くまもとジビエ料理フェア２０１６「秋」参加店名簿
所属・役職等

氏名

住所

連絡先

備考

1 ル プティ パリ

平川 勝也

860-0804 熊本市中央区手取本町３－１２

2 リストランテミヤモト

宮本 健真

861-0000 熊本市中央区辛島町６－１５熊本イタリー亭１Ｆ 096-356-5070 オーナーシェフ

3 Italian bar tutti トゥッティ

中村 龍也

860-0801 熊本市中央区安政町２－２９ セントラルビル３階 096-323-6068 オーナーシェフ

4 イタリア料理 まんじゃぺしぇ

中西 浩夫

860-0806 熊本市中央区上通町７－３５ 熊本和数奇司館１Ｆ 096-324-0206 オーナーシェフ

5 焼肉すどう

須藤 悅男

860-0845 熊本市中央区上通町４－１０（３Ｆ）

096-288-5729 オーナーシェフ

6 洋食や 花小町

本田 広之

860-0845 熊本市植木町岩野２６６－２２

096-272-3789 オーナーシェフ

7 ボン・ヴィータ

井本 慶太

860-0844 熊本市中央区水道町3-5上通りＫビル１Ｆ

096-326-8777 シェフ

8 カフェ ビストロ ショコラ

宮本 智久

860-0807

096-355-3157 オーナーシェフ

9 イタリア料理 トレ・ステッレ

田尻 卓也

860-0831 熊本市中央区八王寺町41-22

096-370-2611 オーナーシェフ

10 炭火料理 ＩＲＡＴＹ

穴見 正博

860-0845 熊本市中央区上通町7-35

096-356-1880 オーナーシェフ

11 ほうらい茶屋熊本店

田山 善久

861-8038 人吉市瓦屋町1498-5

0966-22-7746 常務取締役

12 ちいさなイタリアン ピッコリーナ

霍川 健太

860-0848 熊本市中央区南坪井5-18

096-356-4745 オーナーシェフ

13 ビストロ ヴァン プリミエ

椎葉 和明

860-0843 熊本市中央区草場町4-1コスクエア上乃裏 096-288-0215 オーナーシェフ

14 コッシーナ ウチダ

内田 幸治

860-0803 熊本市中央区新市街10-7 ＩＫビル２Ｆ

096-288-5295 オーナーシェフ

15 かぶき 炭火焼＆イタリアン

荒木 優

860-0808 熊本市中央区手取本町3-14ＭＫビル

096-352-1100 オーナーシェフ

16 ボンボリ

中野 信二

860-0802 熊本市中央区中央街1-2

096-353-5568 オーナーシェフ

17 レ・クロ

都山 恭三

860-0802 熊本市中央区中央街2-3

096-326-2303 オーナーシェフ

18 御用蔵の しらさぎ荘

高山 洋一

860-0079 人吉市下林町2647-3

0966-22-3420 代表取締役

19 有限会社さんるーぷ

田山 善久

861-8038 人吉市瓦屋町1498-5

0966-22-7746 常務取締役

20 旬菜庵 月のあかり

田山 善久

861-8038 人吉市瓦屋町1498-5

0966-22-7746 常務取締役

21 和彩 二代目

尾方 芳樹

868-0003 人吉市紺屋町１０８

0966-23-2241 社長

22 創作和食ダイニング 善

森井 誠

861-3518 玉名市中１５９１－８

0968-74-2898 オーナーシェフ

23 イタリア料理 ＡＬＬＡ ＬＩＢＥＲＡ

山田 展大

865-0055 玉名市小浜233-1-1Ｆ

0968-71-6660 シェフ

24 和 ＤＩＮＩＮＧ いつものトコロ

前田光一郎

865-0052 玉名市松木22-3

0968-57-9971 オーナーシェフ

25 中国料理 八代飯店

西尾 美則

866-0052 八代市麦島西町4-1

0965-34-4174 総料理長

26 チャイニーズレストラン 王張

前田 久明

866-0844 八代市旭中央通5-9

0965-33-8358 支配人

27 ＯＦＵＫＵＲＯ酒場 タンポポ

水永 民男

8660815 八代市大村町844-1

28 焼き鳥 太郎と花子

大寺 順一

869-4302 八代市東陽町北椎屋2659-1

0965-52-8068 店主

29 居酒屋 やまちゃん

山崎 太郎

869-4203 八代市鏡町２１３

0965-62-1616 店主

30 ハム工房 ＴＯＮＧＴＯＮＧ

佐々 幸紀

861-1368 菊池市七城町岡田306

0968-25-4186 代表取締役

31 阿蘇ミルク牧場

川上 純二

861-2404 阿蘇郡西原村河原3944-1

096-292-2100 総支配人

32 本さつまや

岸本 竜彦

867-0009 上益城郡山都町浜町１３２

0967-72-0006 専務

33 ザ キーストンガーデン

神戸 隆貴

861-4700 下益城郡美里町清水1161

0964-47-1775 代表取締役

34 ホテルアレグリアガーデンズ天草

酒井料理長

863-0001 天草市本渡町広瀬996

0969-22-3161 総料理長

35 ジビエラーメン銀座苑

清田 政憲

863-2424 天草市五和町手野2丁目1788

090-9910-1280 店主

36 ＰＩＣＡＳＳＯ

松田 悠祐

863-0031 天草市南新町3-8

090-5386-9414 オーナーシェフ

37 パン工房ぴのきお

片山 数浩

869-4704 八代市千丁町古閑出2458-12

0965-46-0795 食品製造業

38 食事処 和嶋

福嶋 健治

869-6115 八代市坂本町荒瀬5739

0965-45-2646 飲食業

39 生活研究グループ鮎帰会

亀田 宏子

869-6104 八代市坂本町鮎帰ほ1512

0965-45-3551 食品製造業

40 ㈲松泉閣

宮﨑 澄子

869-6101 八代市坂本町西部ろ1736

0965-45-3151 旅館業

41 坂本温泉センター(株)クレオン

松川 達也

869-5221 八代市坂本町川嶽1091

0965-45-8814 飲食業

42 山女魚荘

黒木

智

869-4512 八代市泉町樅木106-1

0965-67-5202 民宿業

43 天領庵

黒木

計

869-4512 八代市泉町樅木106-９

0965-67-5136 飲食業

44 佐倉荘

緒方 勢一

869-4511 八代市泉町葉木６

0965-67-5267 民宿業

45 しゃくなげの宿

結城 武光

869-4512 八代市泉町樅木15

0965-67-5321 民宿業

46 ㈱いずみ

福岡 博司

869-4403 八代市泉町下岳3296-1

0965-67-3500 小売飲食業

47 道の駅 坂本

支配人

869-6115 熊本県八代市坂本町荒瀬１２３９−１

0965-45-4121 道の駅

熊本市中央区下通2丁目5番10号シャワーサイドテラス1階

096-359-5225 オーナーシェフ

0965-35-4339 代表取締役

