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7月4日（土）に発生した記録的な大雨により、
球磨川が氾濫し、熊本県人吉球磨地域で甚大な被害が発生。
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「タミアス」はギリシャ語で「商店主」の意味。
「くまもと県振連＝熊本県商店街振興連合会」
は商店主の元気をつくる組織です。
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大衆酒場 モミジ
◆店主 ： 谷口 大助

紹介
店舗

★次回は玉高通り商店会
　大西康裕さんが紹介いたします。

★次回は本町2丁目商店街（振）
　八代調剤薬局さんが紹介いたします。
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セキュリティライフでは、目的に合わせ
現場に合った防犯カメラを提案させて
頂いております。（防犯全般）

こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

セキュリティライフ
熊本市中央区南坪井町1-9
◆電話番号／096-323-7399
◆営業時間／10：30～16：00
■定休日／不定休

今回のお店

セキュリティライフ

※新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。
　ご来店時は事前に店舗にご確認ください。
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内田 靖男
上通１、２丁目商店街振興組合 理事長

住　　所：熊本市中央区城東町5-41-1F
電話番号：096-353-5599
営業時間：17:00～24:00
定 休 日：基本無休

5月にオープンした焼鳥メインのお店です。明るく元気なスタッフが
お出迎えされます。カウンター席もありますので、お一人のお客様もご
気軽に行かれてください。姉妹店に大衆酒場コトブキもございます。
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釼羽 逸朗
熊本県商店街振興組合連合会 会長

令和２年７月豪雨により甚大な被害に遭われた人吉市九日町商店街に対し衷心よりお見舞い申し上
げます。
今回の豪雨は球磨川流域の人吉盆地に位置する地域において７月３日明け方から降り始めた雨が
夜中に線状降水帯となり急激に降雨量が増加、支流の逆流と球磨川の増水により堤防が決壊し、４日７
時過ぎ市中心部で氾濫が発生、これにより九日町は東側より下流の西側へ土石流が押し寄せ浸水し記
録では最大４．３メートルに達し、町の建物ほとんどが２階近くまで水没しました。
私はこの状況を７月４日朝のニュースで見て愕然としました。状況を確認したく岡本理事長の携帯に
連絡を取ってみましたが連絡が取れず、友人の村上恵一さんに連絡したところ、東九日町の鍋屋本館も
２階まで土石流で浸水したとの情報でした。大変な状況である事を認識すると同時に心配だった八代・
天草・牛深にも連絡を入れましたが商店街は特に被害はないとのことで少し安心しました。県振連として
早急な対応が必要だと思い、６日午後３役会を行い、まず各会員商店街に義援金をお願いする事とな
り協力を呼びかけました。
人吉はご承知の通り熊本県唯一の国宝である青井阿蘇神社を筆頭に、歴史・伝統・文化が育まれた九
州の「小京都」と呼ばれるとおり魅力ある町で、後日現地で土石流により茶色一色と化した街並みを見た
ときには言葉も出ませんでした。
九日町商店街は岡本理事長のリーダーシップの元、伝統のある「人吉球磨ひなまつり」他、近年におい

ては「人吉ふれあい１００円商店街」球磨焼酎酒造組合と連携した「１００円焼酎フェス」・県振連委託
事業として取り組んで頂いた商店主活動支援事業により策定された「小さな図書館」に取り組まれ、精力
的に「まちの活性化」に取り組んでおられた最中の出来事で本当に残念だとおもうと同時に復旧・復興が
長期になるのではと考えると心痛の思いです。
国は今回の熊本豪雨を８月１日「非常災害」に指定し、さらに３１日に「激甚災害」に指定しました。こ
れにより国・県の連携によるインフラの復旧整備が加速するのではないかと期待しています。中小企業
再建事業としては「対策パッケージ」としてグループ補助金を拡
充した単独の事業者でも申請出来る「なりわい再建補助金」が
創設された他、県に於いては被災事業者の生業再建に向けた
「被災地域産業再興支援事業補助金」も公募が始まり、更に人
吉市も被災事業者の事業再開を後押しするため市中心部にプ
レハブの仮設商店街を整備方針で早ければ１１月には開設す
る予定だと聞いております。
落胆と不安のなかと察しておりますが、支援を活用され、勇気と
希望を持って少しずつでも前に進んで頂ければと願っております。
商店街も新型コロナウィルス感染症禍のなか、厳しい状況で

は在りますが、互いに知恵を絞り乗り切って行ければと思って
いますので今後とも宜しくお願い致します。
最後になりましたが、義援金を拠出して頂いた各商店街の皆
様、復興支援に行っていただいた青年部・女性部の方々に感謝
を申し上げます。

人吉九日町商店街へのお見舞い
復興への思い
人吉九日町商店街へのお見舞い
復興への思い

岡本 光雄
人吉東九日町商店街振興組合 理事長

去る7月4日早朝からの球磨川の氾濫は、想像を絶するものがありました。前夜からひっきりなし

に、携帯に緊急警報が入ります。早朝には人吉市の松岡市長が声を振り絞って、「命を守る行動をし

てください」と非常放送で何度も市民に呼びかけました。私も自宅の前にある、スポーツ店内の商品

を少しでも高いところに上げようとしましたが、濁流の勢いは早く、それはあきらめなければならな

かった。自宅の2階に逃げるのがやっとでした。我が家の1階の娘家族の住居は完全に水没し、前の

スポーツ店も天井まで水没しました。

水が引き始めると、九日町通りは、目を疑うばかりの惨状です。通りの街路灯には流木や椅子が

引っ掛かり、スーパーのウィンドウ―ガラスは割れて商品が流れ出て、ホテルの駐車場では、車が

ひっくり返ったり、重なったりで東日本大震災の時の津波のあとのようです。

長年の懸案だった「川辺川ダム」が建設中止となって、10年以上経ちます。その間、「ダムに頼ら

ない治水」はほとんど実現していません。また、地球温暖化による集中豪雨の被害は毎年「50年に

一度の豪雨」は毎年どこかで起きています。この二つが重なった今回の豪雨被害と言えます。

跡片付けが始まりましたが、これから先、街は果たして元に戻るのか？大きな不安がよぎります。

日がたつにつれ安倍首相をはじめ主要閣僚が人吉を訪れ、被害の大きさに最大限の支援を約束し

ました。熊本地震の時の「グループ補助金」は「なりわい再建補助金」と名称が変わり、単独でも申請

ができるようになりました。

九日町では有志が集まって、経営相談所HITBIZの松山センター長を交え、街づくりをどう進めて

いくか議論を始めています。ほとんど被災した、人吉市の中心部の中で再生のモデルとなるような

プランをぜひ作って実現したいと思っています。お力を貸していただく方がおられましたら、ご連絡

ください。

終わりになりましたが、今回県下各地の商店街様から物心両面で多大なるご支援をいただき誠

にありがとうございました。紙面をお借りしましてではありますが、ここに厚く御礼を申し上げます。

球磨工業・球磨中央・南稜の地元高校生たちは、被災した親戚の家や、友人の家の手伝いにいち

早く駆け付けました。また八代市の秀岳館高校様は、連日4～5台ものバスを連ねて片付けの応援

に来ていただきました。少ない人数で、跡片付けを始めた街の人にとって、元気あふれる若い力は

大変ありがたい存在でした。

今回の豪雨は、人吉市をはじめ球磨川流域、県南全域で大きな被害をもたらしましたが、復旧・復

興に皆さんが力を合わせて取り組んでおり、道のりは長いと思いますが、必ず再び、輝く地域になる

ことを確信しています。

これまでボランテイアでお手伝いただいた方々の、崇高なお志に感謝いたしますとともに、この地

の発展にこれからもお力をお貸しいただけると幸いです。

豪雨で被災した人吉九日町の
復興・復活へ向けて
豪雨で被災した人吉九日町の
復興・復活へ向けて

各商店街から集めた義援金を手渡した。
左：釼羽会長、中：岡本理事長
右：河島副会長
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豪雨で被災した人吉九日町の
復興・復活へ向けて
豪雨で被災した人吉九日町の
復興・復活へ向けて

各商店街から集めた義援金を手渡した。
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右：河島副会長
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　肥後銀行人吉支店は、
4mを超える水災を受け、
7月20日より３Ｆにて再開
しております。
　今後、職員一丸となっ

て、“被災した側”から“被災された方々を支援す
る側”の立場で全力でサポートして参ります。

人吉東九日町災害時の対応今後の展望

西 章文
肥後銀行人吉支店 支店長　

【災害時の対応】
　７月４日AM３時40分頃　球磨川の水位が上昇し危ないので鍋屋に避難して来たい
と言う電話がかかり、びっくりして飛び起き、心配して出社してきた支配人・経理の女性・
社員ら４人で上階に物を上げました。
　しかし、2.5ｍにもなる濁水が流れてくる予想は出来ませんでした。お客様の朝食会
場は１階レストランでしたの、２階の広間にお客様を誘導し、AM７時３０分頃には玄関か
らと川側のレストランからも水が流れ込みレストラン・ロビー・事務所・厨房・大浴場全部

が泥水に流され、玄関入り口の自動ドアをなぎ倒して流されていきました。全員の生命は無事でした。
【今後の展望】
　７月4日から社員・友人・ボランティアの方々、多くのお見舞いを頂き助けて頂き、今日まできました。
　旅館の再開までには時間がかかりそうですが、みな様に喜んで頂ける旅館・安心安全な旅館を目指して頑張ります。

富田 峰子
鍋屋本館 女将

　７月５日(日)水害翌日売
り場には散乱した商品・什
器が散乱していた。何から
手を付けていいものか…？
　この1ヶ月間で多くのボ

ランティアの方々、地域の皆様のご協力のもと少
しずつ来年の再建に向け歩き出しています。

笠原 泰弘
イスミ本店 店長

被災 した温泉 ホテル外観②ホテル外観①

午前9時14分ほぼピークの水位か？
イスミ本店２F事務所から撮影

朝８時には、肥後銀行さんの１Fがほぼ水没朝5時20分頃の球磨川の状況を確認

くまもと県振連だよりタミアス Vol.71 くまもと県振連だよりタミアス Vol.71
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健軍商店街振興組合
有働 栄一健軍商店街振興組合 理事長

プレミアム付商品券発行!
コロナ対策に

万全を期して営業再開

1冊あたり500円券12枚を5,000円で販売
一人あたり10冊まで
1,200冊
6,000,000円
7月 9日（木） 午前10：00～12：00／午後2：00～4：00
7月10日（金） 午前10：00～12：00／午後2：00～4：00
7月11日（土） 午前10：00～12：00
令和2年7月9日（木）～10月31日（土）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販　売　日】

【使用期間】

販売状況・感想

　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、販売日を
３日間に分け、さらに時間を区切って販売したが、予想
以上に好評で初日の1回目で完売し、周知期間が短かっ
たことなどもあり、お客様にご迷惑をおかけする結果と
なった。

子飼繁栄会商店街振興組合
下川 弘子飼繁栄会商店街振興組合 理事長

1冊あたり500円券12枚を5,000円で販売
一人あたり10冊まで
10,000冊
50,000,000円
7月1日（水）～12月31日（木）
7月1日（水）～12月31日（木）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販　売　日】
【使用期間】

販売状況・感想
　子飼商店街におきましては、子飼繁栄会商店街振興組合と子飼商店街振興組合との共同事業として7月1日より販売を開
始した。今回はコロナ対策としてプレミアム額も経費も全額補助という条件でもあり、限度額いっぱいを使ってマルショク子
飼店さんも含めて開催した。
　3密を避けるため、販売所も４カ所設置した。当初は完売するまで何カ月かかるかと心配していたが、1カ月で完売した。
初日より2～3日は大変な部分もありましたが、その後はスムーズにいった。商品券回収も販売日より40日くらいで約50％は
回収している。
ただし反省点として、販売開始月の7月は商店街全体もこの恩恵により活気も出たが、8月に入ると熊本市の感染拡大や猛
暑の影響もあり非常に厳しい状況になった。販売時期を分割してもっと平準化させる等、工夫する必要があると感じた。個人
消費を刺激し底割れを防ぐためにも、コロナの収束が実感できるまで年に数回実施していただきたいと思う。

新市街商店街振興組合青年会
斉藤 勝利新市街商店街振興組合青年会 会長

プレミアム付商品券発行!
コロナ対策に

万全を期して営業再開

1冊あたり500円券24枚を10,000円で販売
１人あたり30冊まで
2,500冊
25,000,000円
7月18日（土）･7月19日（日）
7月18日（土）～11月30日（月）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販　売　日】
【使用期間】

販売状況・感想
　7月18日（土）午後12：00スタートだったが、販売前から早いお客様で午前９時ご
ろからお待ちいただいていた。
　ソーシャルディスタンスで2ｍ間隔・マスク着用で暑いところ並んでいただき若干
前倒しで開始し、あっと言う間の40分で完売だった！次の日購入いただけなかった
お客様には大変申し訳なく今後またプレミアム券の販売が開催することが有ればこ
のようなことが無いように対策を取っていきたいと思う。
　販売後、購入のお客様・各組合店様に話を聞くと「前もって顧客のお客様にプレミ
アム券のアナウンスをしていた結果かなりの購入に繋がった」また「コンビニエンス
ストアーや、飲食店ランチで使用できるので良かった」などのご意見感想を頂いた。
　最後にこのようなコロナ禍の中で来街頂いたお客様、また購入いただいたお客様
に感謝したい。有難うございました。

下通繁栄会
桑本 知明下通繁栄会 事業部長

1冊あたり1,000円券12枚を10,000円で販売
一人あたり10冊まで
2,500冊
25,000,000円
7月31日（金）～8月31日（月）
到着～12月31日（木）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販　売　日】
【使用期間】

販売状況・感想

　熊本市の要件に合わせてインターネットによる申し込み、ペイパル決済、便送での販売のみと
した。7月31日に販売開始、8月10日に2,500口、662名へ完売した。
　初めての試みで、申込の分かりづらさ、ペイパルとの調整、発送トラブル等の問題が続出した
が、今までお買物券を購入できなかった層へのアピールができたこと、600件以上の下通ファン
のデータを獲得できたことに於いて効果を得られた。
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〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4番22号
TEL.096ｰ352ｰ9626　FAX.096ｰ322ｰ7156

代表取締役 十時 義七郎

しんまちグループ

株式会社 しんまち
株式会社 十 字 堂
株式会社 和　　敬

〈しんまちグループ〉







熊本市東区若葉1丁目35-19
TEL.368-2348  FAX.368-2646

shose-shopMIWA足のサイズ計測・靴の提案を致します
DSISインソール作成
外反母趾・扁平足・タコ・ウオノメ・ひざの痛み・
O脚・X脚等、足の悩みをお持ちの方気軽にご相
談ください！

熊本市中央区新市街8-2  ☎096・352・2121
URL www.denkikan.com  E-mail info@denkikan.com

おかげさまで今年、電気館は111周年を迎えました。
これからも、よろしくお願いいたします。 辛島町電停

銀杏通り

栄通り

下通り

新市街

シャワー通り

株式会社 日専連ファイナンス
本社 ／ 熊本市中央区安政町6-5
TEL 096-324-6611（平日9：00～17：00）

日専連ファイナンス 検 索http://www.nissenren.co.jp

「くまモン」デザイン日専連JCBード

ロアッソ熊本カード

日専連ファイナンス公式キャラクター

熊本城応援カード

日専連カード



新しいサービスの形へ



検 索薬袋マート
http://www.yakutai-mart.com

〒861ｰ3102
熊本県上益城郡嘉島町下六嘉1765

TEL.096ｰ368ｰ8100  FAX.096ｰ369ｰ2677

薬袋マート.comはデザイン薬袋の専門サイトです。薬袋マート.comはデザイン薬袋の専門サイトです。

手に取る人を元気にする「お薬袋」の専門サイト

年間平袋製造約500万枚！！

創業59年の信頼と実績自社工場生産

選べるデザイン何と…250種類！！

⬆デザインの一例です⬆
詳しくはWebをご覧下さい
⬆デザインの一例です⬆
詳しくはWebをご覧下さい

COCOSAの公式SNSをチェック!
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プレミアム付商品券発行!
コロナ対策に

万全を期して営業再開

駕町通り商店街振興組合
谷口 正氣駕町通り商店街振興組合 理事長

１冊あたり500円券12枚を5,000円で販売
一人あたり4冊まで
600冊
3,000,000円
９月２３日（水）～３０日(水)
令和２年１０月１０日（土）～令和２年１２月３１日（木）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販　売　日】
【使用期間】

販売状況・感想

　日頃より駕町通り商店街にご愛顧をたまわり、誠に有難うございます。毎年恒例のプレミアム
付商品券販売時には、発売当日、先着順にてお並びの上、買い求め頂き、開始約30分にて完売
する人気を頂きました。
　今回は、新型コロナウイルス対策緊急支援事業の一環としてインターネット及びFAXにてご
購入申し込み方式に変更となります。当商店街と致しましても今回始めての販売方式です。ご協
力の上、ご購入の程、宜しくお願い申し上げます。

上通商栄会
冨永 裕二上通商栄会 事業委員長

１冊あたり1,000円券6枚と500円券12枚を10,000円で販売
１人あたり10冊まで
4,000セット
40,000,000円
8月8日（土）～8月19日（水）※土日はアーケードでの対面販売、平日は事務局で販売
8月8日（土）～11月30日（月）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販　売　日】
【使用期間】

販売状況・感想
　8月8日、9日の販売開始では、2,456セット販売。11日～13日の事務局
での販売で意外に伸び悩み、13日のすぱいす掲載で14日の販売数が増
え、812セットを残し15日・16日のアーケード販売スタート。
　15日で売り切れると予想していたが、2日間で605セット販売して、207
セットを残し17日からの事務局販売へ。コンスタントに売れて19日の午前
中で完売した。大きなトラブルも無く、新型コロナウイルス感染予防にも対
応。購入した方すべての連絡先を記録している。
　22年目を迎えた上通プレミアム商品券販売。今後も定期的に販売会を
行い、上通の売上向上につなげていきたい。

飲食店を一店舗でも残したい
プロジェクトについて

　コロナ緊急プロジェクト　食の力　応援サポートあり
がとうございました。
　フェイスブック（以後FB）グループを通じてコロナの為
に過剰に在庫を持っていた店舗さんや卸さんをマッチン
グするサポートを行いました。グループで出た出荷額は
800万円ほどの売り上げを作ることが出来ました。
　また、通販をしたいというメンバーさんには商品提案や
商品ブランディング、新規ネット販売サイトを作ることを

ユーチューバーもぐもぐサクラさんを通じてサポートしました。

山本 和季新市街商店街青年会／株式会社くませれ 代表取締役

くませれ あか牛：18万視聴／おるげんと餃子：16万視聴／鍋やTAMARI：16万視聴
➡https://kumasele.thebase.in/
おるげんと
➡https://orugento.theshop.jp/
鍋やTAMARI
➡https://nabeyatamari.shop-pro.jp/

　いまコロナ第二波は熊本の飲食店市場を深刻な打撃を与えております。この
グループを通じて第二波も乗り越えられるようまた、私も負けぬようサポートして
行きます。
 県商工会にて通販など相談した
い方がいらっしゃいましたらお気
軽にお問い合わせください。現在
は6,300人いらっしゃるグループ
を利用してプレミアム食事券の販
売やイベントの告知を予定してお
ります。

shop:kumasele
https://kumasele.thebase.in/
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街9-4 熊本第一ファームB1
TEL：096-356-8884　FAX：096-335-9138
MAIL：kaz9035@yahoo.co.jp　

株式会社くませれ
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健軍DoChallengeC
lub

9月に健軍商店街
にオープン

　この度、2020年9月よりDoChallengeClub
健軍店をピアクレスこと健軍商店街にオープ
ンする運びとなりました。コロナの感染拡大を
受ける中、子ども達が身体を思いっきり動かす
環境が失われつつあります。
　そんな中でも少しでも健軍商店街に子ども
達の笑顔を取り戻したく健軍店のオープンを
決意しました。
　私自身の地元でもあるこの地で盛り上げる

一員として地域活性化に関わっていけたらと思います。
　また今回オープンに向けて商店街のたくさんの方々から、ご支援や温か
いお言葉をいただきました。
　これからは恩返しに勤めていく所存です。ご協力いただいた皆様には心
から感謝申し上げます。

古庄 健太株式会社Logro 代表取締役

ピアクレス(健軍商店街)若葉側 入り口／熊本市東区若葉1丁目31-8
HP http://dochallengeclub.net/

健軍DoChallengeClub

DoChallengeClub(ドゥチャレンジクラ
ブ)は熊本県内で様々なスポーツ教室を
展開する総合型スポーツクラブです！
体操、サッカー、水泳、アクロバット、ト
リッキング、パルクール、ダンス、新体操、

トランポリン、アクションの10種目があり、現在会員数は約
1,400名。
『好きこそ物の上手なれ』をコンセプトに専門的な知識で効率
良くそして楽しく学び、自信へと繋げます！

【健軍店で行う種目】
体操、アクロバット、アクション

クラブ紹介

写 真 洗 浄 活 動 に つ い て

　令和2年7月豪雨で被災された皆様におかれましては、いち早い復旧と一日で
も早く日常が戻りますことを祈念申し上げます。自分が写真関係の仕事をしている
事と、その業界団体「熊本県写真師会」の副会長を仰せつかっている事で、豪雨被
害にあった写真を救済する活動を行っている「あらいぐま熊本」からの協力要請を
受けました。

　この団体は、被害にあった水害写真を救済希望者から預かり事務所に持ち帰り、写真を洗浄して、被災者
にお返しする活動を行っています。約40,000枚近くの写真が集まり、土曜・日曜・祝日に集まり救済活動を
行ってます。全てがボランティアで活動されてます。熊本県写真師会も写真の専門職で被災地域に会員が存
在するので、独自でチラシを作成して配布、窓口を設置し「あらいぐま熊本」と協力体制を整え対応している
段階です。すでに八代地区では単独で写真救済活動を行っております。
　今後の課題は「人手の確保」と「資金的援助」が必要と感じます。生活再建の目処や気持ちが落ち着いたと
きに写真の事などが気になり、写真救済をお願いする方がおり、今後約2年くらいは洗浄活動が行われる可
能性があります。現在でも「2019年九州北部豪雨災害」のボランティアが継続中で、主婦や学生など沢山の
参加があり活発に活動されています。熊本でのボランティアも盛り上がりを見せてくれたら嬉しいです。興味
のある皆様の参加、ご援助を頂ければ幸いです。
ボランティアも広く募集しております。下記までご連絡ください。

原田 辰之

「熊本県写真師会」副会長
上通商栄会専務理事／上通五丁目商店街振興組合副理事長

代表者　長山 公紀　被災写真洗浄「あらいぐま佐賀」事務局長

■連絡先

「あらいぐま熊本」
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6-39-11 山中海鶴一級建築士事務所内

TEL：090-7388-9445
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くまもと県振連だより ータミアスー

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS

熊本県商店街振興組合連合会  熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
TEL.096ｰ353ｰ4666　FAX.096ｰ353ｰ4577
E-mail info@kumanet.jp　URL http://www.kumanet.jp/

7月4日（土）に発生した記録的な大雨により、
球磨川が氾濫し、熊本県人吉球磨地域で甚大な被害が発生。

9
September 2020

VOL.71

「タミアス」はギリシャ語で「商店主」の意味。
「くまもと県振連＝熊本県商店街振興連合会」
は商店主の元気をつくる組織です。
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大衆酒場 モミジ
◆店主 ： 谷口 大助

紹介
店舗

★次回は玉高通り商店会
　大西康裕さんが紹介いたします。

★次回は本町2丁目商店街（振）
　八代調剤薬局さんが紹介いたします。

な

セキュリティライフでは、目的に合わせ
現場に合った防犯カメラを提案させて
頂いております。（防犯全般）

こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

セキュリティライフ
熊本市中央区南坪井町1-9
◆電話番号／096-323-7399
◆営業時間／10：30～16：00
■定休日／不定休

今回のお店

セキュリティライフ

※新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。
　ご来店時は事前に店舗にご確認ください。
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内田 靖男
上通１、２丁目商店街振興組合 理事長

住　　所：熊本市中央区城東町5-41-1F
電話番号：096-353-5599
営業時間：17:00～24:00
定 休 日：基本無休

5月にオープンした焼鳥メインのお店です。明るく元気なスタッフが
お出迎えされます。カウンター席もありますので、お一人のお客様もご
気軽に行かれてください。姉妹店に大衆酒場コトブキもございます。
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