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Ivorish フレンチトースト AMERICAN　HOLIC レディース

お茶の三翠園 日本茶 ALBION DRESSER 化粧品・雑貨

おべんとうのヒライ お弁当・惣菜 Café Morozoff ドリンク・デザート・パスタ

からあげの店　唐十 唐揚げ専門店 カラダファクトリー 整体・骨盤調整

カルディーコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 熊本パール総合歯科 医療

串カツ田中 串カツ cosmeteria 化粧品・雑貨

くだものかふぇ フレッシュジュース THE KISS + ファッション・雑貨

熊本ラーメン　黒亭 ラーメン サックスバー バッグ・小物

桜町　れんこん屋 からし蓮根 さばえめがね館 メガネ

じじや 寿司居酒屋 San-ai Resort notherly インナーウェア・リゾートウェア

シモカワ薬局 ドラッグストア・調剤薬局 ジ エステティック イーズ エステティックサロン

シュークリーム専門店　ウルル シュークリーム スターバックスコーヒー スペシャルティ　コーヒー　ストア

旬彩館　さくら 土産・全国銘菓 スタジオアリス 写真館

旬彩館　さくら　LIQUOR 九州銘酒 トラベルカウンター 旅行

辰杏珠（シンアンジュ） タピオカドリンク nature レディース・メンズ

杉養蜂園 はちみつ PARTS CLUB ビーズ・アクセサリー

全国ご当地グルメ屋台 ご当地グルメ 箸や万作 生活雑貨

竹乃屋のやきとり やきとり HAPiNS インテリア雑貨・生活雑貨

珍味　古じょう庵 熊本名産 Picasso Lilio レディースシューズ・スニーカー

築地食堂　源ちゃん 丼・定食・魚酒場 POLA THE BEAUTY コスメ・エステ

鉄板焼天神ホルモン 鉄板焼 polcadot 帽子・ファッション雑貨

とりかわ　竹乃屋 やきとり居酒屋 マジックミシン 洋服・服飾品の修理

和カレー カレー マルメロ　アルル バッグ・雑貨

肉食堂　よかよか 肉料理 メガネの大宝堂 メガネ・サングラス・補聴器

肉バル　GOTCHA 洋食・肉とワイン モンベル アウトドア

feal ［ pie & tea stand ］ ミートパイ Universal DRIVE キッチン雑貨・インテリア雑貨

フェスティバロ 唐芋レアケーキ リアット！ 靴・革小物の修理

FRESHNESS BURGER バーガーカフェ あか牛dining yoka-yoka あか牛専門店

BAKE　CHEESE　TART チーズタルト 天草　牛深丸 グルメ回転寿司

ベルギーワッフル　マネケン ベルギーワッフル ABC-MART シューズ

ブーランジェリー　パパン ベーカリー エステサロンKAREN エステサロン

ＰＯＧＧ　サクラマチ スイートポテトパイ 海鮮天丼まきの 天丼

三笠うどん うどん 九州アニメデッキ アニメグッズ

麺屋　かもめ ラーメン 牛たん炭焼き　利久 牛たん

シロヤのクリーニング　サクラマチ店 クリーニング ぎをん椿庵 生パスタ専門店

RHCカフェ カフェ コグマ キッズ

RHC ロンハーマン レディース・メンズ・キッズ・雑貨 じぶんまくら 寝具・インテリア雑貨

ＡＶＥＮＵＥ レディース JINS メガネ・サングラス

Ａbientot レディース・雑貨 SUITE SELECT / DIFFERENCE メンズ・レディース・オーダー

アミューズ　ボーテ コスメ・ビューティ 楽天モバイル/Smart Labo サービス・カルチャー・雑貨

& COFFEE MAISON KAYSER カフェ ダイソー 生活雑貨

ガトーフェスタ　ハラダ 洋菓子 竹乃屋　別館 和食居酒屋

CROWN Gardenex フラワーショップ 牛しゃぶ牛すき　但馬屋 しゃぶしゃぶ・すき焼き

Theory レディース・メンズ CHASEN　CAFÉ 京都お抹茶カフェ

DIESEL レディース・メンズ・雑貨 中央コンタクト コンタクトレンズ

DENHAM 服飾雑貨 鼎’s by JIN DIN ROU 小龍包ダイニング

マツモトキヨシ ドラッグストア 東京純豆腐 スンドゥブ専門店

＃３１０ サクラマチクマモト ファッション どんぐり共和国 キャラクターグッズ

華まる堂 いきなり団子 Hers her 雑貨

PAL 'LAS PALACE レディース ハビタ コスメ・ギフト

B:MING LIFE STORE by BEAMS レディース・メンズ・キッズ・雑貨 My Select Point by The Clock House 時計

Thee End in 6 Months Shop gogaku レディース ラフィネ リラクゼーション

fesutaria VOYAGE ジュエリー・アクセサリー 4F ATENA　AVEDA 美容室

Madu 生活雑貨 7F サクラマチガーデンカフェ カフェ

Apple Premium Reseller [misumi STORE ] Ａｐｐｌｅ製品

南阿蘇　ＴＥＡ　ＨＯＵＳＥ ハーブティー・ティーグッズ

MAISON KAYSER ベーカリー

LACOSTE レディース・メンズ

3F

1F

B1F
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SAKURA MACHI  Kumamoto  

が使えるお店 
※「SAKURAMACHI Kumamoto」全ての店舗ではありませんのでご注意ください。 


