
フロア 店名 業種 フロア 店名 業種

アーバンリサーチストア レディス・メンズ エムズエキサイト レディス

ドレステリア レディス・メンズ トウキョウグラスカンパニー　ギャラリー メガネ・サングラス

ルーニィ レディス レトロガール レディス

イルビゾンテ バック・革小物 チュチュアンナ 靴下・インナー・ウェア

タケオキクチ メンズ・ファッション雑貨 トルネードマート メンズ

アルフルール コスメ メガネのヨネザワ メガネ・サングラス・補聴器

ウタウ　ビオ コスメ ＴＫタケオキクチ メンズ

フルーツギャザリング コスメ コール＆レスポンス メンズ

ビームス レディス・メンズ オンデーズ メガネ・サングラス

ゴンチャ アジアンティーカフェ キデイランド／ガチャランド キャラクター雑貨・バラエティ雑貨

加茂川 肉総菜 ＡＢＣマートグランドステージ/シャルロット シューズ・スポーツアパレル

とんかつ新宿さぼてん とんかつ 熊本ステーション眼科 眼科

御菓子司きくもとや 和菓子 アイシティ コンタクト

若菜旬彩 総合総菜 ソフトバンク 携帯電話・モバイルアクセサリー

やきとり鶏むら 焼鳥・鶏惣菜 ラフィネ リラクゼーション

ひらい 巻き寿司・天ぷら プティマイン キッズ・ベビー

九州プレミアム 和洋菓子 アツタキッズガーデン ランドセル・キッズ教室

スイーツラボボングー 洋菓子 メトロ書店 書籍・文具雑貨・CD・DVD・カフェ

ステラおばさんのクッキー 洋菓子 麦わらストア キャラクター雑貨

パン・オ・ルヴァン ベーカリー・カフェ キデイランド＆スヌーピータウンショップ キャラクター雑貨・バラエティ雑貨

キタノエース グロッサリー・カフェ 廻る寿司めっけもん 廻転寿司

アソミルク阿部牧場 シュークリーム・ソフトクリーム みのる食堂　 定食・サラダビュッフェ

ハレ レディス・メンズ ASOおやまカレー＆カフェ カレー＆コーヒー

ベイフロー レディス・メンズ・生活雑貨 フタバフルーツパーラー フルーツクレープ

セロシア レディス 三笠うどん うどん・そば

ミルラ レディス スタミナ辛みそ鉄板焼肉竹ちゃん亭 鉄板焼肉

トータルセラピー リラクゼーション 博多だるまジャパン 博多ラーメン

クーレンズ メガネ・サングラス シーフードビアステーション クラフトビール・多国籍シーフード料理

トランテアンソンドゥモード レディス 和牛焼肉リーベ 黒毛和牛焼肉

ストラ レディス イゾラクマモト ピッツェリア・トラットリア

ブルーム ジュエリー・アクセサリー ピエトロ パスタ

ノジェス ジュエリー・アクセサリー 天草福伸 海鮮料理

カナル　４℃ ジュエリー・アクセサリー うまや 和食・鶏料理

エテ ジュエリー・アクセサリー しゃぶしゃぶ美山 しゃぶしゃぶ・すき焼き

ザキッス ジュエリー・アクセサリー 馬小菜　華都⁺ 北京・四川料理

ドラスティックザバゲージ／キソラ バック・革小物 韓国料理ビビム 韓国料理

エース　バッグス＆ラゲージ バック・スーツケース インディアンレストランビスヌ インド料理

アネモネ アクセサリー・バック・ファッション雑貨 鉄板焼天神ホルモン ホルモン鉄板焼

フランフラン インテリア・生活雑貨 サロン卵と私 オムライス・パンケーキ

ラトカーレ レディス

ダイアナ シューズ・バッグ

サリア レディス

時計倶楽部 腕時計・電池交換・時計修理 あんたがたどこさ 銘菓

靴下屋 靴下 うしじま酒店 お酒

コスメ・ド・ロゼリ コスメ うまや 和食・鶏料理

ラルフローレン　ホーム リビング用品 おだ商店 からし蓮根・惣菜

グレディブリリアン レディス おべんとうのヒライ 弁当

マレットメット レディス お菓子の香梅 銘菓

ハートダンス アクセサリー・ファッション雑貨 くまもとスムージー by tapiking スムージードリング

ビューティ　プレイス コスメ くまもと銀彩庵 銘菓

オニギリ レディス くまもと農菓マルシェ 銘菓

プラザ コスメ・生活雑貨 スイス 洋菓子

ボーコンセプト 家具・インテリア スパゲッティ食堂　ＧＯＧＯパスタ パスタ

ニコアンド／ニコアンドコーヒー レディス・メンズ・生活雑貨・家具・カフェ トランドール ベーカリー・カフェ

サマンサモスモス レディス ふく泉 うどん

漢方みず堂薬局　同仁堂 漢方薬 フジバンビ 銘菓

オペークドットクリップ レディス ママのリフォーム 洋服リフォーム

スーツセレクト レディス・メンズ ミニヨン ミニクロワッサン

フェルナンダ フレグランス・コスメ 一杢 博多ラーメン

インティミッシミ インナーウェア 菓舗 古今堂 銘菓

アー・ヴェ・ヴェ レディス・メンズ 寄道餃子GOLDEN BUZZER 中華・郷土料理

エー・アール　アザレアローズ レディス 吉野家 牛丼

ハンズビー 生活雑貨 串カツ田中 串カツ

Lee レディス・メンズ・キッズ 熊本銘品蔵 総合土産

ポルカドット 帽子・ファッション雑貨 桂花ラーメン 熊本ラーメン

スノーピーク レディス・メンズ・アウトドア料理 五木屋本舗 山うにとうふ

センスオブプレイス バイ　アーバンリサーチ レディス・メンズ 支那そば 北熊 ラーメン

タマチャンショップ 自然食品 旬彩館 総合土産

レイジブルー レディス・メンズ 清正製菓 銘菓

クラフトスタンダードブティック レディス・メンズ 大漁食堂 ＨＥＲＯ海 和食・海鮮居酒屋

ゾフ メガネ・サングラス 竹乃屋 居酒屋

ヨギボーストア インテリア・生活雑貨 長寿庵 いきなり団子

エスペランサ シューズ・バッグ 珍味 古じょう庵 珍味・高菜漬

スピンズ レディス・メンズ・古着 天外天 熊本ラーメン

アインズ＆トルぺ コスメ 天草ＨＥＲＯ鮨 牛深丸 寿司

ローリーズファーム レディス 馬肉専門店 菅乃屋 馬肉

ジーナシス レディス 馬肉料理 菅乃屋 馬肉料理

ページボーイ レディス 福田屋 銘菓

アースミュージック＆エコロジー レディス

エメフィール インナーウェア バードマン 焼鳥・野菜巻

ランダ シューズ・レディス 花太郎 焼肉ホルモン

ソルナ アクセサリー 牛深水産　マルヒロ食堂 海鮮居酒屋食堂

ヘザー レディス 肉韓バルたむら 肉バル

クリア レディス おでん・串揚げ　ざっくばらん おでん・串揚げ・焼鳥・餃子

アコモデ ファッション雑貨 鮨・酒・肴 　杉玉（5月下旬オープン予定） 寿司・天ぷら・蒸し物・日本酒

スキンフード コスメ

ユアン　 コスメ プロント カフェ・サカバ

テチチテラス レディス うちのたまご 卵かけご飯・親子丼・玉子

【アミュプラザくまもと】 【アミュプラザくまもと】
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「アミュプラザくまもと」、「肥後よかモン市場」、「駅から百八歩横丁」 「ＪＲ熊本駅高架下北」で 

が使えるお店 
※「アミュプラザくまもと」「肥後よかモン市場」「駅から百八歩横丁」「ＪＲ熊本駅高架下北」全ての店舗ではありませんのでご注意ください。 

 また、変更の際はご容赦ください。 

※朱書きは4月下旬よりご利用出来ます。 


