニー） 中央区新市街3-8 ＦＬＡＧＳ　4Ｆ 080-3973-1336

Ｒｅｇｉｓｔａ（レジスタ） 中央区下通1-4-25 石崎ビル　3Ｆ 354-7448



BAR RED (レッド) 中央区下通1-4-24　 正清ビルBF 354-0870

スナック　蓮 中央区下通1-11-21 ロフティビル西銀座4F 352-6111

Ｌｏｋａｈｉ（ろかひ） 中央区花畑町10-10 末広ビル 1F-3号 未

ＲＯＸＹ　（ロキシー） 中央区花畑町11-23 八番館　２Ｆ 353-6103

Ｌｏkｉ　（ロキ） 中央区下通1-11-22 ピュア西銀座ビル　5Ｆ 090-8356-8848

69　spirits (ロック　スピリッツ) 中央区手取本町2-7 和光ビル　B-1 090-4997-7581

Mix bar  Lodge(ミックスバーロッジ) 中央区下通1-10-11 銀座プラザビル6F 285-9173

ワインバー ソムリエ築田
つ き だ

中央区花畑町13-28 トライビル　3F 356-4637

Club 渡邉⇒　　渡邊  中央区花畑町11-18 シャンセ品川ビル　5F 324-7168

和壇 中央区新市街3-8 フラッグスビル　5F 352-0522

食遊酒盛　笑包み (わらづつみ) 西区島崎2-15-24 295-8079

笑らか　肥後の赤牛・赤鶏 東区若葉1-14-4 ピアクレスU  B号室 080-5790-5531
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