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美味しい・くまもと・

Ｐroject

～食で熊本地震から復興を～

KUMAMOTO SHUN 
FESTA 2016

おいしい熊本の食材でつくった
おいし～い料理を食べて今こそ復興を応援しよう！

11.18（金）～11.30（水）
美味しいくまもとプロジェクトは「食を通して熊本
を元気にするプロジェクト」。震災後も熊本で頑張
る生産者に声をかけ、熊本が誇る食材を県内各地
から集結！熊本最強の料理人たちが、腕によりをか
けさまざまなメニューでお皿を彩ります。美味しい
くまもとを食べつくし、食で熊本をつなげよう！

生産者×人気料理店のコラボが実現

熊本の食材を、おいしく、
食べられる特別な13日間

KUMAMOTO
バゲットクラシコ

・太秋柿のシャーベット

ロメインレタス

山江わさび

・黒砂糖
・うたせ船漁
  (足赤エビ)

・ファームQ
  シャルキュトリー
・ファームQチーズ

・岬の温泉塩
・和紅茶
  スペシャルブレンド

牛深の魚

・天草大王

菜種オイル

・トマトビネガー
・有機純米酢
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高森町 ・ヒゴムラサキ
・鶴の子芋

●

秋イチゴ

五木村

●津奈木町

赤崎からいも

・金の車海老

●嘉島町

カラフルトマト

・亀萬酒造・Mrオレンジ

菊鹿ワイン
・阿蘇自然豚

桜肉 小国ジャージー
牛乳
・熊本のあか牛玉名牧場

（ナチュラルチーズ）

小国町

山鹿市 阿蘇市

●

●
●

・えこめ牛

・阿蘇タカナード

協賛／水俣・芦北地域雇用創造協議会、㈲苓南、 ㈱サンマーク、
              ㈲ヒカリベジータミート、㈱マース、㈱丸菱　
協力／肥後銀行、サントリー酒類㈱　
後援／熊本県、九州産交ツーリズム㈱、㈱熊本リビング新聞社

KUMAMOTO SHUN FESTA 2016
問合せ先 事務局 (株)丸菱
熊本県上益城郡益城町宮園788 TEL.096-286-1910

中央区 上通町7-35 熊本和数奇司館1F
TEL.096-356-1880

●炭火料理 イラティ

フレンチ

中央区 水道町3-5 上通Kビル1F
TEL.096-326-8777

●Bon Vita

フレンチ

中央区 中唐人町13
TEL.096-322-8487

●フランス料理 塩胡椒

フレンチ

中央区 上通町3-26 Case de Piano1F
TEL.096-328-3776

●LE BISTRO 遠山

ビストロ

ホテル日航熊本

中央区 上通町2-1
TEL.096-211-1661

●ブッフェダイニング　アソシェッド
中央区 上林町1-37 K-Ⅱ 上林ビル1F
TEL.096-288-0425

●オステリア・ダ・ルバクオーレ

イタリアン

中央区 安政町1-2 カリーノ下通1F
TEL.096-212-9893

●三年坂モリコーネ

イタリアンカフェ

黄
檗
シ
ェ
フ

中央区 帯山8-6-38 ソレジオ帯山1F
TEL.096-282-8393

●オステリア クチーナ カズ

イタリアン

●日本料理 光琳

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

TEL.096-354-2634

TEL.096-354-2638
中央区 東阿弥陀寺町2

●サンシエロ

洋食イタリアン・中華 和食

ホテルニューオータニ熊本
●鉄板焼りんどう

●日本料理 千羽鶴

鉄板焼 和食

ホテルニューオータニ熊本

TEL.096-326-5005TEL.096-326-5002

TEL.096-326-5005
西区 春日1-13-1

TEL.096-326-5004
西区 春日1-13-1

●フォンタナ・ディ・オータニ

●プライベートレストラン 四季

ビュッフェレストラン プライベートダイニング

中央区 手取本町2-11 DARTビル1F
TEL.096-223-5719

●Le mondo（ル モンド）

フレンチ

中央区 上林町2-34-1F
TEL.096-326-1007

●MIMAKI

洋食

中央区 安政町2-29 セントラルビル3F
TEL.096-323-6068

●tutti

イタリアン

中央区 下通1-8-27 CITY9ビル1F
TEL.096-245-6466

●カドバル

バル

中央区 二の丸1-1-2
TEL.096-312-2691

●ビュッフェレストラン ぎんなん

ビュッフェレストラン

中央区 下通1-10-3 銀座プレイスKUMAMOTO1F
TEL.096-312-9065

●SALVATORE　CUOMO&BAR　熊本店

イタリアン

中央区 神水本町21-10 マリエール神水苑内
TEL.096-385-8050

●シーズナル・キュイジーヌ ル・キャトル

フレンチ

中央区 花畑町13-10 セカンドビル2F/3F
TEL.096-322-3100　

●ジャルディーノ

イタリアン

中央区 下通2-5-10 シャワーサイドテラス1F
TEL.096-355-3157

●CHOCOLAT

カフェビストロ

中央区 手取本町 1-1 熊本市役所14F
TEL.096-328-2954

●ダイニングカフェ 彩

フレンチ

中央区 練浜町54 松田ビル1F
TEL.096-326-0502

●Bar Barraca（バル バラッカ）

鉄板バル

中央区 上通町7-35 熊本和数奇司館1F
TEL.096-355-1153

●Bistrot Bonjour
（ビストロ ボンジュール）

（ホール スクエア）

フレンチ

中央区 上通町5-46 上通りイーストンビル2F-C
TEL.096-352-1512

●トラットリア　フェデリコ　ヌォーヴォ

イタリアン

中央区 上通町4-10 とらやビル2F
TEL.096-277-1237

●フランス料亭 七彩

フレンチ

中央区 安政町2-24
TEL.096-356-8186

●BUNZO

イタリアン

東区 花立6-2-25
TEL.096-369-9001

●ラ ズッカ

イタリアン

上益城郡 益城町大字小谷1802-2 熊本空港ビル内
TEL.096-232-2865

●和ダイニング りんどう

和ダイニング

東区 長嶺南2-4-61
TEL.096-385-5115

●夜カフェ

カフェ

●洋食の店 橋本

洋食

中央区 水道町1-9
TEL.096-223-7767

●ハルズバー

洋食

河
津
シ
ェ
フ

中央区 神水本町6-73
TEL.096-285-7877

●湖鏡 -kokyo-

イタリアン

中央区 上通町11-18
TEL.096-326-3733

●トラットリア・ココ

イタリアン

東区 尾ノ上2-29-11
TEL.096-360-1240

●Bistrot Chez Ken

フレンチ

中央区 南坪井町1-11-1-B
TEL.096-355-5889

●赤煉瓦

フレンチ

中央区 南坪井町5-4 ドルハウスビル1F
TEL.096-351-6030

●アスペルジュ・シェフズターブル

フレンチ

中央区 辛島町6-15
TEL.096-356-5070

●リストランテ　ミヤモト

イタリアン

東区 広木町30-84
TEL.096-335-8886

●Pizzeria Bar e Deli Tanpopo

イタリアン

中央区 上通町1-1 NK第一ビル1F
TEL.096-354-1165

●LIFE Daily Meals

イタリアン

黒
岩
シ
ェ
フ

中央区 上通町11-18-2F
TEL.096-325-1002

●Arqpoinn（アルクポワン）

ビストロ

熊本ホテルキャッスル

TEL.096-326-3376
中央区 城東町4-2

TEL.096-326-3368
●中国 四川料理 桃花源

●DINING KITCHEN 九曜杏

中華 フレンチ

人気48店が腕を振るいます。

ブッフェダイニング

中央区 上通町9-13 トーカンマンション1F
TEL.096-353-3441

●WHOLE SQUARE

洋食

中央区 水前寺公園7-45
TEL.096-385-1023

●れすとらん ボナペティ

フレンチ

中央区 上通1-24 ビアーレビル2F
TEL.096-322-6114

まずはお店をチェック！
気になる“特別メニュー”は

各店へ問合せを


