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読者からの提供で、元気を取り戻しつつある街の状況が見えてきた！

ショップの復興情報、続々と届いています！
リビング熊本 検索私たちの生活を潤すために、なくてはならないショップが復旧を遂げ始めて

います。今後も紙面とホームページで紹介しますので、チェックしてくださいね。

営業再開（17:30 ～翌
1:00 ※24:00OS）。
自家農園の野菜をふんだ
んに使ったイタリアンを
楽しめます。メニューは
通常どおり提供中。

営業再開（9:30 ～
21:00、不定休）。
ケーキやクッキー・マド
レーヌなどの焼き菓子、
ギフト類…やさしい味わ
いのスイーツを販売中。

惣菜・おにぎり・いきな
り団子・野菜など、営業
再開しています。水前寺
駅構内での、からあげ・
たこやきの販売も再開し
ています。

営業再開（8:00 ～
20:00、日曜休）。熊本
市および、玉名市、合志
市、宇土市など対応。ま
ずは電話で確認を。

営業再開（10:00 ～
17:00、不定休）してい
ます。羽毛布団、敷きパ
ッド、眠りを追求した枕
など、寝具がそろってい
ます。

営業再開（10:00 ～
18:00）。4月30日（土）
大野耕生さんの「バラ・
ガーデンレッスン」は、
11:00 ～・14:00 ～開
催予定。

営業再開（9:00 ～
18:00、祝祭日休）。車
の修理、板金、買取など
受付けてもらえます。

藤崎宮前や、新町、光の
森など「ホワイト急便」の
コインランドリーは全店
で使用可能です。ホワイ
ト急便の看板が目印！

小山本店・古城店・菊陽
店ともに営業再開。ただ
し、小山本店のイートイ
ンスペースは安全を考慮
し、当面の間お休みで
す。

営 業 再 開（10:00 ～
20:00）。シャンプー・
ブローのみでもOKです

（有料）。詳しくはフェイ
スブックへ。

水道町本店・東バイパス
西原店とも営業中。老舗
ならではのこだわりが詰
まった端午の節句のかし
わ餅がとくに人気。「か
しわ餅と赤飯」のセット
も（予約は2日前まで）。

飲食 スイーツ 食品 生活 生活 生活 車 生活

食品美容食品

シャワー通り 新町 合志市豊岡 西区上代 安政町 東区江津 南区平田 全店

小山上通水道町

びすとろルポ クオーレ マルシェ葉山 三角畳店 三年坂 阿波屋 平田ナーセリー 熊本店

最新の情報は「リビング熊本ホームページ」でご覧ください→

夢工場 ホワイト急便の
コインランドリー

ろじぱんhair K米白餅本舗

☎096-326-2622 ☎096-352-0908 ☎096-248-7991 ☎096-355-5973 ☎0120・474・210 ☎096-375-4810 ☎096-325-0251

☎096-380-1300（本社）

☎096-282-8618☎096-355-1331☎096-352-2367

10：00 ～ 18：30、
状況によって変更あり。
中古テレビ、冷蔵庫、洗
濯機、家具などが人気。
もちろん店頭買取も、出
張買取もしてくれます！
　

犬、猫、ウサギ、フェレ
ット、ハムスターなど小
動物の診察、外科手術、
歯科治療など幅広く対
応。明午橋通りに新しく
できた動物病院です。駐
車場あり。

上通店・玉名店・健軍
店・光の森店・Visio店

（下通）とも営業中。メガ
ネや補聴器の調整・点検
など可能な限り無料で実
施。大宝堂で購入したメ
ガネの破損保証もあり。

営 業 再 開（11:30 ～
21:00）。店舗にて通常
どおりお寿司を提供して
います。テイクアウトも
あり（※電話で事前予約
を）。

下通りの野菜のセレク
ト シ ョ ッ プ が9:30 ～
18:00の時間短縮で営
業再開！　新鮮な野菜や
フルーツがほぼ通常通り
にそろい、惣菜や弁当販
売もあります。日曜休。

生活 病院 ファッション 飲食 生活北区麻生田 藤崎宮近く 各店 菊陽 下通

リサイクルマート麻生田店 アスター動物病院 メガネの大宝堂 寿司虎 菊陽本店 ラブラブグローバル菊池
☎0120・764・488 ☎096-245-7126 ☎096-354-2155 ☎096-213-5858 ☎096-356-4911

靴 食品 チケット

営業再開（10:30 ～
17:00）。パンプス・ロ
ーファーなども置いてあ
ります。歩きやすいニュ
ーバランスもあり　※サ
イズには、限りがあるた
め確認を。

御領店以外の浜線・楠・
新大江・森都心、下通の
ラン・マルシェも通常営
業を再開しています。Ｇ
Ｗも無休なので、美味し
い食材や手土産を探しに
出かけるにはぴったり。

営業再開（平日9:30 ～
19:00、 日 曜10:00 ～
17:00、 祝 日10:00 ～
19:00）。航空券・バス
のチケットや商品券な
ど、必要な人はぜひ。

櫻井總本店 鶴屋フーディワン 西日本チケット
☎096-322-1221 ☎096-378-7120（浜線店） ☎096-359-6060

11:00 ～終わりは未定
（日によって変動あり）。
店休日は普段通り（第1
火曜日・水曜日）。これ
まで通り豊富な帽子がそ
ろっています。

12:00 ～ 16:00で 営
業中（変動する可能性あ
り）。試験的な再開で、
販売と喫茶（焼き菓子の
み）のみ。当面は上通店
のみの営業。

ラ ン チ の み 営 業 再 開
（11:00 ～ 14:00os
※土日祝は～ 15:00）
新鮮野菜のサラダバーも
利用ができます。仕入れ
状況により、メニューに
変更あり。

営業再開。たまったスト
レスをカラオケでぜひ発
散してください。

営業再開（10:00 ～
18:00、火曜休）。アン
ティーク家具の修理で困
っている人は、気軽に相
談を。

ファッション飲食飲食生活生活 下通上通南区野口南区出仲間東区下南部

KOUBE岡田珈琲 上通店じゃが屋。branchカラオケCLUB DAM
浜線店

ジョンブルアンティーク
☎096-319-9860販売 ☎096-356-2755

喫茶 ☎096-356-8881
☎096-357-1808

☎096-378-4004
☎096-349-7711

10:00 ～翌5:00の通常
営業で再開しています
(日によって変動あり)。
メニューはもみほぐしの
みです。足のむくみとり
にぜひどうぞ。

9:00から、パンのテイ
クアウトのみで営業して
います(商品なくなり次
第終了)。商品の種類は
一部ですが、あんぱんな
どの人気商品を中心に販
売中です。

10:00 ～ 17:00で営業
再開しています(日によ
って変動あり)。販売の
みの営業ですが、生鮮食
品なども取扱いがありま
す。お昼には炊き出しも
実施中です。

お昼から20:00で営業
再開しています(日によ
って変動あり)。唐揚げ
定食をはじめとした定食
メニューを500円で提
供しています。

10:00 ～ 18:00で営業
を再開しています(月曜
休)。カットのみ、大人
2000円、 子 供・ 学 生
1000円の期間限定メニ
ューを実施中です。

マッサージ飲食飲食飲食美容 新市街上通上通上通水道町

りらく田中屋パン店(本店)WHOLE SQUARECHAO-LI（チャオリー）chive（チャイブ）
☎096-247-6216☎096-355-5215☎096-353-3441☎096-351-5015☎096-355-2044

11:00 ～ 18:00で仮営
業中です。入店は可能で
すが、安全面を考慮して
立ち入り可能なスペース
には制限を設けていま
す。

11:00 ～ 18:00、一部
メニューでカフェ・販売
共に営業再開していま
す(商品なくなり次第終
了)。嘉島店は販売のみ
(11:00 ～ 18:00)で 営
業再開しています。

生活 飲食飲食上通 新町上通

長崎書店 しん寅゛SWISS
☎096-353-0555 ☎096-355-4554☎096-355-7141

17:30 ～ 22:00で営業
を再開しています。熊本
の食材を使ったメニュ
ーを特別価格で提供中で
す。

生活生活ファッション

※2016年4月22日現在の情報となります。現
状と異なる場合もありますのでご了承ください。

上通 各店 通町


