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サントリー酒類 熊本支店 TEL.096-359-7711（9：30～18：00／日祝休）※各飲食店についてのお問い合わせは各店舗へ。 企画内容についてのお問い合わせは
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今年の夏はバーボンでハイボールを楽しもう!!

ビーム
ハイボール ￥100（税込）B E AM  

H I GHBA L L 最初の
1杯

メガビーム
ハイボール ￥200（税込）

MEG A  B E AM  H I G H B A L L

容量2倍 最初の
1杯

ジメジメした熊
本の夏に

ピッタリの爽や
かさ!

グイグイ呑めち
ゃいます!

ガッツリ系・さっぱり系の
お料理どちらにも合うので、

飲み会に◎

普通のハイボールって
少し物足りない気がしてたけど、
バーボンハイボールって

大人のカンジ

7 fri15 sun31
バーボン由来の甘さとマイルド
な口当たりのジムビームはソー
ダとの相性抜群！マイルドで爽
快な味わいが楽しめる“ジムビー
ムハイボール”がこの夏おススメ
です。ジムビーム1、ソーダ4の割合
が黄金比。氷はたっぷり、キンキン
に冷えたソーダを炭酸が逃げない
ようにやさしく注げば“ジムビーム
ハイボール”の完成です。甘い香り
としっかりした飲み応えの爽快ハイ
ボールをお楽しみください。

　　0120・558・123
住／中央区下通1-5-20
営／17：00～24：00、無休

　　0120・014・159
住／中央区新市街2-8ザオレンジ新市街1F
営／16：00～24：00、無休

割烹居酒屋  写楽

魚河岸 番屋

郷土・海鮮 
肥後の陣屋

街の中で落ち着ける隠れ家。大切な人と個室で食
事なら全室個室・半個室の「写楽」へ…

カウンター前に所狭し
と並ぶ 新鮮魚介は圧
巻。海の幸は漁港や市
場から直接仕入れるの
で鮮度も抜群です

　　0120・159・235
住／中央区下通1-5-22 クイーンズアレイビル１F
営／16：00～24：00、月曜休

通りに面した中心市街地有数の「大型イケス」に
泳いでいる活魚が自慢の海鮮居酒家です

☎096-211-0788
☎096-312-0076
住／中央区花畑町13-3
　　ジャスマック熊本館1Ｆ
営／18：00～翌4：00（日曜＝～翌1：00）、不定休
HP／https://page.line.me/pizza-lepan

本格イタリアンからドリン
クまでリーズナブルに楽
しめるルパングループ

500円ワインバル LE PAN
PIZZA&WINE BAR LE PAN

安政町店 ☎096-356-6248
住／中央区安政町5-15 1～3階
下通店 ☎096-342-6154 住／中央区下通2-1-32
営／17：30～24：00（金土祝前日～翌1：00）、無休

四季折々の厳選食材を使っ
た料理や郷土料理がお勧め。
1名様から団体様までお楽し
みいただけけます

岡田屋グループ
安政町店／下通店

下通店のみ

天草の魚とお酒を片手に人が楽しく集う場所。
天草のいいところをぜひ、ご体感ください

酒湊 農人（1Ｆ）
☎096-356-2278
酒湊 本店（2Ｆ）
☎096-352-7117

酒湊グループ

住／中央区新市街4-18松下ビル
営／17：00～翌1：00（店舗により異なる）
　　不定休
HP／http://www.sakasou.kumamoto.jp/

酒湊 総本家（3Ｆ）
☎096-352-7117
叶家（4Ｆ）
☎096-355-5075
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☎096-356-5577
住／中央区新市街1-11 1F
営／17：30～翌1:00、日曜休
HP／http://ichimonsen.com/shinshigai

季節料理や郷土の味な
ど、料理人のこだわりが
詰まった本格和食が、お
手頃価格で味わえます

一文銭 新市街店

☎096-354-1760
住／中央区下通2-2-32 3F
営／18:00～翌3：00（金・土・祝前日＝～翌5：00）、
不定休 

隠れ家のような落ち着く
空間で大人時間を。自慢
の料理とお得な飲み放題
を用意しています！

洋風和み家 LINK

☎096-288-2309
住／中央区安政町6-4-2 2F
営／17:00～翌1:00、月曜休 
HP／http://www.hero-umi.com/shop/anseimachi/

味もサービスも自信あり！
オープンキッチンの和モ
ダン空間で牛深直送の新
鮮活魚を堪能できます

大漁食堂

HERO海
安政町店

☎096-325-4129
住／中央区安政町6-12 1F
営／17:00～翌1：00、無休
HP／http://onikuno-taisho.com/

素材にこだわった新鮮な
もつ焼きと豊富なお酒、
女将の温かい接客が大
人気のお店です

おにくの大将

☎096-352-6022
住／中央区下通1-6-4 2F
営／18:00～翌1：00（金・土・祝前日＝～翌3：00）、無休
HP／http://otamagokko.wix.com/doppo-kumamoto

季節の食材と名物料理が
おすすめです！　おひとり
様から団体様まで寛ぎ頂け
る空間を創出しております

彩食航路 独歩

☎096-354-2933
住／中央区上通町2-6
営／11:30～14:00、17：00～
23：00、火曜休 
HP／https://www.facebook.com/
Local-food-Drink-肥後バル-981245521941271/

肥後バル

☎050-5788-0775
住／中央区下通2-2-30
営／17:00～24：00、
日祝休 

日本一の「さつま地鶏」と
鹿児島の食材で楽しい
ひとときを！　熊本県産
「馬刺し」もございます

さつまキング
   熊本本店

☎096-356-4266
住／中央区下通1-5-1 4F
営／17：00～翌1：00（日曜＝～24：00）、無休

新鮮活魚や季節の素材を
使った心温まる料理と居
心地の良さが◎。50名ま
での大宴会も可能です

石松茶屋

☎096-312-5435
住／中央区安政町5-19 1F
営／18：00～翌1：00、無休 
HP／http://g-kumamoto.com/shop.php?id=867

「一期一会」を大切にする
イキなカジュアル居酒屋。
おいしい料理とおもてな
しをお楽しみください

団欒 Dining G.O

☎050-5852-1522
住／中央区新市街2-8 1階
営／17:30～翌1：30（祝日＝～翌0：00）、日曜休 

美味しい串料理と絶品の
肉料理、新鮮な魚介がそ
ろう人 気の一 番どりグ
ループをご利用ください

博多一番どり
   新市街店

江越店☎096-312-6780
健軍店☎096-331-7820
戸島店☎096-331-0611
御領店☎096-292-8755
合志店☎096-348-6667
山鹿店☎0968-34-0855 ☎096-288-2818

住／中央区桜町3-5
営／11:00～翌0：00、無休 
HP／http://www.facebook.com/sakuramachicafe/

七城町の自家製ハム工房
「TONGTONG」のハム・
ウインナーと強炭酸のビー
ムハイをお楽しみください

Café＆Bar
桜町TONGTONG

☎096-355-5567
住／中央区下通2-1-29 B1F
営／18:00～翌0:00、
日曜休 

旬の熊本食材が食べたく
なったらここへ！　あたた
かな人情と味わいで、身も
こころもほっこり

旬処　悟とう

☎050-5257-1911
住／中央区上通町5-41
営／11:30～15:00、17：00～翌0:00、
無休

木の温もりを感じられる
古民家風一軒家で、熊本
の厳選食材を使用した料
理の数々を堪能できます

旬彩料理邸宅
八伍邸

☎096-326-5577
住／中央区花畑町12-11 1F
営／17:00～翌2：００、無休 
HP／http://www.johsmile.co.jp/shop/maekawasuigun/index.html

「えっ！」と驚くボリューム
と価格。新鮮な魚介類を
豪華で豪快な「前川水軍」
でお楽しみください

肥後の海賊 前川水軍
銀杏通り店
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※メガハイマークのある
　店舗でのみ提供 ※税込・税別は店舗により異なります

上通で初の「ビームハイ酒
場」。熊本の老舗「加茂川」直営
の絶品・肉料理がおすすめ！


