
「コロナに負けるな！きくち景気回復スクラッチ」参加登録店一覧 2022/1/14現在

＜菊池地区①＞

業種 登録店名 内容 電話

（株）アイエヌ オリジナルTシャツ・ポロシャツ・ジャンバー・マグカップ販売 25-3158

アテネ菊池店 レディースセレクトショップ 24-2970

阿波屋 建材・工具販売 25-2412

イノウエ寝具店 寝装品 25-2554

(有)魚形青果 お弁当、総菜 25-4606

旭志園　夢空間店 お茶屋 24-5988

くつのニシムラ　菊池店 くつの小売店 24-5840

久保酒店 ソムリエのお酒屋さん 25-2227

合資会社隈田本店 しょうゆみそ菓子製造 酒類外調理小売 25-2011

（有）倉原商店 食品・業務用品 25-2422

アテナリ 資生堂化粧品専門店 25-3750

きくち観光物産館 物産品・土産品販売 25-5477

(有)合志製菓 菓子 25-2214

お菓子の香梅 ドゥーアートスペース菊池店 熊本代表銘菓・ 和菓子洋菓子の販売、カフェ、ギャラリースペース 26-5600

小佐井写真場 写真 デジタルプリント 25-2744

小佐井写真場夢空間店 写真 デジタルプリント 24-5454

古能美 松風、焼菓子 25-2125

サラダ館菊池中央店 返礼品・贈答品など ギフト専門 24-3411

サロンドフルベール菊池店 化粧品販売 24-1171

（株）正観寺丸宝 松風製造販売店 25-3721

Style+　（スタイルプラス） リサイクルストア 41-6321

有限会社田中スポーツ スポーツ用品全般 25-4235

津野電気商会 家電販売 25-2846

（有）デンキのもりやま 家電小売・サービス業 25-3217

土井スポーツ スポーツ店 25-2693

とこわか パン・お菓子 26-5875

(有)中原松月堂 和洋菓子販売 25-2413

菊池夢織菓子ノグチ 洋菓子店 25-5332

(有)花のやまぐち ショッピングプラザ夢空間 地域密着型花屋 25-2359

針藤蔵商店 昆布・いりこ専門店 25-2671

肥後俵屋 菓子・まんじゅう 25-4045

(有)平野屋 とり肉惣菜販売 25-2818

ファッション里麻 婦人服の販売 25-1311

有限会社古本デンキ商会 あなたの街の ”でんきや”さん 25-2507

三木誠文堂　夢空間店 事務機・文具・書籍 25-4131

光多制服　菊池店 学生服販売 24-5304

メガネのヨネザワ 菊池店 眼鏡、補聴器、コンタクトレンズ販売店 25-1771

洋菓子工房　森と山 洋菓子製造・販売 25-4234

(有)よしのや菓舗 洋菓子、和菓子 25-2441

Yショップ　本田 食料品、菓子、飲料、酒 25-2302

くまもと産直市場　わいふの畑 地産地消のお店 41-3003

小売



「コロナに負けるな！きくち景気回復スクラッチ」参加登録店一覧 2022/1/14現在

＜菊池地区②＞

業種 登録店名 内容 電話

味十家　ＳＨＩＮ 居酒屋 24-6205

梅ずし すし・和食 25-2049

和風ダイニングかぐら 和風創作居酒屋 24-2700

洋風居酒屋　きりん 洋風居酒屋 24-5085

コントルノ食堂 イタリアンレストラン 41-6361

ジンギスカン 焼肉 25-2777

寿したの上 寿し・仕出し・ 鉢盛・弁当 25-2215

スナック憐 スナック 24-3360

居酒屋二九〇 和風居酒屋 24-5123

ひまわり食堂 ランチ・居酒屋 24-5050

お好み焼 鉄板焼　ふる田本店 鉄板居酒屋 25-1117

ホルモン道場 ホルモン焼肉屋 090-3191-4391

甘味処　みなわ ランチ・喫茶 090-9425-8195

みんなの詩 創作居酒屋 41-6483

むらもと 和食 25-1373

柳宝亭 中華料理 25-3925

髪 Ｋａｌｏｎ（カロン） 美容業 25-3336

菊池輪業センター 自転車、バイク 修理販売 25-2631

サウンドスペース カラオケボックス 24-0239

(有)桜木鈑金 自動車板金、整備・車検 24-4359

城乃井温泉 公衆浴場 25-4688

合資会社ナカガワ 自動車整備 25-2707

ヘアーサロン　ミツナガ 理美容・ネイル まつ毛エクステ 25-3064

ヘアーサロン　ユアルーム ニーズに応える 理容室 25-3885

（有）オオカワ 畳・襖・障子 網戸・インテリア 25-0539

有限会社コーハン舎印刷 印刷業 25-4151

飲食

サービス

その他



「コロナに負けるな！きくち景気回復スクラッチ」参加登録店一覧 2022/1/14現在

＜七城地区＞

業種 登録店名 内容 電話

菊池市オイルサービス有限会社 灯油・軽油小売 26-4465

熊食館（株式会社熊本畜産流通センター） 精肉販売 26-4191

saig-shop 精肉・米・麦・漬物販売 25-4223

ママトコショップ お肉のレストラン ショップ 41-3636

飲食 ママトコキッチン お肉のレストラン ショップ 41-5091

（有）加茂川交通レンタカー 国内旅行・貸切バス マイクロバスレンタル業 25-5177

（株）九州セブン観光 国内旅行・貸切バス マイクロバスレンタル業 25-5177

七城温泉ドーム 売店、レストラン、宴会 26-4800

＜旭志地区＞

業種 登録店名 内容 電話

稲葉酒店 酒、 37-3555

お茶のナカヤマ 健康茶販売 37-2673

髙宗商店 酒類食品小売業 37-2255

森薬品産業有限会社 医薬品販売 37-2163

カフェアンドバーKURADAKE カレー屋 41-6160

ついんスター アイスクリーム専門店 37-4556

＜泗水地区＞

業種 登録店名 内容 電話

シリカファームしすい 夢みるく直売店 38-6685

芹川商店 食料品小売 38-2704

つづき養鶏場 鶏卵販売 38-3866

(有)花のやまぐち　マルショク泗水店 地域密着型花屋 38-4908

パン倶楽部 パン製造販売 28-3911

フォト＆バラエティ吉田屋 クリーニング取次・写真プリント 38-5770

合資会社　帝食肉 精肉販売店 38-4299

道の駅泗水養生市場 農産物・加工品直売所 38-6100

ミヤモト電興社 家電販売 38-2755

喰い処呑み処　笑庵 居酒屋 35-3508

お食事処・居酒屋 ほたる庵 お食事処・居酒屋 38-7787

やき鳥とくや 焼き鳥店、テイクアウト店 41-6463

有限会社花房自動車 自動車整備 38-2133

美容室クリップ 美容室 38-6378

サービス

小売

小売

飲食

小売

飲食

サービス


