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ツヅキ時計店 熊本市中央区 国府１－１－４ ショッピング AL-0000-0139

磨天楼 熊本市西区 横手２－１３－２２ 飲食店 JS-0005-4422

旬楽楽酒三 熊本市西区 花園１－２０－４６　　 飲食店 ZN-0002-1331

藤吉 熊本市西区 春日１－８－１５ 飲食店 JS-0005-9853

ガナール 熊本市西区 春日２－９－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0003-4005

心彩彩酒三 熊本市西区 春日２－９－１０　さつまビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1271

串カツ田中 熊本駅店 熊本市西区 春日３－１５－３０ 飲食店 JS-0004-0120

北熊ラーメン 熊本駅店 熊本市西区 春日３－１５－３０ 飲食店 JS-0004-6158

桂花ラーメン熊本駅新幹線口店 熊本市西区 春日３－１５－３０ 飲食店 JS-0005-8722

大漁食堂 HERO 海熊本駅店 熊本市西区 春日３－１５－３０　フレスタ熊本西館　 飲食店 ZN-0002-1707

天草 HERO 鮨牛深丸 熊本市西区 春日３－１５－３０　肥後よかモン市場内　 飲食店 ZN-0002-1849

博多一番どり 田崎店 熊本市西区 春日７－２５－４５ 飲食店 JS-0002-0278

清香園 上熊本店 熊本市西区 上熊本２－８－４５　　 飲食店 ZN-0001-4768

和食 宏 熊本市西区 城山下代３－５－３２ 飲食店 JS-0004-0943

居酒屋 蓮 熊本市西区 田崎１－３－４５ 飲食店 JS-0003-0436

田崎酒場よいち 熊本市西区 田崎本町２－５ 飲食店 JS-0005-9131

地鶏炭火焼本家 月の喜楽 熊本市西区 二本木１－３－６ 飲食店 JS-0002-0018

焼鳥ダイニング だんだんな 熊本市西区 二本木２－９－１５ 飲食店 JS-0001-3468

オートモーティブ 813 熊本市西区 花園３－４－３２ ショッピング JS-0000-8969

ガレリア・ノーヴォ 熊本市西区 花園７－２８－２７　 ショッピング SL-2000-4485

体育堂 春日本店 熊本市西区 春日１－３－１　 ショッピング SL-2000-8286

株式会社きくもとや 熊本市西区 春日２－１３－６ ショッピング JS-0004-7205

くまもと 銀彩庵 熊本市西区 春日３－１５－３０　えきマチ１丁目熊本西館内 ショッピング JS-0001-2689

菓匠 肥後 てまり 熊本市西区 春日３－１５－３０　フレスタ熊本西館 ショッピング JS-0000-6651

くまもと農菓マルシェ 熊本市西区 春日３－１５－３０　肥後よかモン市場内 ショッピング JS-0003-8105

菓舗 古今堂 熊本市西区 春日３－１５－３０　肥後よかモン市場内 ショッピング JS-0003-8108

ICHIYA 熊本市西区 春日４－２５－１ ショッピング JS-0003-5980

ピザポケット 上熊本店 熊本市西区 上熊本１－９－４３　コープ野村Ｂ棟 ショッピング JS-0005-8068

肥後ダンロップタイヤ販売株式会社 熊本市西区 上熊本２－９－３２ ショッピング JS-0001-9560

輪島漆器仏壇店 熊本市西区 上高橋１－１１－２ ショッピング JS-0005-7956

熊本整備工場 熊本市西区 上代４－１３－３４ ショッピング JS-0000-3552

風雅 城山店 熊本市西区 城山下代　４－１０－２０ ショッピング SL-2001-1553

FORALLWORKERSSOUL 城山店 熊本市西区 城山下代２－７－１５ ショッピング JS-0003-1071

モガ城山店 熊本市西区 城山半田１－２－２５ ショッピング JS-0004-1526

合同会社プレコ 熊本市西区 谷尾崎町８８０－３ ショッピング JS-0005-8465

モイスティーヌ プルミエ 熊本市西区 池田２－１－５３－２０２ ショッピング JS-0005-0872

川上ボデー 熊本市西区 中島町１１４１ ショッピング JS-0000-7300

garage．Tom 熊本市西区 中島町８１４－１ ショッピング JS-0001-1155

プロフィット 熊本市西区 二本木５－１－２２ ショッピング JS-0001-7241

BEAT 熊本市西区 春日３－８－８　 サービス SL-2000-9260
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リューズ 熊本市西区 上熊本１－３－１６　１Ｆ サービス JS-0004-7864

アーツヘアー上熊本店 熊本市西区 上熊本２－１８－１　えきマチ１丁目上熊本２０２ サービス JS-0002-8344

すまいる館西回りバイパス店 熊本市西区 上代４－１４－１０ サービス JS-0004-4045

CherryHair 熊本市西区 城山下代２－７－１６　渡辺ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-2691

TIAR 熊本市西区 田崎２－１－６９　１Ｆ　 サービス SL-2000-7163

Beauty salon Renata 熊本市西区 島崎２－１５－２３　星寿島崎ビル１Ｆ サービス JS-0001-0016

Noble 熊本市西区 二本木５－１－４　しおりビル１Ｆ サービス JS-0002-2629

（有）九州ホールセール 熊本市西区 蓮台寺４－２－１ サービス JS-0005-3060

いっぴん三年坂 熊本市中央区 安政町５－１３ 飲食店 JS-0003-4274

OLIVE 駕町店 熊本市中央区 安政町５－１５　熊本第一ファームビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9525

食のさんぽ道自遊人 熊本市中央区 安政町５－２０　安政ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-4323

御縁 三年坂店 熊本市中央区 安政町５－４　カリーノ５ビル 飲食店 JS-0002-7206

串カツ田中 三年坂店 熊本市中央区 安政町５－４　仲本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3769

食天 熊本市中央区 安政町５－６　SKY ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-4466

Hello Hello cafe 熊本市中央区 安政町５－９　サンセリテ下川ビル５ＦＢ号　 飲食店 SL-2000-7014

AMIDA 熊本市中央区 安政町６－３　TM １１ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1272

鉄板会席峨楽 熊本市中央区 安政町６－３　アンティ・ラシンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1581

九州地鶏居酒屋あや鶏熊本下通り店 熊本市中央区 安政町６－４－２　ルナファーストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2066

焼肉 銀龍 熊本市中央区 安政町７－１ 飲食店 JS-0004-1557

焼肉 熊 KEN 熊本市中央区 下通１－１０－６　４Ｆ 飲食店 JS-0004-7689

ひびき 熊本市中央区 下通１－１１－１５　　 飲食店 ZN-0001-4846

ステーキハウス グラン 熊本市中央区 下通１－１１－１５　ライオンビル松藤館１Ｆ 飲食店 JS-0001-7657

季節の花 熊本市中央区 下通１－１１－１５　ライオンビル松藤館６Ｆ 飲食店 JS-0000-2238

馬料理専門 天國 熊本市中央区 下通１－１１－２０　コンフォート乃ぞみ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9170

鮨 小大楼 熊本市中央区 下通１－１１－２１　ロフティ西銀座会館１Ｆ 飲食店 JS-0002-3998

カフェバーことのね 熊本市中央区 下通１－１１－２１　ロフティ西銀座会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1194

鯨・和処 ゆう 熊本市中央区 下通１－１１－２１　ロフティ西銀座会館２Ｆ 飲食店 JS-0000-5240

花兆亭 熊本市中央区 下通１－１１－２１　ロフティ西銀座会館２Ｆ 飲食店 JS-0003-7922

PRISONER 熊本市中央区 下通１－１１－２２　ピュア西銀座４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3952

十八番 熊本市中央区 下通１－１２－３　高津ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2693

おてもやん 熊本市中央区 下通１－１２－３　高津ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1550

すし割烹 吟松 熊本市中央区 下通１ー４ー３　２Ｆ 飲食店 JS-0005-2595

すし割烹 吟松 熊本市中央区 下通１ー４ー３　宇野ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-1567

炙りホルモンいたる 熊本市中央区 下通１－２－１１　　 飲食店 ZN-0002-1735

四季 春 熊本市中央区 下通１－２－１１　TM ３４ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0476

MARVELOUS 熊本市中央区 下通１－２－１１　TM ３４ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8194

WORLD BEER TERMINAL 熊本市中央区 下通１－３－１　５Ｆ 飲食店 JS-0005-4683

酒蔵 ant 熊本市中央区 下通１－４－１　城見ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4810

小料理しあわせ 熊本市中央区 下通１－４－２２　MAY-1 ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8221

鶏乃門 熊本市中央区 下通１－４－２３　クリスタルタワービル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7207

六文銭 熊本市中央区 下通１－４－３　熊本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2814

ゆとりろ／熊本屋 熊本市中央区 下通１－４－９　ニコニコビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4112

Bar ビレッジ 熊本市中央区 下通１－５－２　わいわいビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1683

熊本グリル 悟朗 熊本市中央区 下通１－５－２３　YOKOI ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9462
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味彩 熊本市中央区 下通１－５－８　スマイル２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2792

焼肉 浪花 熊本市中央区 下通１－６－１８ 飲食店 JS-0000-9282

熊本味処 シオ 熊本市中央区 下通１－６－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5116

hyogodori 熊本市中央区 下通１－６－４　武蔵ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6030

居酒屋 八百喜 熊本市中央区 下通１－６－４　武蔵ビル１Ｆ－６ 飲食店 JS-0004-3802

彩食航路 独歩 熊本市中央区 下通１－６－４　武蔵ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2900

JAPANESE SUMO HOTPOT 熊本市中央区 下通１－７－１４　ノグチビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6128

焼肉 みなみ 熊本市中央区 下通１－７－１６　マツヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7066

黄金ラーメン銀座店 熊本市中央区 下通１－７－２３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-4347

鳥生 熊本市中央区 下通１－７－２４　サンスポットマツフジビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1728

さしより 熊本市中央区 下通１－７－２４　サンスポットマツフジビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7521

SHOOTING DINER JB 熊本市中央区 下通１－７－２８　山本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2198

酒菜亭 うまかっさい 熊本市中央区 下通１－７－７　GM ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5435

都寿し 熊本市中央区 下通１－７－７　GM ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4928

ステーキ島崎 熊本市中央区 下通１－７－７　GM ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4920

旬彩処まつ川 熊本市中央区 下通１－７－７　スマイルビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0545

IZAKAYA あざみ 熊本市中央区 下通１－８－１１　ミフネ銀座ビル１号館２Ｆ 飲食店 JS-0000-9148

熊本バル ポテサラ 熊本市中央区 下通１－８－１８　AI 銀座ツインビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1868

馬肉郷土料理けんぞう 熊本市中央区 下通１－８－２４　七光ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6204

TB’s Bar 熊本市中央区 下通１－８－２８　シティ９ビル７Ｆ 飲食店 JS-0000-3988

焼肉ライク 下通店 熊本市中央区 下通１－８－３０ 飲食店 JS-0005-9127

タビビトノキ 熊本市中央区 下通１－８－３０　みかどやビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4735

天草水産研究所 熊本市中央区 下通１－９－２６　　 飲食店 ZN-0002-1710

ゴトウ 熊本市中央区 下通１－９－２９ 飲食店 JS-0000-0717

和食島崎 熊本市中央区 下通１－９－２９　森天会館Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-1267

ピラータ 熊本市中央区 下通２－１－２２　藤一第七ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2166

菜なはなれ 熊本市中央区 下通２－１－３１　味万ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4196

焼とり なか田 熊本市中央区 下通２－３－６　双栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1245

Pondesignhairsalon 熊本市中央区 下通２－３－６　双栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0694

炉端 タンナカ 熊本市中央区 下通２－３－６　双栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8311

焼肉 上田屋 熊本市中央区 下通２－３－８ 飲食店 JS-0003-7758

ヨーロピアンレストラン アンジェロ 熊本市中央区 下通２－５－１９　ＭビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1024

西海道 ときとき 熊本市中央区 花畑町１０－１０　中山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4415

味の蔵和幸 熊本市中央区 花畑町１０－１０　末広ビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1188

スタンドバー Y ＆ Y 熊本市中央区 花畑町１０－１０　末広ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1870

デュオクレール 熊本市中央区 花畑町１０－１３　２Ｆ 飲食店 JS-0000-0272

カニ．加賀料理 かど福 熊本市中央区 花畑町１０－１８　花畑プラネットビル７Ｆ 飲食店 JS-0001-1407

ウイスキーキャット 熊本市中央区 花畑町１０－１９　　 飲食店 ZN-0001-4938

来夢 銀杏北通り 熊本市中央区 花畑町１０－５ 飲食店 JS-0003-5890

華亭 熊本市中央区 花畑町１０－７ 飲食店 JS-0001-0219

しゃがない 熊本市中央区 花畑町１０－８　丸ビルＢＦ 飲食店 JS-0000-1201

RestaurantBarCIB 熊本市中央区 花畑町１１－１４　KOHEN ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1006

PRIMADONNA 熊本市中央区 花畑町１１－１８　シャンセ品川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7051

MUTSUKI 熊本市中央区 花畑町１１－１８　シャンセ品川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7189
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うまか屋 熊本市中央区 花畑町１１－１８　シャンセ品川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4815

DiningBROOK 熊本市中央区 花畑町１１－１８　シャンセ品川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7503

301 熊本市中央区 花畑町１１－１８　シャンセ品川ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-6178

鍋や TAMARI 熊本市中央区 花畑町１１－２０　水田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-3228

旬灯和らお家 熊本市中央区 花畑町１１－２３　銀杏北通りビル１・Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6072

日本料理ねね 熊本市中央区 花畑町１１－２３　銀杏北通りビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0068

Chou chou 熊本市中央区 花畑町１１－２４　銀杏タワービル５Ｆ 飲食店 JS-0001-4156

和食 さかもと 熊本市中央区 花畑町１１－２７　TM ５ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2281

Bagus 熊本市中央区 花畑町１１－２７　TM ５ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-4136

ゴング 熊本市中央区 花畑町１１－２７　TM ５ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1907

焼とり 鳥兆 熊本市中央区 花畑町１１－２９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5456

酒蔵 まつとも 熊本市中央区 花畑町１１－３０　ニュークリアス三駒ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3470

旬彩酒楽 こころ 熊本市中央区 花畑町１１－３３　TM ７ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6071

居酒屋 雅夢－ GAMU － 熊本市中央区 花畑町１１－３５　森山８ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-4548

和家・ぬま田 熊本市中央区 花畑町１２－１６　銀杏釜飯ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9732

四季彩 かぐや 熊本市中央区 花畑町１２－１８　シティ５ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5152

飛露喜 熊本市中央区 花畑町１２－８　扇ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9124

から草 熊本市中央区 花畑町１３－１２　熊交観光ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7408

串鉄板 喜禄 熊本市中央区 花畑町１３－１３　２Ｆ 飲食店 SL-2000-2027

もつ鍋田しゅう熊本下通店 熊本市中央区 花畑町１３－１７　甚兵衛ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1351

もぐり漁師の店 天草海士宴 熊本市中央区 花畑町１３－１７　甚兵衛ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6595

辛麺屋 ここから 熊本市中央区 花畑町１３－１８　ＴＭ３ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7045

吉鳥はなれ 熊本市中央区 花畑町１３－２　竹葉ビル 飲食店 JS-0000-5415

居酒屋 大 熊本市中央区 花畑町１３－２１　おかよしビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9869

states 熊本市中央区 花畑町１３－２３　クボタビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0579

らむ 熊本市中央区 花畑町１３－２３　花畑ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9792

めいくいん 熊本市中央区 花畑町１３－２４　花畑ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5364

ヒナクラブ 熊本市中央区 花畑町１３－２４　花畑共同ビル４Ｆ 飲食店 AD-0000-0664

酒楽和食 あかり道 熊本市中央区 花畑町１３－２６　第一銀杏ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1270

槍 BA 熊本市中央区 花畑町１３－２６　第一銀杏ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4978

The Bar Amber 熊本市中央区 花畑町１３－２７　中通りビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-3785

かやのき 熊本市中央区 花畑町１３－２８　トライビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9638

Modern Japanese Style とら 熊本市中央区 花畑町１３－３　ジャスマック熊本館１Ｆ 飲食店 SL-2000-8059

江戸前 千石 熊本市中央区 花畑町１３－４９　第３リキビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-0098

ポポラ 熊本市中央区 花畑町９－６　森苑ビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-5205

旅彩 熊本市中央区 魚屋町１－３０－１ 飲食店 JS-0000-0620

1．5gakuya garden 熊本市中央区 京町１－６－２７　第３０プリンスマンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-7286

東浜屋玄 熊本市中央区 九品寺１－１６－１５ 飲食店 JS-0000-3361

もつ鍋 居酒屋 味のれん 熊本市中央区 九品寺２－８－９　リリア九品寺１Ｆ 飲食店 JS-0001-0496

焼肉さぼたん 熊本市中央区 九品寺４－２－２１　ロータスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4809

鮨 福助 熊本市中央区 国府４－１－７ 飲食店 JS-0005-0867

ステーキハウス 但馬 熊本市中央区 桜町１－２８ 飲食店 JS-0000-0695

イタリア料理アンティコカステッロ 熊本市中央区 桜町２－３１ 飲食店 JS-0000-3508

かじゅある日本料理 はるか 熊本市中央区 山崎町２４　北野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1269
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和食工房もりもと 熊本市中央区 手取本町３－１　第二クマモトミヤモトビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-9515

おん鶏 熊本市中央区 手取本町３－１４　MK ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6873

いちごお 熊本市中央区 手取本町３－１４　小山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4104

かぶき炭火焼＆イタリアン 熊本市中央区 手取本町３－１５　MK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5889

タビビトノバル 熊本市中央区 手取本町３－８　有明ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4764

BLUE 熊本市中央区 手取本町３－９　FAN ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4982

食彩浪漫 HERO 海 手取本町店 熊本市中央区 手取本町４－１　大劇会館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1686

居酒屋ころころ 熊本市中央区 出水４－３４－３－１０２ 飲食店 JS-0005-5650

肉酒場 DRAGONFLY 熊本市中央区 上水前寺１－４－２４　ワキタビル１０１ 飲食店 JS-0002-4902

ステーキハウスヨドガワ 熊本市中央区 上通町１１－１８　ファクトリーサイト堀田ビル　 飲食店 ZN-0002-1339

トラットリア COCO 熊本市中央区 上通町１１－１８　ファクトリーサイト堀田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3272

上通レンガ亭 熊本市中央区 上通町１１－３　浅井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3088

gecko 熊本市中央区 上通町１１－３　浅井ビル２Ｂ 飲食店 JS-0002-7833

日本料理五感 熊本市中央区 上通町３－１５　ステラ上通り２Ｆ 飲食店 JS-0004-4867

フランス食堂マリー 熊本市中央区 上通町３－１５　ステラ上通り４Ｆ 飲食店 JS-0004-6316

鮨屋はじめ 熊本市中央区 上通町４－１１　司ビルＢＦ 飲食店 JS-0004-0621

POMME DE TERRE 熊本市中央区 上通町４－１８　第二井上ビル 飲食店 JS-0002-1336

味処お川 熊本市中央区 上通町４ー１０　３Ｆ 飲食店 SL-2000-1498

創作居酒屋 たけった 熊本市中央区 上通町４ー１０　とらやビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-5891

スペイン料理 トレス 熊本市中央区 上通町５－４０　フロイントビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2881

サブリナ 熊本市中央区 上通町５－４１ 飲食店 JS-0003-5210

居酒屋もっとも 熊本市中央区 上通町５－６　村上屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7415

八 熊本市中央区 上通町６－２３　長崎書店ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4936

炭火焼鳥専門店 たろう 熊本市中央区 上通町７－２０ 飲食店 JS-0000-7167

くまむら 熊本市中央区 上通町７－３５　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4140

イタリアン・グロッサリー 熊本市中央区 上通町９－１３　トーカンマンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-6511

スイートキッチン 熊本市中央区 上通町９－１３　トーカンマンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-6512

1．5gakuya stand 熊本市中央区 上通町９－６ 飲食店 JS-0002-7284

炭焼おはこ 上通店 熊本市中央区 上林町１－３７ 飲食店 JS-0001-4425

天ぷらと SAKE と白 wine と酒場ル 熊本市中央区 上林町３－４５ 飲食店 JS-0005-0595

レストラン＆バーラモーネ 熊本市中央区 城東町２－１２　ライオンパーキングビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1287

懐食 田しろ 熊本市中央区 城東町２－６　モアーズ３ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1008

エスキーナ 熊本市中央区 城東町５－３４　　 飲食店 ZN-0001-4935

鮨なかむら 熊本市中央区 城東町５－５９　yd ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1803

えのきぞの 熊本市中央区 新屋敷１－９－１９　濫觴ビル７７Ａ１０２ 飲食店 JS-0004-2016

清香園 銀杏通り店 熊本市中央区 新市街１－１１　サンホワイトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4761

Natural 9 熊本市中央区 新市街１－１１　スターライトビル２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6064

ふく泉新市街店 熊本市中央区 新市街１－１５　　 飲食店 ZN-0002-1352

寿や 熊本市中央区 新市街１－３　ホクショウビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4937

BROOKLYN 熊本市中央区 新市街１３－１２ 飲食店 JS-0005-0525

鉄板ダイニング DK 熊本市中央区 新市街１－９－１Ｆ 飲食店 JS-0004-2750

清香園 熊本市中央区 新市街２－５　サンスクエアビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4760

西銀ぼたん 熊本市中央区 新市街２－６　サンタカラヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4885

TEI 熊本市中央区 新市街２－６　サンタカラヤビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-4839
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菜な 熊本市中央区 新市街２－８　新市街パーキング２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4873

熊本ホルモン 熊本市中央区 新市街３－１１　ロゼ花畑館１Ｆ 飲食店 JS-0000-3469

炙り焼カレン 熊本市中央区 新市街３－１１　ロゼ花畑館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4886

和酒 Bar 凛音 熊本市中央区 新市街３－１１　ロゼ花畑館５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5046

炭火・焼鳥つぐみ 熊本市中央区 新市街３－１２　ヴィアキムラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4994

garden405 熊本市中央区 新市街３－１８　モアーズビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-7049

ガールズボックス 熊本市中央区 新市街３－１９　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2971

Barrest fine 熊本市中央区 新市街３－１９　アヌークエイメイビル地下　 飲食店 ZN-0001-4756

大衆酒蔵水戸黄門 熊本市中央区 新市街３－２　夕立ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4930

料理屋八 熊本市中央区 新市街３－２８　　 飲食店 ZN-2000-7205

素材工房 塩 熊本市中央区 新市街３－６　いしはらビルＢ１F 飲食店 JS-0001-3827

やきとり たぬき 熊本市中央区 新市街３－６　いしはらビルＢ１F 飲食店 JS-0002-3974

茶山亭西銀座 熊本市中央区 新市街３－７　アクアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1270

HERO 海西銀座通り店 熊本市中央区 新市街３－７　アクアビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1795

バーグレイ 熊本市中央区 新市街３－８　フラッグスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1184

酒湊 農人 熊本市中央区 新市街４－１８　松下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1665

酒湊本店 熊本市中央区 新市街４－１８　松下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1666

まつり酒場 一球 熊本市中央区 新市街４－６　古城ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7228

杢魚庵 熊本市中央区 新市街４－８　　 飲食店 ZN-0002-1854

味ひときれ 熊本市中央区 新市街４－８　反後第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9608

ふぐのやまだ 熊本市中央区 新市街５－１６　K ビル８３－２ 飲食店 JS-0001-7139

澤まる 熊本市中央区 新市街６－１ 飲食店 JS-0002-9367

茶菓房 林檎の樹 新市街店 熊本市中央区 新市街６－２６　モーヴビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7056

レストランバー CHESS 熊本市中央区 新市街６－２６　モーヴビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6604

龍 熊本市中央区 新市街６－６　猪毛ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4799

CONA 熊本店 熊本市中央区 新市街９－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5123

和風居酒屋えん 熊本市中央区 新市街９－４　ドゥアンディオール２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4303

南国食堂ヤシの樹 熊本市中央区 新市街９－４　熊本第一ファームビルＢ１F 飲食店 ZN-0002-1282

日本料理 おく村 熊本市中央区 新町１－１－８ 飲食店 JS-0000-4607

ひもの居酒屋 しん寅 熊本市中央区 新町４－２－１１　２Ｆ 飲食店 JS-0000-4516

串乃助 熊本市中央区 新町４－２－４３ 飲食店 JS-0004-5638

味楽ふくしま 熊本市中央区 神水２－１０－２３　第２北野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1518

博多一番どり 神水店 熊本市中央区 神水２－８－８ 飲食店 JS-0002-0280

湖鏡 熊本市中央区 神水本町６－７３ 飲食店 SL-2001-0441

やきとり吉鳥 本店 熊本市中央区 辛島町６－２１ 飲食店 JS-0000-8612

三松寿司 熊本市中央区 水前寺１－１０－１０ 飲食店 JS-0002-9697

JAZZ 酒場かっぱ 熊本市中央区 水前寺３－１５－１８－１０２ 飲食店 JS-0002-9061

新中国料理 海華 熊本市中央区 水前寺５－１８－７ 飲食店 JS-0005-8489

和食 満潮 熊本市中央区 水前寺６－３３－１９ 飲食店 JS-0000-8247

wine ＆ dish ロアジス 熊本市中央区 水前寺公園４－２６ 飲食店 JS-0001-4235

パーク林 熊本市中央区 水前寺公園５－２１ 飲食店 JS-0002-3703

泉里 熊本市中央区 水前寺公園７－１７ 飲食店 JS-0001-7353

れすとらんボナペティ 熊本市中央区 水前寺公園７－４５ 飲食店 JS-0005-3822

LA BRACE 熊本市中央区 水道町１－１９　ヴィラージュビル１０６ 飲食店 JS-0004-8787
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トポラシュ 熊本市中央区 水道町１４－２１　熊本県婦人会館１Ｆ 飲食店 JS-0002-8867

焼きとりの軍ろく 熊本市中央区 水道町４－３　DORO ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-9418

ビストロ＆バーサニー 熊本市中央区 水道町４－３９　路傍の花ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-4849

旬家 与志 熊本市中央区 船場町下１－１７－１６　アルテハイム熊本１Ｆ 飲食店 JS-0001-6130

手打ちそば 山笑い 熊本市中央区 草葉町２－２ 飲食店 JS-0004-6516

博多もつ鍋大山 熊本市中央区 草葉町２－２ 飲食店 JS-0005-7643

串揚げ マル忠 熊本市中央区 草葉町３－３ 飲食店 JS-0005-0270

プルミエ 熊本市中央区 草葉町４－１　コアスクエア上乃裏１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1303

壁の穴 熊本店 熊本市中央区 大江４－２－６５　グランパレッタ熊本１Ｆ 飲食店 JS-0005-8007

花桜里 熊本市中央区 大江４－８－８ 飲食店 JS-0001-4469

和静 熊本市中央区 中央街１－１　中央街店舗２Ｆ 飲食店 JS-0002-8096

七輪焼肉 にくや 熊本市中央区 中央街１－３０　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2146

菜々つ星 熊本市中央区 中央街２－２６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5855

桶家 熊本市中央区 中央街２－２６　アフィールド中央２０１ 飲食店 JS-0001-7768

ヨーロッパ食堂 ジュール 熊本市中央区 中央街２－３　ライズ下通 EXE １０１ 飲食店 JS-0001-1625

心月 熊本市中央区 坪井１－９－１９ 飲食店 JS-0000-6687

わいん食道 ぼるどう 熊本市中央区 坪井２－２－１０　アメニティヴィラ広町１Ｆ 飲食店 JS-0001-8512

焼肉 中口 熊本市中央区 坪井２－３－４ 飲食店 JS-0000-5493

焼肉の十八屋 熊本市中央区 坪井４－１－３　　 飲食店 ZN-0002-1329

やきとり坪井六丁目 熊本市中央区 坪井６－１５－１０ 飲食店 JS-0004-5668

レストラン Sunsielo 熊本市中央区 東阿弥陀寺町２　ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6931

れんこん食堂 熊本市中央区 南熊本３－４－４ 飲食店 JS-0002-0510

やき鳥 マル忠 熊本市中央区 南坪井２－６　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0271

赤煉瓦 熊本市中央区 南坪井町１－１１－１－Ｂ 飲食店 JS-0002-6671

創作ダイニング TOMO 熊本市中央区 南坪井町１－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0485

炭火焼肉にくたらし 熊本市中央区 南坪井町１－１９ 飲食店 JS-0002-2371

きまぐれ Cafe デビュー夫人 熊本市中央区 南坪井町２－２０ 飲食店 JS-0001-2031

鉄板バル 禅 熊本市中央区 南坪井町２番１号　ピュアーズカミノウラ２Ｆ　 飲食店 SL-2000-2169

八木八 熊本市中央区 南坪井町３－１２ 飲食店 JS-0004-8723

ニュー天花はなれ 熊本市中央区 南坪井町５－４　ドルハウス１Ｆ 飲食店 JS-0003-2159

草喰・常 熊本市中央区 南坪井町６－４　　 飲食店 ZN-0002-1597

KIJIYA 熊本市中央区 南坪井町７－１７　オツヅキビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1338

フランス食堂 グルマン 熊本市中央区 南坪井町８－２ 飲食店 JS-0001-4708

勝烈亭 南熊本店 熊本市中央区 萩原町２－５　クレッセくまもく内 飲食店 JS-0000-4409

魚政 熊本市中央区 保田窪１－１－７２ 飲食店 JS-0001-2250

和創 小天狗 熊本市中央区 本荘３－８－２１ 飲食店 JS-0000-4616

磯鷸之庄 熊本市中央区 本荘４－９－２８ 飲食店 JS-0001-8696

株式会社肥後丸乃屋 熊本市中央区 本荘５－１３－１４　白石ビル 飲食店 AD-0000-1008

BROTHER’SDINER 熊本市中央区 練兵町５４　松田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1323

メキシコレストラン トルタコス 熊本市中央区 練兵町７３　 飲食店 SL-2000-7220

GEEK 熊本市中央区 安政町１－２　カリーノ下通２Ｆ ショッピング JS-0001-6324

walet chouchou 熊本市中央区 安政町１－２　カリーノ下通２Ｆ ショッピング JS-0004-2923

ファーム・K 熊本市中央区 安政町１－２１ ショッピング JS-0000-7319

みそら洋装店 熊本市中央区 下通１－１２－２９　 ショッピング SL-2000-5046
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COLORS 下通店 熊本市中央区 下通１－１２－３０　　 ショッピング ZN-0002-4721

お酒のライズ 酒場通り店 熊本市中央区 下通１－７－１８ ショッピング JS-0004-5577

地の塩社 アンテナショップ 水粧館 熊本市中央区 下通１－８－２８　City ９ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-7733

cozy silver smith 熊本市中央区 下通１－８－７ ショッピング JS-0001-4510

Bunny’s ACCESSORIE 熊本市中央区 下通１－９－１４ ショッピング JS-0002-9104

パレオ 熊本市中央区 下通２－１－３１　パレオビル ショッピング JS-0002-9139

FLASHSECOND 熊本市中央区 下通２－５－１４　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4712

signs 熊本市中央区 下通２－５－１８　渡辺ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1651

「えこる」 熊本店 熊本市中央区 下通２－７－３２　シャワーヴァレイビル１Ｆ ショッピング JS-0001-0383

フラワーショップ 明 熊本市中央区 花畑町１３－３　ジャスマック熊本館１Ｆ ショッピング JS-0003-1327

mint 熊本市中央区 花畑町１３－４９　１Ｆ ショッピング JS-0003-1325

春竹スポーツ 熊本市中央区 琴平１－１０－２３ ショッピング JS-0004-6659

漢方の永里三天堂 熊本市中央区 琴平２－１－３２ ショッピング JS-0000-8907

富田商店 熊本市中央区 琴平２－５－５　 ショッピング SL-2000-7156

フラワーサロン ケイジョウ 熊本市中央区 琴平２－８－４０ ショッピング JS-0005-0823

nuno 熊本市中央区 九品寺１－１－２６　RiverPort9　２Ｂ ショッピング JS-0004-4367

STONE BLESS 熊本市中央区 九品寺６－９－１　ナムコワンダーシティ敷地内 ショッピング SL-2000-1899

（有）きくや 熊本市中央区 国府１－１１－２７ ショッピング JS-0004-4588

ゴトーテーラー本店 熊本市中央区 国府４－１０－５６　　 ショッピング ZN-0002-6783

ケーキ工房アン・アミ 熊本市中央区 黒髪１－８－３４ ショッピング JS-0003-9533

ピザポケット 黒髪店 熊本市中央区 黒髪２－３１－２０ ショッピング JS-0005-8077

ジャイアンファクトリー 熊本市中央区 黒髪５－８－１１ ショッピング JS-0001-4632

ケーワークス 熊本市中央区 三郎１－７－３　１Ｆ ショッピング JS-0005-8825

太一工房熊本店 熊本市中央区 子飼本町３－２０　　 ショッピング ZN-0002-4770

FOYER agreable 熊本市中央区 手取本町２－７　和光ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-1402

仕出し二郎 熊本市中央区 手取本町３－１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1325

ricordo 熊本市中央区 手取本町４－１０　　 ショッピング ZN-2000-4102

Miss Marine 熊本店 1F 熊本市中央区 手取本町５－１０　１Ｆ ショッピング JS-0005-2039

Miss Marine 熊本店 2F 熊本市中央区 手取本町５－１０　２Ｆ ショッピング JS-0005-2042

米善機工株式会社 熊本市中央区 十禅寺１－４－８０ ショッピング JS-0005-7414

ベースボールショップ・ドラフト 熊本市中央区 出水１－５－４４　サフラン水前寺ビル１０１ ショッピング JS-0000-4831

アクアマリン熊本 熊本市中央区 出水３－１２－１４ ショッピング JS-0002-1112

有限会社呉服の美都 熊本市中央区 出水８－７－３２－４０６ ショッピング JS-0004-9520

＆ Chill 熊本市中央区 上通町１０－５ ショッピング JS-0001-7525

WORK’S 熊本市中央区 上通町１０－５　Ａ１ ショッピング JS-0000-0713

舒文堂河島書店 熊本市中央区 上通町１１－２ ショッピング JS-0006-0085

マーキュリーデュオ 熊本市中央区 上通町１－１７　１Ｆ ショッピング JS-0004-0828

ムルーア 熊本市中央区 上通町１－１７　２Ｆ ショッピング JS-0004-0829

favorite and kids 熊本市中央区 上通町３－２１　シティロッジビルＤ ショッピング JS-0004-0333

ワインギフト タナカ 熊本市中央区 上通町３－２６　カーサデピアノ１Ｆ ショッピング JS-0002-5884

T － LAB 熊本市中央区 上通町４－１８　第一井上ビル ショッピング JS-0002-1303

DESBONBONS 熊本市中央区 上通町６－１５　t-four ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4705

デリスデデリス 熊本市中央区 上通町６－２３　長崎書店ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6244

UPTOWN KUMAMOTO 熊本市中央区 上通町７－２　いづみビル１Ｆ ショッピング ZN-0002-5992
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VITA 熊本市中央区 上通町７－３５　和数奇司館１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4021

RoundTrip 熊本市中央区 上通町７－５　松本ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4710

Y’s VISCONTI 熊本市中央区 上通町８－２７　高木ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8752

BACKWOODS 熊本市中央区 上通町８－７　松浦ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0422

INDIAN SUMMER 熊本市中央区 上林町１－２８－１５　上通りセンタービル１Ｆ奥 ショッピング JS-0000-5629

bubblegum 熊本市中央区 上林町１－３０　　 ショッピング ZN-0002-4714

グッズマート蔵 こう吉 熊本市中央区 上林町３－３２ ショッピング JS-0000-6135

FAVORITE 熊本市中央区 上林町３－３６　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-8758

ORANGE COUNTY 熊本市中央区 上林町３－３６　並木坂ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-7382

Jack4 熊本市中央区 城東町５－４３ ショッピング JS-0005-1368

a．poire 熊本市中央区 新屋敷１－９－１９　濫觴７７Ａ１Ｆ ショッピング JS-0004-5138

株式会社ハッピー電気商会 熊本営業所 熊本市中央区 新市街１１－１４ ショッピング JS-0002-8856

（株）ナガノ 熊本店 熊本市中央区 新市街１２－１２　第６ナガノビル１０１ ショッピング JS-0003-7079

Luce 熊本市中央区 新市街３－１０　ニューフロンティアビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2236

有限会社肉の大栄 熊本市中央区 新町３－９－１７　　 ショッピング ZN-0002-6664

貴美屋 熊本市中央区 新町４－２－７　フラワーマンション１Ｆ ショッピング SL-2000-6072

ファッションマエダ 熊本市中央区 新町４－３－２４　 ショッピング SL-2000-1345

鳥居 本社 熊本市中央区 神水１－２４－６　建神ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0916

ホリ文具 熊本市中央区 神水１－３－８　　 ショッピング PK-0000-8420

ピザポケット 水前寺店 熊本市中央区 水前寺１－４－１ ショッピング JS-0005-8096

N．GREEN － jb － 熊本市中央区 水前寺２－２－２４　　 ショッピング ZN-0002-5991

不思議な石の店 ヒラソル 熊本市中央区 水前寺４－３４－１ ショッピング JS-0002-7342

和福 市松 熊本市中央区 水前寺６－３７－２８　大銀東ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1330

（有）みはらし 熊本市中央区 水前寺公園６－１ ショッピング JS-0003-5361

クリスタル ヴェスタ 熊本市中央区 水道町１－１９　ヴィラージュ２Ｆ ショッピング JS-0000-9914

米白餅本舗 熊本市中央区 水道町８－１　よねはくビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0267

シェ・タニ 白山店 熊本市中央区 菅原町７－２０－１０５ ショッピング JS-0000-7182

熊本県伝統工芸館 工芸ショップ匠 熊本市中央区 千葉城町３－３５ ショッピング JS-0000-6423

Spice Market 熊本市中央区 草葉町１－３９ ショッピング JS-0001-4077

Good Fellas 熊本市中央区 草葉町２－２５ ショッピング JS-0002-8998

イチエ 熊本市中央区 草葉町３－１　　 ショッピング ZN-2000-6165

SL 熊本市中央区 草葉町３－１９　花の木ハイム１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2906

トクートク 熊本市中央区 帯山７－２０－１９０３ ショッピング JS-0000-2051

プリマジュール 熊本市中央区 大江５－２－６ ショッピング JS-0005-9213

プリスティン熊本店 熊本市中央区 中唐人町１５　西館１Ｆ ショッピング JS-0005-8475

UNION EXCHANGE 熊本市中央区 坪井１－３－３８ ショッピング JS-0003-0441

松山神仏具店 熊本市中央区 坪井２－４－３１ ショッピング JS-0001-4067

株式会社にくの十八屋 熊本市中央区 坪井４－１－１　　 ショッピング ZN-0002-6911

FULL SWING 熊本市中央区 坪井６－２１－２０　 ショッピング SL-2000-8287

カフェニド 熊本市中央区 渡鹿７－９－１３ ショッピング JS-0001-8013

アトリエ・シゲスミス 熊本市中央区 南熊本３－１３－１２　 ショッピング SL-2000-6169

株式会社アンド 熊本市中央区 南熊本４－４－２８ ショッピング JS-0004-6319

リサイクルきもの 呉楽 熊本市中央区 南坪井町４－１４ ショッピング JS-0004-6321

THEREALMcCOY’S 熊本 熊本市中央区 南坪井町５－１０　ドラゴンビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4711
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DRAGON BROCANTE 熊本市中央区 南坪井町５－２１ ショッピング JS-0002-3157

EMILIANO 熊本市中央区 南坪井町６－６ ショッピング JS-0004-8772

いきなりやわたなべ 熊本市中央区 二の丸１－１４ ショッピング SL-2000-2586

株式会社インターライフ 熊本市中央区 萩原町１２－１６ ショッピング JS-0001-2249

丹後ちりめん会館 熊本市中央区 白山２－４－５ ショッピング JS-0003-9028

あらいメガネ 熊本市中央区 白山２－７－１８　 ショッピング SL-2000-7614

ベネシュ・ウーノ水前寺 熊本市中央区 白山３－２－１９　　 ショッピング ZN-0002-5965

りめいく文字 細工館 熊本市中央区 平成３－２３－３０　サンリブシティくまなん１Ｆ ショッピング JS-0000-4853

彩フレンド くまなん店 熊本市中央区 平成３－２３－３０　サンリブシティくまなん２Ｆ ショッピング JS-0000-5728

小山商店 熊本市中央区 保田窪２－９－１５ ショッピング JS-0001-0412

株式会社肥後丸乃屋 熊本市中央区 本荘５－１３－１４ ショッピング JS-0003-4702

山本釣具センター 熊本市中央区 本荘町６３１－１ ショッピング AD-0000-0164

Pot・Belly 熊本市中央区 本荘町６３１－１　２Ｆ ショッピング AD-0001-0038

OPENSTUDIO 熊本市中央区 本荘町６７２－２ ショッピング JS-0001-0988

きさぬきクリニック 熊本市中央区 本荘町７２０－３ ショッピング JS-0005-0839

トータルサロン福屋。熊本中央店 熊本市中央区 安政町２－２７　セネターズビル５Ｆ サービス SL-2001-1037

ET　LAB 熊本市中央区 安政町５－９　大進第６ビル３Ｆ　 サービス PK-0000-8148

N．LAB 熊本市中央区 安政町５－９　大進第６ビル３Ｆ　 サービス PK-0000-8172

エムクチュール nail and beauty 熊本市中央区 下通１－１０－２８　栃原ビル３Ｆ サービス SL-2000-4486

littleKumamoto 熊本市中央区 下通１－３－６　フタバビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-9860

evolution 熊本市中央区 下通１－５－２２　クイーンズアレイビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7493

SMAPPLE 熊本店 熊本市中央区 下通１－８－２０　下通センタービル１Ｆ サービス JS-0003-4265

Cloud 熊本市中央区 下通２－７－３２　２Ｆ サービス JS-0003-2115

ヒロノタクヤ 熊本市中央区 京町２－１－４４　黒部ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7495

hair art bmc 熊本市中央区 九品寺２－２－５１ サービス JS-0002-9948

カットサロン シロムラ 熊本市中央区 九品寺２－８－１６　 サービス SL-2000-9062

ネイルサロン Tia 白山店 熊本市中央区 九品寺５－５－１２ サービス JS-0002-4255

VAVI 熊本市中央区 子飼本町６－３０ サービス JS-0002-2158

RAY ＆ ABION 熊本市中央区 上通町４－１１　司ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-5697

hair K 熊本市中央区 上通町４－１７　カイツビル２Ｆ サービス JS-0001-9181

LUNON 熊本市中央区 上通町６－１８　KOSHIN ビル３Ｆ サービス JS-0001-8400

ティーエヌ熊本上通店 熊本市中央区 上通町８－１８　U・I ビル２Ｆ サービス ZN-2000-4525

MIDORI hair 熊本市中央区 上通町９－１８　スエズビル２Ｆ サービス JS-0002-2633

nail salon ＆ school Disdirena 熊本市中央区 上通町９－２６　上通アクアスクエア２Ｆ サービス SL-2000-0631

さくら整骨院 熊本市中央区 上林町１－２４　上通二生ビル１Ｆ サービス JS-0002-6097

hairdesignXes － ta 熊本市中央区 上林町１－２５　上通第２ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7492

SONAR 熊本市中央区 上林町３－２８　アントレ・ベービル１Ｆ サービス JS-0002-0404

beautybeast 熊本上通り店 熊本市中央区 上林町３－４１　　 サービス ZN-2000-5525

カガワの自転車並木坂店 熊本市中央区 城東町５－４０　　 サービス ZN-2000-5574

JunkArt 熊本市中央区 城東町５－４６　EY ビル１０２　 サービス ZN-0002-8178

OHKUSU no Comichi 熊本市中央区 城東町５－５６　翠ビル３Ｆ サービス JS-0003-3977

pasapas 熊本市中央区 新屋敷１－１３－２３　　 サービス ZN-0002-9826

美容室ミカレディ新屋敷 熊本市中央区 新屋敷３－１４－４　　 サービス ZN-0002-9828

RECARO 熊本店 熊本市中央区 新市街１３－１１　永野ビル３Ｆ サービス JS-0005-6317
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熊本ベロニカシャワー通り店 熊本市中央区 新市街１３－１１　永野ビル４Ｆ サービス JS-0001-3833

Realis Fleuze 熊本市中央区 新市街３－１９　プールスビルＴ－２　２Ｆ サービス JS-0002-6288

La Soie 熊本市中央区 新市街５－１１　京屋ビル２Ｆ サービス JS-0001-6510

ウェディング マイン 熊本市中央区 新大江１－１３－３ サービス JS-0000-8246

ココン ヘアー 熊本市中央区 新町１－１０－４４　２Ｆ サービス JS-0004-9087

Nonet plus 熊本市中央区 新町２－１２－２１　グラディート新町２Ｆ サービス JS-0004-6541

Rana 熊本市中央区 神水２－７－２５ サービス JS-0000-7564

VOGES LIEN 熊本市中央区 水前寺１－４－１　フレスタ水前寺１Ｆ サービス JS-0000-5989

T － style 熊本市中央区 水前寺４－８－１０ サービス JS-0002-2213

みうら動物病院 熊本市中央区 水前寺５－２４－１３ サービス JS-0004-0018

cara 熊本市中央区 水道町１－１９　ヴィラージュビル１Ｆ サービス JS-0000-3262

AOZORAHAIRANY 熊本市中央区 水道町４－２　t-brio ビル２Ｆ サービス ZN-0003-1047

ステリア 熊本市中央区 帯山３－７－２２　ラリュミエール１Ｆ サービス JS-0001-1519

ドラッグ アバ 熊本市中央区 帯山７－２１－９ サービス JS-0003-1443

Ends Hair 熊本市中央区 大江１－２３－４ サービス JS-0000-6136

FootStamp 熊本市中央区 大江１－２５－４４　　 サービス ZN-2000-0862

株式会社ひさなが 熊本市中央区 大江３－８－３５ サービス JS-0002-0998

Boozy － up 熊本市中央区 大江４－１２－４　松本ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1039

AndreHairDesign 熊本市中央区 大江５－１５－７　八木ビル１Ａ　 サービス ZN-0003-1026

まつげエクステ専門店 Belle 熊本市中央区 中央街７－７　田代ビル２Ｆ サービス JS-0002-8851

ともだ動物病院 熊本市中央区 坪井４－１１－３０ サービス JS-0003-2838

Lepa 熊本市中央区 渡鹿３－８－１０　ジュネス・ワコー１Ｆ サービス JS-0001-9215

Hair’s b ー 3． 熊本市中央区 渡鹿３－９－３ サービス JS-0005-8749

ビーンズヘアデザイン 熊本市中央区 渡鹿６－８－２６　D. プレヴェイル サービス JS-0004-0618

SPRING BLUE 熊本市中央区 島崎１－９－３ サービス JS-0000-3468

Joiemainthair 熊本市中央区 南熊本５－１１－２ サービス JS-0001-0954

ER．LAB 熊本市中央区 南坪井町５－２９－３０１ サービス JS-0004-0337

スパゾー 熊本市中央区 南坪井町５－４　ドルハウス２Ｆ サービス SL-2000-8853

はいさい 熊本市中央区 南坪井町７－１６　緒続ビル２Ｆ サービス JS-0004-1108

LUNON fieju 熊本市中央区 八王寺町３４－５ サービス JS-0004-8773

A．F．D． 熊本市中央区 八王寺町３６－１ サービス JS-0002-0247

オーヴ 熊本市中央区 本山２－７－１０ サービス JS-0002-2094

カガワの自転車浄行寺店 熊本市中央区 薬園町２－８　　 サービス ZN-2000-5575

AiLand 熊本市中央区 練兵町４３　　 サービス ZN-0002-7497

カラオケサウンドフラッシュ熊本上通り店 熊本市中央区 上通町８－１９　コスモス上通ビル３Ｆ４Ｆ エンターテインメント JS-0001-1973

ひだ鮨 熊本市中央区 下通１－２－１２　ロンドンビル３Ｆ その他 SL-2001-0151

ペットサロンエムズ 熊本市中央区 下通１－８－２５ その他 JS-0003-1559

料理倶楽部 喜楽 熊本市中央区 新町２－１１－２９　 その他 SL-2000-5875

Beatnic80 熊本市中央区 水前寺５－１８－１１　 その他 SL-2000-1387

和匠 白式尉 熊本市東区 花立５－１０－１５ 飲食店 JS-0001-1836

清香園浜線店 熊本市東区 画図町下無田１１５１－３　　 飲食店 ZN-0001-5145

トリノストア 熊本市東区 月出２－４－３３　みゆきハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-8324

Neo ぼっけもん 熊本市東区 月出２－５－５４－１ 飲食店 JS-0000-4702

タイム 熊本市東区 健軍３－２３－３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0179
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ランジェ ドゥ セリジュール 熊本市東区 健軍３－３９－１９ 飲食店 JS-0003-5225

彩食宴満 潤和 熊本市東区 戸島西１－５－３７ 飲食店 JS-0000-7511

彩食宴満 隠れ家 潤和 熊本市東区 戸島西５－１－１６ 飲食店 JS-0001-9991

有限会社テラワキ  くりの実カフェ 熊本市東区 江津２－２８－３０　 飲食店 SL-2000-3942

Aum Aum 熊本市東区 江津３－７８６－２ 飲食店 JS-0002-3852

ジョアンバーベキューガーデン サドワラベース 熊本市東区 佐土原３－１１－９５　 飲食店 SL-2001-0671

ふぁみり庵はいから亭 益城インター店 熊本市東区 桜木６－７－１８　 飲食店 SL-2001-1465

寿司まどか 益城インター店 熊本市東区 桜木６－７－１８　 飲食店 SL-2001-1466

トタン屋桜木店 熊本市東区 桜木６－９－５４　　 飲食店 ZN-0002-1316

お茶の月香園 熊本市東区 若葉１－１３－９　サンライズビル１０１ 飲食店 JS-0002-0714

やきとり吉鳥 健軍店 熊本市東区 若葉１－３８－１８　中原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2851

トタン屋健軍店 熊本市東区 若葉１－３８－２　　 飲食店 ZN-0002-1335

トラットリア・オッジ 熊本市東区 若葉２－３－５　ネオウィング１Ｆ 飲食店 SL-2000-7264

焼肉三十八 熊本市東区 若葉２－８－７　　 飲食店 ZN-2000-5188

だいこん亭 熊本市東区 小山２－３－３０ 飲食店 JS-0000-3022

釜萬 熊本市東区 小山町１９９０－１ 飲食店 JS-0005-4204

パン・オ・ルヴァン 熊本市東区 小峯２－２－１１０ 飲食店 JS-0002-4017

Prost 熊本市東区 小峯２－５－８ 飲食店 JS-0003-6280

ダイニング虎珀 熊本市東区 沼山津３－２－１１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-2460

鮨し処 正六 熊本市東区 新外１－５－４７　プレジール１０１ 飲食店 JS-0004-6819

盛仁本家 熊本市東区 新生２－２２－７　新生ビル 飲食店 JS-0001-8840

ぎどら 熊本市東区 新南部２－１－１３１ 飲食店 JS-0002-3068

YARD dining 熊本市東区 神水本町２７－２１ 飲食店 JS-0004-7411

YARD terrace テラス 熊本市東区 神水本町２７－２１ 飲食店 JS-0005-9750

YARD atelier アトリエ 熊本市東区 神水本町２７－２１ 飲食店 JS-0005-9755

個室ダイニング かけはし 熊本市東区 石原　３－３－２３ 飲食店 SL-2001-0661

宝泉閣 熊本市東区 長嶺東１－３－４０ 飲食店 JS-0002-7783

旬魚菜華 ふる巣 熊本市東区 長嶺東２－１－８ 飲食店 JS-0002-8509

KAEN 熊本市東区 長嶺南３－１－１０２ 飲食店 JS-0002-7713

旬菜旬魚　悠旗 熊本市東区 長嶺南３－８－８０ 飲食店 AL-0000-0167

居酒屋 馬酔木 熊本市東区 長嶺南５－２－２ 飲食店 JS-0001-5185

SAN － NI － MARU 熊本市東区 東本町１－７８　森山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2211

こだわり家 KitchenLab 無垢 熊本市東区 尾ノ上１－４８－１５ 飲食店 JS-0003-7995

まど雑貨 熊本市東区 下江津４－１－２５ ショッピング JS-0001-0101

ジョンブルアンティーク 熊本市東区 下南部３－１０－２６　 ショッピング SL-2001-0967

ももや熊本店 熊本市東区 花立２－１－３ ショッピング JS-0002-3294

東部酒販 熊本市東区 花立２－３－１１ ショッピング JS-0003-6585

セレクトショップ デイジー 熊本市東区 花立３－１５－２５　吉美ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4790

シェ・タニ 健軍店 熊本市東区 花立５－９－２７ ショッピング JS-0000-7152

かなもり有限会社 熊本市東区 画図町重富８１２ ショッピング JS-0002-5176

ピアノハープ社 熊本市東区 月出６－３－２０ ショッピング JS-0005-2050

HARBEE’SGENERALSTORE 熊本市東区 健軍２－２６－１５　１Ｆ ショッピング JS-0003-4642

HARBEE’SGENERALSTORE 熊本市東区 健軍２－２６－１５　２Ｆ ショッピング JS-0003-4641

pink berry 熊本市東区 健軍３－５１－１４ ショッピング JS-0000-3129
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FORALLWORKERSSOUL 戸島店 熊本市東区 戸島西２－３－６２ ショッピング JS-0003-1069

ArtStyleMosaique 熊本市東区 湖東２－１－２ ショッピング JS-0003-8348

華ファミリーセンター 熊本市東区 湖東２－１９－６ ショッピング JS-0002-8349

花織部 熊本市東区 湖東３－５－５ ショッピング JS-0005-5875

株式会社和光スタンプ 熊本市東区 御領２－２－２２ ショッピング JS-0000-6446

めがねキャット 熊本市東区 御領８－４－８０ ショッピング JS-0001-7414

風雅 江津本店 熊本市東区 江津　４－１－１ ショッピング SL-2001-1552

シェ・タニ 本店 熊本市東区 江津１－３４－３ ショッピング JS-0000-7137

株式会社ハッピー電気商会 健軍営業所 熊本市東区 山ノ内３－９－３８ ショッピング JS-0002-8814

里夢 健軍店 熊本市東区 若葉１－３６－１７ ショッピング JS-0002-8107

（株）ヘブンスペース 熊本市東区 小山２－３０－１６ ショッピング JS-0002-4393

株式会社吉角 熊本市東区 小山３－１－６ ショッピング JS-0000-8378

WHITEROOM 熊本市東区 新外１－３－３９　アンナレジェンドビル１Ｆ ショッピング JS-0002-2095

藤ひろ菓舗 熊本市東区 新外３－１－５６　　 ショッピング PK-0000-8889

パティスリー・ミル・リール 熊本市東区 西原１－６－３３　ホヨーハイツ１０６ ショッピング JS-0001-1538

astrologie 熊本市東区 長嶺南１－７－１ ショッピング JS-0004-7928

ぶんぐのつる 熊本市東区 長嶺南５－２－５ ショッピング JS-0004-7774

（株）HACO 熊本市東区 長嶺南７－２４－２０ ショッピング JS-0002-0003

ぶんぐ MART さくら館 熊本市東区 東町４－２－５２ ショッピング JS-0002-0970

ブーランジェリーニュイテジュール 熊本市東区 東野２－８－１２　 ショッピング SL-2000-5189

健康機能性靴専門店 HEP 熊本市東区 東野２－８－９　　 ショッピング ZN-2000-1290

株式会社下村建材 熊本市東区 八反田２－１４－２５ ショッピング JS-0002-2595

オクト展示場 熊本市東区 尾ノ上１－５－９ ショッピング JS-0005-5822

日本強運堂（株 熊本店 熊本市東区 尾ノ上２－２８－４－１０２ ショッピング JS-0001-0147

FLAVOR 本店 熊本市東区 尾ノ上２－９－１　 ショッピング SL-2000-2483

本家かまど家尾ノ上 3 丁目店 熊本市東区 尾ノ上３－１３－３ ショッピング JS-0005-8918

LIMAGE 熊本市東区 尾ノ上４－１－２３　メゾンド下川ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-7621

LIMAGE 熊本市東区 尾ノ上４－１－２３　メゾンド下川ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0981

shop of cookie EMI’S 熊本市東区 保田窪４－１４－１０３ ショッピング JS-0004-5736

TWOFACE 熊本市東区 保田窪４－１４－１０５ ショッピング JS-0001-0916

吉村商店 熊本市東区 保田窪５－１－１６ ショッピング JS-0004-3017

CutClubFeel 熊本市東区 栄町１ー４７　 サービス SL-2000-7731

カーオーナー株式会社 熊本市東区 下南部３－１３－７ サービス JS-0004-0591

ハーツライジング 熊本市東区 下南部３－７－８０ サービス JS-0005-3431

TETEATETEN 熊本市東区 花立２－５－７　　 サービス ZN-2000-1478

TOMING HAIRWORKS 熊本市東区 花立６－４－１ サービス JS-0000-7510

ノイ クオーレ 熊本市東区 画図東２－５－２ サービス JS-0002-9971

木村美容店 熊本市東区 月出１－７－４６　ロイヤルコーポ１Ｆ サービス JS-0001-7692

アヴァンセ 熊本市東区 月出２－６－３７ サービス JS-0000-3114

SENSE M 長嶺店 熊本市東区 月出５－３－３ サービス JS-0002-7532

モガドール 熊本市東区 健軍３－５１－１５ サービス JS-0003-6445

RINNE 熊本市東区 健軍４－５－３　ジェネフィットビル１Ｆ　 サービス SL-2000-2822

VOGES ame 熊本市東区 戸島西３－１－１３０ サービス JS-0000-5957

hair salon bond 熊本市東区 御領１－７－３７　リュ・ミエール１Ｆ サービス JS-0005-8309
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アトリエ優 熊本市東区 佐土原１－１３－３５ サービス JS-0003-1525

mizunobiyo ten 熊本市東区 桜木４－１０－２５ サービス JS-0005-4734

白鳩美容院 kotoreve 熊本市東区 若葉１－１－３５－２ サービス JS-0001-4714

tricot 熊本市東区 若葉３－１２－５ サービス JS-0003-6257

HAIRSTUDIOes 熊本市東区 小峯２－１－８　レジデンス小峯１０２　 サービス ZN-2000-1211

カット＆メイク麗人 熊本市東区 小峯２－９－４１ サービス JS-0004-2367

Tia 健軍店 熊本市東区 沼山津１－２　１Ｆ サービス JS-0002-4202

nicco 熊本市東区 新外２－３－２０－１０３ サービス JS-0000-4429

託麻中央薬局 熊本市東区 西原１－２－６７ サービス JS-0002-7509

ドリペヘアー 熊本市東区 西原１－６－３３　ホヨーハイツ１Ｆ サービス JS-0004-3236

クリーニングハウスシャンプー 長嶺店 熊本市東区 長嶺西１－５－１　シュロアモール内 サービス JS-0003-5299

Hair ＆ Make Lotti 熊本市東区 長嶺西１－６－９５　ルメヨール長嶺Ａ サービス JS-0003-0836

penna － penna 熊本市東区 長嶺東２－１－３０ サービス JS-0002-1277

ネイルサロン mama nail 熊本市東区 長嶺南３－２－１２ サービス JS-0002-9560

Violetta 熊本市東区 長嶺南４－１１－１０６　永田ビル１Ｆ サービス SL-2000-7439

white petal 熊本市東区 長嶺南４－２－４５ サービス JS-0005-3557

スタジオフィット長嶺店 熊本市東区 長嶺南７－６－１　　 サービス ZN-2000-2165

MK garage 熊本市東区 尾ノ上１－１７－３ サービス JS-0003-5213

ASGROWHAIR【ア 熊本市東区 尾ノ上４－８－５ サービス AD-0000-0817

ミツアミアミコミ 熊本市東区 保田窪３－３－１５ サービス JS-0004-4408

FLAP 熊本市東区 保田窪５－１－３ サービス JS-0002-3094

jam 熊本市東区 保田窪本町４－３９　コスモ第２ビル１０１ サービス JS-0000-5736

ラッシュ 熊本市東区 沼山津３－２－１１　２Ｆ エンターテインメント JS-0004-2404

カラオケ ハーモット健軍店 熊本市東区 若葉１－３７－２０ その他 JS-0004-8060

焼肉 牛楽苑 熊本市南区 近見８－６－９５ 飲食店 JS-0001-0295

かすがい 熊本市南区 江越１－１６－２０ 飲食店 JS-0005-9209

肉肉うどん 平成さくら通店 熊本市南区 江越２－１５－３０ 飲食店 JS-0005-6752

流石 平成大通り店 熊本市南区 江越２－２－１０ 飲食店 JS-0000-5425

水とり 熊本本店 熊本市南区 江越２－２２－３３ 飲食店 JS-0000-0899

アジアン食堂＆バー マイタイ 熊本市南区 出仲間１－１－１９ 飲食店 JS-0000-3422

Dining くむ 熊本市南区 出仲間１－４－１　西ビル１０２ 飲食店 JS-0003-4290

四季彩居酒屋 然や 平成けやき通り店 熊本市南区 出仲間１－５－２１ 飲食店 JS-0002-3978

居酒屋りんどう 熊本市南区 出仲間８－３－３８ 飲食店 JS-0006-0040

創作串屋 とら壱 熊本市南区 出仲間９－６－４３サンシャインレジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0004-1242

焼肉竹林 西熊本店 熊本市南区 上ノ郷２－５００ 飲食店 JS-0002-7719

焼肉あき山 熊本市南区 城南町さんさん１－１１－８ 飲食店 JS-0001-4442

砂月 熊本市南区 城南町下宮地６２５ 飲食店 JS-0004-6775

かき道楽 城南店 熊本市南区 城南町坂野２７１ 飲食店 JS-0005-9202

炭火焼とり 縁 熊本市南区 田井島２－１－１１ 飲食店 JS-0003-4315

藁焼き てんまや 熊本市南区 田迎４－４－３９ 飲食店 JS-0002-0504

居酒屋たけちゃん 熊本市南区 日吉２－６－１６ 飲食店 JS-0004-4921

博多一番どり 薄場店 熊本市南区 薄場３－４－２０ 飲食店 JS-0002-0277

魚座 熊本市南区 野口３－１８－４６　　 飲食店 ZN-0001-4919

株式会社村上自動車整備工場 熊本市南区 奥古閑町２６７－４ ショッピング JS-0001-8048
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アートギャラリーモトカワ 熊本市南区 近見６－１－５７ ショッピング JS-0005-4825

バイクランド島 熊本市南区 近見６－２－３７ ショッピング JS-0000-6273

有限会社ひかり自動車 熊本市南区 近見８－１１－５９ ショッピング JS-0001-8606

COCOON 熊本市南区 御幸西３－１０ ショッピング JS-0004-3890

ラジカルスペース ラッツ 熊本市南区 江越１－１９－３ ショッピング JS-0003-2558

トワ・グリュ 熊本市南区 江越２－１－１１ ショッピング JS-0005-1210

オーストリビング 熊本市南区 江越２－２１－３３　 ショッピング SL-2000-0457

吉水庵 熊本市南区 出仲間４－３－２９ ショッピング JS-0004-2822

株式会社きた川 熊本市南区 城南町隈庄５１９－１ ショッピング JS-0003-4531

前田養蜂園＆ハワイ雑貨 HOLOHOLO 熊本市南区 城南町千町２０７０－５ ショッピング JS-0000-8286

清新堂 川尻店 熊本市南区 川尻１－１－１７ ショッピング JS-0001-3389

キャンディ キャンディ 熊本市南区 川尻５－７－１００ ショッピング JS-0001-0312

文化堂田迎店 熊本市南区 田迎１－１－１５ ショッピング JS-0001-2515

（資）正清電器 熊本市南区 田迎３－２－３７ ショッピング JS-0005-0155

BEACH LINE BICYCLE 熊本市南区 田迎６－１－４２　 ショッピング SL-2001-0367

彩フレンド西熊本店 熊本市南区 島町３－１－１ ショッピング JS-0004-3335

フラットビート 熊本市南区 南高江６－８－２１ ショッピング JS-0000-7274

シェ・タニ 流団店 熊本市南区 馬渡２－３－３６ ショッピング JS-0001-2531

信商 熊本市南区 白藤１－８－１０ ショッピング JS-0004-4975

吉田商店 熊本市南区 富合町廻江７２４－２　 ショッピング SL-2000-6489

カセル 熊本支店 熊本市南区 野田１－８－３４ ショッピング JS-0000-7135

施楽院 熊本院 熊本市南区 良町１－１３－７０　コスモス田迎ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-8814

ボディバランス カリクサ 熊本市南区 近見２－１８－１　 サービス SL-2000-1383

Natu － lulu nicolu 熊本市南区 御幸笛田３－１９－２０ サービス JS-0001-4316

Shu．warm 熊本市南区 砂原町１６８－１　１Ｆ サービス JS-0000-3918

Life be Sava 熊本市南区 出仲間７－３－３５　　 サービス ZN-2000-3269

おうち美容室プチ・レディナチュール 熊本市南区 城南町下宮地２５２－１　フレンドリー城南Ａ１０１　 サービス ZN-2000-2047

hair salon LUCE 熊本市南区 城南町塚原１３４５ サービス JS-0003-8265

烏城ペットクリニック 熊本市南区 川尻６－８－７ サービス JS-0005-0279

メンズ アズ 熊本市南区 田井島２－８－５ サービス JS-0002-0023

スクーデリア 熊本市南区 田迎３－１２－５　田村ビル２Ｆ サービス JS-0001-0078

HAIR GARDEN TSUBOMI 熊本市南区 島町３－８－３４　レジデンスフクダ サービス JS-0001-4111

株式会社田崎自動車工業 熊本市南区 南高江６－２－３６ サービス JS-0003-0800

HairLinkURBANFLOWERY 熊本市南区 馬渡２－６－８　１Ｆ サービス JS-0000-4515

chii － na chii － na 熊本市南区 八分字町２６００－１ サービス JS-0002-7445

factory three M 熊本市南区 富合町古閑９５０ サービス JS-0003-0162

フットケアサロン LaVie ＋ 熊本市南区 良町　４－７－８２ サービス SL-2000-4039

チカミノアゲピザ 熊本市南区 近見２－２０－１１　 その他 SL-2000-0856

ZION 熊本市南区 良町１－１４－１６　 その他 SL-2000-1203

雑貨カフェ BambooVillage 熊本市北区 弓削６－７－７６ 飲食店 JS-0005-6454

ふく泉＆竹乃屋　竜田口駅 熊本市北区 黒髪７－１０１－３　竜田口ＲＳ施設１０１区画　 飲食店 ZN-2000-5513

四季彩居酒屋 然や 熊本市北区 山室５－５－１０ 飲食店 JS-0001-5903

焼肉 ぱいんひる 熊本市北区 山室５－７－２７　 飲食店 SL-2000-7913

肉肉うどん 清水バイパス店 熊本市北区 室園町３－４８ 飲食店 JS-0005-7014
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酒肴 寛 熊本市北区 植木町岩野２６６－５ 飲食店 JS-0004-4626

炭焼ハウス 滿 熊本市北区 打越町３３－１１３ 飲食店 JS-0001-9061

門限やぶり熊本光の森店 熊本市北区 武蔵ヶ丘１－１５－６　　 飲食店 ZN-2000-7321

食彩浪漫 HERO 海光の森店 熊本市北区 武蔵ヶ丘４－２０－２４　　 飲食店 ZN-2000-1745

清香園光の森店 熊本市北区 武蔵ヶ丘８－７－２２　　 飲食店 ZN-0001-5030

串かつ串天 あきんど 熊本市北区 麻生田１－３－１ 飲食店 JS-0005-0568

多酒多菜 満月 熊本市北区 麻生田２－１６－１ 飲食店 JS-0005-0572

焼とり幸光 熊本市北区 龍田１－１－１ 飲食店 JS-0005-8013

鈴菜 熊本市北区 龍田陳内３－２－３７－１０５　 飲食店 ZN-0002-1691

タツダカフェキッチン 熊本市北区 龍田陳内４－２３－１６ 飲食店 JS-0001-3118

山本釣具センター　菊陽バイパス店 熊本市北区 弓削４－１４－２１ ショッピング AD-0001-0014

革命とはこのこと 熊本市北区 高平２－２４－１３ ショッピング JS-0005-9858

メディカルサロン バリオーニ 熊本市北区 植木町一木２３３－９ ショッピング JS-0005-8751

3　gouter 熊本市北区 植木町岩野３－１　　 ショッピング PK-0000-8545

有限会社ネオスチール 熊本市北区 植木町亀甲２０３３－１ ショッピング JS-0001-8240

アプリモーダ 熊本市北区 植木町植木１６６ ショッピング JS-0003-2030

株式会社全日本武道具センター 熊本市北区 植木町鐙田１０３７ ショッピング JS-0000-9317

でんきのゆうでん ウェッキー店 熊本市北区 植木町舞尾６２０ ショッピング JS-0000-3742

彩フレンド 植木店 熊本市北区 植木町舞尾６２０　植木ショッピングプラザ内１Ｆ ショッピング JS-0000-6509

エクリュ エ プゥス 熊本市北区 打越町４０－６１ ショッピング JS-0004-5838

菊南温泉ユウベルホテル 熊本市北区 鶴羽田３－１０－１ ショッピング JS-0000-4717

株式会社ハッピー電気商会 清水営業所 熊本市北区 八景水谷２－５－２７ ショッピング JS-0002-8854

風雅 武蔵ヶ丘店 熊本市北区 武蔵ケ丘４－２０－２６ ショッピング SL-2001-1555

Laulea 熊本市北区 武蔵ケ丘８－１－２０　未来ビルⅢ　１０１ ショッピング JS-0004-8705

ORANGECOUNTY 麻生田店 熊本市北区 麻生田４－２－４０ ショッピング JS-0001-2657

やま弥 熊本市北区 龍田１－３－８ ショッピング JS-0000-5204

cute 熊本市北区 龍田２－３２－１３５ ショッピング JS-0001-2106

EcoStyle 熊本市北区 弓削１－１５－１５ サービス JS-0004-1390

Bee Line 熊本市北区 植木町植木１３２－１　丸山ビル１Ｆ サービス JS-0001-7208

Jammin．清水店 熊本市北区 清水亀井町３１－１９ サービス JS-0003-8819

Life　be　Neo 熊本市北区 清水新地３－２－１　　 サービス ZN-2000-3270

理容室ハル 熊本市北区 清水新地３－７－１ サービス JS-0005-1187

NO DOG NO LIFE 熊本市北区 打越町４０－６４　 サービス SL-2000-5125

PONO PONO hair 熊本市北区 楠４－１３－１０ サービス JS-0002-6479

NICO 熊本市北区 楠４－３－１８　菊川ビル１０１　 サービス ZN-0003-1042

Three Arrows 熊本市北区 飛田３－６－４０ サービス JS-0001-6993

フェアリーパーフェクト 熊本市北区 麻生田２－１０－１２　グレイス・ワン１０２ サービス JS-0001-7956

ヘアファッション YUMI 熊本市北区 龍田町弓削３９７－１ サービス JS-0001-2943

大型総合園芸店ナーセリーズ 熊本市北区 龍田弓削２－－１　 その他 SL-2000-5191


