
八　代　支　部　 支部長　村上節子

屋号 所在地 ＴＥＬ（0965）

赤とんぼ 八代市本町1-3-25 35-0636

味千ラ－メン　八代本町店 八代市本町1-2-32　　中央RITAビル1F 43-3131

アダムとイブ 八代市本町1-2-40　IstＲＩＴＡビル3Ｆ 34-2020

アムール 八代市本町1-2-40　IstＲＩＴＡビル6Ｆ 33-0772

カフェ＆バー  ＡＲＩＥＳ (ｱﾘｰｽﾞ) 八代市本町1-6-16　 080-4316-0404

囲
イ

ゴコち 八代市花園町9-12 090-4776-0616

石原 八代市袋町3－22グリンビル1Ｆ 35-1495

居酒屋　壱之村 八代市本町1-5-34 32-0508

鳥喜鳥喜家　　(うきうきや) 八代市本町1-13-3 32-0505

うなぎ処　鰻
うなしん

新 八代市本町1-12-2 35-2525

手作り居酒屋　えつぼ 八代市本町1-3-1 33-0368

小料理　うら野 八代市本町　1-8-16 35-2700

絵
え

都
つ

ドリカム 八代市本町1ー5-35　ＹＭＪビル　1Ｆ 33-9930

BAR edzi (エッジ) 八代本町1-1-21　ハシウメガ－デンⅡ　2F 31-6777

恵比寿家　 八代市本町1-3-19　夢カンカンビル１F 43-0018

エンハー 八代市本町1-6-24　M1ビル4F 33-7868

酒肴
シュコウ

処
ドコロ

　　　岡
オカ

八代市本町　1-5-1 滝川ビル　1F 090-1874-7648

おばんざい　京
ケイ

八代市本町1-1-21ハシウメガーデンⅡ１ 　050-7108-2333

おんじ　Bar 八代市本町　1-7-12　　ストーりービル　1 080-6438-1985

KAORU 八代市本町1-2-40　IstRITAビル　2F　 33-3099

KAORU　 〜Apaiser〜(アペゼ)　 八代市本町1-2-40　IstRITAビル　4F　 33-3122

花　月 八代市袋町4-14　白馬ビル　1F　 32-7226

かすみ草 八代市本町1-5-36　吉沢ビル１F 34-2851

叶
か の

二
じ

八代市本町1-2-24　八代ｽｶｲﾂﾘｰﾋﾞﾙ３F 32-4357

スナック　ガーネット 八代市本町1-4-16　松栄ビル１F 34-7699

居酒屋　がらっぱ 八代市本町1-6-38 31-8145

すなっく　かんじ 八代市本町1-2-13　エデンビル1F 34-1978

カンパニュール 八代市本町1-7-12　梓会館　７F 32-1146

串揚げ居酒屋　吉
きっこう

香 八代市本町１-13-7　 31-5755

Bar 913～La 　Ciel(ら・しえる) 八代市本町１-5-36　　　吉沢ビル　2F 090-8398-8367

スナック　きわみ 八代市本町１-13-30　  八起ビル　1Ｆ 35-7552

キャバレーＱｕｅｅｎ　Ｂｅｅ(　クイーン ヴィ) 八代市本町1-2-13　エデンビル2Ｆ 33-5977

喰会　真魚（マオ） 八代市鏡町鏡170 52-0072

スナック　球
く

実
み

八代市本町1-2-13　エデンビル1F 090-5023-1874

Courage   (クラージュ) 八代市本町1-6-20　２ndＲＩＴＡビル 2F 35-8849

Grand Blue   (七彩）←名簿に記載 八代市本町1-5-34　　壱之村ビル　2F 32-0540

キャバレー　グローリー 八代市本町１-2-12 33-8360

のみ処　けい 八代市鏡町鏡205 090-7159-3361

コルドンブルー 八代市本町1-13-2　竹の子ビル２F 31-8143

bar concordia 6(コンコルディア　シックス) 八代市袋町4-27 32-4564



屋号 所在地 ＴＥＬ（0965）

Food＆Bar 勤G・O・N(ごん) 八代市本町1-3-25　　アルファビル 2F 080-1769-0043

Food＆ｂar 　Shakariki(シャカリキ) 八代市本町1-5-36　吉沢ビル１F 080-1547-5986

クラブ上海 八代市袋町3-22　グリーンビル2Ｆ 33-4841

JUJU -寿々- 八代市本町1-6-4　麒麟館ビル4Ｆ 43-0063

ジュリエット　(八代店) 八代市本町1-2-36 34-1010

PUB　ショウコ・ハマダ 八代市本町1-2-24　八代ｽｶｲﾂﾘｰﾋﾞﾙ７F 31-5853

レストランバー　城 八代市本町１-13-2 35-1130

Ｃｏｃｋｔａｉｌ Ｂａｒ　　深海 八代市本町1-7-12　梓会館　２F 35-7688

美味処　じん六 八代市本町1-13-4　　中村ビル　1F 35-3030

Sweets Café biang lalah
スイ－ツ　カフェ　ビアン　ララァ

桔
キキョウ

きょう 八代市本町１-1-21　ハシウメガ－デンⅡ2F 080-4281-0480

セレクトロイヤル八代 八代市本町2-1-5 34-1111

ソワレ・.ド　環
たまき

八代市本町1-3-23　ＯＫビル3Ｆ 35-0397

旬彩　丹波
た ん ば

八代市緑町12-5 34-2188

チュウカ　フジモト 八代市本町1-1-20 88-0142

串屋　長右衛門　八代店 八代市本町1-3-7 34-5753

Bar Ｔｅｄｄｙ・ｙ　（テディ・ワイ） 八代市本町1-3-19　夢カンカンビル　4Ｆ 090-8352-9494

憩い処　どんぞこ 八代市本町1-2-13　エデンビル1F 090-8913-1848

スナック　DON 八代市本町1-4-34　 090-8836-2332

クラブ　NEO 八代市本町1-6-20　２ndRITAビル２F　 32-5509

野ン野ン 八代市本町1-2-40　IstRITAビル４F 35-7890

キャバレー白馬 八代市本町1-13-9 33-3211

スナック　Hana 八代市本町1-2-40　IstRITAビル 6F 33-6232

美酒食彩　花木鳥 八代市袋町3-22　グリーンビル　3F 39-4520

はる華 八代市袋町3-28　スカイビル２Ｆ 35-8051

居酒屋ばんや 八代市本町1-5-31 33-8841

MUSIC PUB ヒットパレード 八代市本町１-2-40　IstRITAビル４F 33-0688

向日葵 八代市本町1-4-34 35-3330

B-Style 八代市本町１-2-40　1stRITAビル４F 31-6070

FEEL
ﾌｲ－ﾙ

八代市袋町3-22　グリーンビル3Ｆ 090-9564-2432

居酒屋　風来坊 八代市本町1-1-21ハシウメガーデンⅡ１ 　 33-7700

居食房　　福ろう家 八代市本町1-2-3　第三サンライズビル1 31-0181

キャバレー　Buko  八代市本町１-１０-３   ゆうきビル2Ｆ 62-8733

Bar Boot  Camp 八代市本町1-7-12　梓会館　1F 35-0609

スナック　プライベイト 八代市本町1-1-27　ハシウメ壱番館3F　 31-0703

La プラチナ 八代市本町1-6-20　2ndRITAビル　2F 35-0820

ブラスリー　NOEL(ノエル) 八代市本町１-2-40　IstRITAビル2F-C 35-0558

スナック　プラムダ 八代市本町１-2-40　IstRITAビル3F 32-2744

隠れ家レストラン　フレア 八代市本町１-3-4　THビル1F 32-1880

パブ　フレンチカンカン 八代市本町1-3-19　夢カンカンビル５F　 32-3319

八代ホワイトパレス 八代市松江町290-1 35-0005

Boa Sorte(ボア　ソルチ) 八代市本町　1-7-12　　　梓会館6F 080-8390-1723



屋号 所在地 ＴＥＬ（0965）

Snack　 Bond 八代市本町１-2-40　IsｔＲＩＴＡビル5Ｆ 35-0132

Bar Mahalo       (バー マハロ) 八代市本町1-2-40　IstＲＩＴＡビル 1F 32-0024

みはな水産 八代市本町1-4-5　 35-5135

いけす料理　　宗弘 八代市本町3-2-26　 33-2730

スナック　めめ 八代市本町1-13-5　　2Aビル1F　 33-1234

もあ 八代市本町1-2-24　八代スカイツリービル7F 33-0177

MORI 八代市本町1-2-40　IstRITAビル５F 35-0058

焼肉　もんじろう松江店 八代市松江町345-1 62-8755

居酒屋　八Ｏ八 八代市袋町5-23 32-3355

美食酒家　ゆめぜん 八代市旭中央通り23-1　ホテルウィング1 32-5085

よーそろー 八代市袋町3-22　　　グリーンビル1F 30-8644

ラズベリー 八代市本町１-6-1 39-8626

漁師割烹　頼藤 八代市港町69-2 37-2488

クラブ　莉莉 八代市本町1-3-19　夢カンカンビル　3F　 31-5255

Ｒuｔｉｌｅ（ルチル） 八代市本町1-3-25　本町ビル　2F　 070-4770-1177

LOOP(ループ) 八代市本町1-7-12　梓会館 ８F 090-2968-9290

ル・ポール 八代市本町1-3-25　アルファビル１F　 32-5622

RESCUE (レスキュー) 八代市本町1-2-40　1stRITAビル５F 31-7099

クラブ　　レインボ－ 八代市本町1-6-24　M1ビル　5F 34-3444

すなっく　れもん 八代市本町1-13-2　　竹の子ビル2F 45-5412

1Karat（ワンカラット） 八代市本町1-7-12　梓会館 ８F 32-9730


	組合員名簿(八代）   

