『第２弾 おいしい牛肉を食べて元気に！くまもとの牛肉キャンペーン』参加店舗一覧
地域
熊本市

店舗
焼肉工房 牛力舎
黒真 熊本店
産山あか牛山の里２号店
鶴屋サロン・ド・シャトー
すき焼加茂川
（有）肉の大栄
（有）宮本精肉店
加茂川鶴屋店
MVくらし館国府店
マックスバリュ内坪井店
COCOSA B1店
マックスバリュ神水店
マックスバリュ帯山店
イオン熊本中央店
イワサキＡＣＥ 琴平店
イワサキＡＣＥ 島崎店
イワサキＡＣＥ 並木坂店
みやはら南熊本店
みやはら下通店
熊本焼肉プリンスガーデン山室大窪店
レッフェル武蔵ヶ丘店
you+you くまもと農畜産物市場
㈱オオツカ 肉のﾄﾞｯｷﾝ市 武蔵ヶ丘店
加茂川フーディワン楠店
マックスバリュ熊本北店
鮮ど市場 飛田店
健康市場 マルエイ 熊本北部店
健康市場 マルエイ 植木店
レストランカウベル
がるてん
ミートショップカウベル
（株）肉の大塚ラインガルテン
マックスバリュ長嶺店
マックスバリュｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ熊本店
マックスバリュ新託麻店
マックスバリュ新戸島店
鮮ど市場 本店
鮮ど市場 東部店
イワサキＡＣＥ 新南部店
健康市場 マルエイ 尾ノ上店
みやはら東バイパス店
みのる食堂 熊本店
肉工房三協
九州おぎはら産業㈱
マックスバリュ田崎店
イワサキＡＣＥ 花園店
イワサキＡＣＥ ＪＲ上熊本駅店
イワサキＡＣＥ 上熊本店
レッフェル流通団地店
スーパーストアダイノブ城南店
㈱オオツカ 肉のﾄﾞｯｷﾝ市 流通団地店
焼肉あき山
マックスバリュ御幸笛田店
マックスバリュ西熊本店
鮮ど市場 白藤店
イワサキＡＣＥ 田迎店
イワサキＡＣＥ 川尻店
健康市場 マルエイ 近見店
よかもんね じょうなん店

住
所
熊本市中央区新大江１丁目16-1
熊本市中央区下通１丁目3-1 NADERUﾋﾞﾙ4F
熊本市中央区白山1-5-7
熊本市中央区手取本町6-1鶴屋百貨店東館7Ｆ
熊本市中央区上通町2番-6号
熊本市中央区新町3丁目9-17
熊本市中央区南熊本5丁目5番12号
熊本市中央区手取本町6-1
熊本市中央区国府3丁目28-32
熊本市中央区内坪井町1番83号
熊本市中央区下通1丁目3番8号
熊本市中央区神水2丁目11番16号
熊本市中央区帯山4丁目2番85号
熊本市中央区大江4丁目2-1
熊本市中央区琴平本町7-1
熊本市中央区島崎１丁目29-6
熊本市中央区上林町1-25
熊本市中央区萩原町2-1
熊本市中央区下通2丁目2-30
熊本市北区山室1丁目-125-70
熊本市北区武蔵ヶ丘1－4－5
熊本市北区高平2丁目25-57
熊本市北区武蔵ヶ丘2-26-1
熊本市北区楠3丁目10-30
熊本市北区津浦町31番10号
熊本市北区飛田4丁目9-125
熊本市北区四方寄町1674-1
熊本市北区植木町大和32-13
熊本市東区桜木6丁目3番54号
熊本市東区戸島2丁目2-2
熊本市東区桜木6丁目3番54号
熊本市東区戸島2丁目2-1
熊本市東区長嶺南3丁目1-25
熊本市東区東町3丁目3-3
熊本市東区小山2丁目13番60号
熊本市東区戸島西5丁目1番16号
熊本市東区尾ノ上2-22-15
熊本市東区戸島町西2丁目3-70
熊本市東区新南部２丁目1-97
熊本市東区尾ノ上1丁目35-11
熊本市東区御領3丁目477-1
熊本市西区春日３丁目15-26 アミュプラザくまもと６階
熊本市西区田崎町430－11
熊本市西区八島町1002番地
熊本市西区田崎町字下寄380番地
熊本市西区花園５丁目7-1
熊本市西区上熊本２丁目18-1
熊本市西区上熊本２丁目16-10
熊本市南区流通団地2－6
熊本市南区城南町下宮地430－1
熊本市南区流通団地2-6
熊本市南区城南町さんさん1-11-8
熊本市南区御幸笛田4丁目4-10
熊本市南区島町三丁目1番1号
熊本市南区白藤4丁目5-8
熊本市南区出仲間７丁目3-35
熊本市南区野田２丁目28-18
熊本市南区近見8丁目6-95
熊本市南区城南町隈庄406-5

地域
宇城

店舗
豊住食肉
イオン宇城店
鮮ど市場 宇城店
健康市場 マルエイ 松橋店
（株）杉本本店
（有）桜屋
マックスバリュ宇土店
甲佐ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰサエラ精肉部
健康市場 マルエイ 甲佐店
イオン熊本店
鮮ど市場 嘉島店
よかもんね ましき店
健康市場 マルエイ 御船店
よかもんね みふね店
（有）旭志村ふれあいセンター食彩館
焼肉の一休
Ａコープ旭志店
（株）熊本畜産流通センター熊食館

住
所
宇城市豊野町糸石35
宇城市小川町河江1-1
宇城市松橋町豊福1683-1ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ松橋内
宇城市松橋町きらら３丁目1-2
宇城市豊野町巣林538
宇土市南段原町188番地1
宇土市水町50番1
上益城
上益城郡甲佐町大字岩下61番地
上益城郡甲佐町豊内640
上益城分嘉島町上島字長池2232
上益城郡嘉島町大字鯰1887-2
上益城郡益城町大字宮園721-3
上益城郡御船町御船1041-1
上益城郡御船町御船1067
菊池
菊池市旭志川辺1886
菊池市旭志伊坂553-2
菊池市旭志新明2696-4
菊池市七城町林原9
（有）旭志村ふれあいセンター（道の駅 旭志 物産館） 菊池市旭志川辺1886
(有)肉のなかた精肉舗
菊池市西寺1212
（有）ナカタ キャニオン内精肉部
菊池市片角290(キャニオン内)
(株)熊本畜産流通センター（志来菜彩内）
合志市竹迫2264‐1
コープ熊本合志店
合志市幾久富1909-528
マックスバリュ永江団地店
合志市幾久富1866-1395
マックスバリュみずき台
合志市須屋3547番
マックスバリュ光の森店
菊池郡菊陽町光の森5丁目14番地1
㈱フジチク菊陽バイパス店
菊池郡菊陽町津久礼130-4
イオン大津店
菊池郡大津町室137
鮮ど市場 菊陽店
菊池郡菊陽町杉並台2-11-5
鮮ど市場 大津店
菊池郡大津町引水156-1
まんまキッチン
菊池郡菊陽町曲手688-1
（有）肉乃橋本
菊池郡大津町引水753番地
阿蘇
火の山温泉どんどこ湯
阿蘇郡南阿蘇村下野135－1
アーデンホテル阿蘇
阿蘇郡南阿蘇村下野147－10
ホテルグリーンピア南阿蘇
阿蘇郡南阿蘇村久石4411－9
あか牛の館
阿蘇郡南阿蘇村久石2815
そば街道 吾亦紅
阿蘇郡南小国町大字赤馬場3220
（株）さくらや食産 阿蘇肉工房
阿蘇郡西原村布田1492
阿蘇ミルク牧場 ジュージューハウス
阿蘇郡西原村大字河原3944-1
（有）イワタフード阿蘇店（えびすぱーな内） 阿蘇市阿蘇町蔵原832－1
レストラン藤屋
阿蘇市一の宮町宮地4718
みやはら内牧店
阿蘇市内牧966
みやはら一の宮店
阿蘇市一の宮宮地1983-3
荒尾・玉名 健康市場 マルエイ 横島店
玉名市横島町横島3858
健康市場 マルエイ 天水店
玉名市天水町小天7196-1
健康市場 マルエイ 伊倉店
玉名市片諏訪字雲取川275
健康市場 マルエイ 岩崎店
玉名市岩崎71-1
健康市場 マルエイ 築地店
玉名市築地2016-1
鮮ど市場 玉名店
玉名市六田20-1
健康市場 マルエイ 玉東店
玉名郡玉東町稲佐281
健康市場 マルエイ 長洲店
玉名郡長洲町腹赤15-1
健康市場 マルエイ 六栄店
玉名郡長洲町宮野340-1
健康市場 マルエイ 八幡台店
荒尾市八幡台２丁目６－1
マックスバリュ桜山店
荒尾市蔵満字東大清水2093-13
マックスバリュ荒尾店
荒尾市原万田字八反田630-1
鮮ど市場 荒尾店
荒尾市大島字松原1-1

地域
山鹿

八代
芦北
球磨

天草

県外

店舗
熊本焼肉プリンスガーデン山鹿店
マルマン精肉店
お肉屋さん「さいとう」
馬刺し屋松明
夢大地食彩館
ＪＡ鹿本ファーマーズマーケット夢大地館
株式会社にくよし
マックスバリュ八代店
イオン八代店
ぎゅーぎゅー亭
ＪＡあしきたﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｯｹｯﾄ でこぽん
（有）料理三昧 彦六
丸徳食堂
赤れんが

住
所
山鹿市方保田3671-1
山鹿市鹿央町千田4247
山鹿市熊入町223-4
山鹿市平山字平山65番地
山鹿市熊入町139-1
山鹿市鹿央町千田2950-1
八代市海士江町2720-1
八代市本町3丁目1番29号
八代市沖町六番割3987-3
葦北郡芦北町佐敷443
葦北郡芦北町佐敷443
球磨郡あさぎり町免田東1497-13
球磨郡あさぎり町免田東1494-3
球磨郡あさぎり町免田東1840-12

Ａコープなかくま

球磨郡あさぎり町免田東1482-3

Ａコープ多良木
鮮ど市場 人吉店
（有）寺澤精肉店
グリーントップ本渡
（株）コープ牛深食彩館
（有）横山精肉米穀店
イオン天草店
Ａコープ大矢野
（株）ＢＩＧミート松本
西内商事株式会社
生活クラブ生協大阪希望ケ丘店
東京ミート株式会社
健康市場 マルエイ 大牟田店
健康市場 マルエイ 大牟田南店

球磨郡多良木町多良木2714-2
人吉市瓦屋町字柳川1861-1
天草市中央新町13-15
天草市八幡町1番26号
天草市牛深町2687-2
天草市志柿町6636
天草市亀場町食場後山下740
上天草市大矢野町上1493-1
大阪市淀川区東三区４丁目２５－２２
兵庫県姫路市三条町１丁目１－１
大阪府豊能郡豊能町希望ケ丘6-13-7
東京都大田区萩中２－１０－４
福岡県大牟田市新勝立町4丁目85-2
福岡県大牟田市南船津町１丁目7

