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一新校区
ISSHIN

3
4

版

護国神社

熊本YMCA本館

（一時避難場所）

フロンティア歯科医院
中央区島崎1丁目29-15

☎096-326-8844

熊本YMCA本館

（一時避難場所）
スマホ版マップ

スマホ用マッ
プ
ポータルサイト

7

お食事処
彩 〜sai-sai〜

6

2
熊本聖書教会
熊本聖書教会

(診) (午前)月~土/9：30~13：00
（午後）月・水・金/15：00~ 18：00
火・木 / 15：00~18：30
土
/ 15：00~17：00
(休)日曜･祝日

藤崎台のクスノキ群
藤崎台県営
野球場

8

5

ネル
トン
段山

きむらの唐揚げ

6

肥後象嵌光助

9

宮本建設株式会社 肥後象嵌
光助
空と月と太陽

一新小学校

（一時避難場所）

12

13
新町
メンタルクリニック

新町いえむらクリニック

14

うり坊

15

山内本店
自動販売機

学研ココファン
新町教室

栗原歯科医院

22

かさねや
熊本店

18

19

一新幼稚園

17
（一時避難場所）

☎096-324-4488

※姉妹店：燻製ガーデンタケシタ
中央区新市街1-11スターライトビル2-5F
TEL 096-342-5789

※どんな小さなことでも結構です！
町屋再生、新築、リフォーム、改修工事等
お気軽にご相談ください！

・肥後象嵌製造,卸,販売
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中央区新町3丁目2-1

(営) 8：00〜18：00
(休)隔週土曜・日・祝（駐）２台

(営)[ 平 日 ] 9:00~17:00
[土日祝]10:00~16:00
(休)年末年始 ・駐車場有り

ユーミーコーポレーション 株式会社 熊本支店

熊本市東区錦ヶ丘 28-17

☎096-367-0200

ささえりあ 熊本中央

東区上南部4丁目8-26

☎096-201-7007

(営)9：00〜12：30 / 15:00〜19：30
(休)水曜日（駐）
有り/10台

☎096-353-0715

中央区新町3-2-9

(営)9:00~ྷऽद
(休)不定休

公式 LINE よりご予約ください。
(営) 9：00〜19：00
(休) 完全予約制 （駐）1台

※自転車保険取扱店です！
※自転車組み立て整備士指導員の店。
※筋トレ歴34年！ 筋トレ指導します！

※ハンモックヨガ体験 2000円
※ネイル 6600円〜
※公式LINEは、右のQRコードから。 ➡
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石井司法書士事務所

整形外科 金井クリニック

LAʼCLASS ラクラス 新町店

☎096-212-3352

☎096-227-7750

☎0120-950-174

☎096-223-5651

※乾燥機：８台 / 洗濯乾燥機：４台
靴洗い機：１台
◎布団が丸洗いできる大型機設置！

※飲み放題付き宴会プラン\4,000（税別）〜
※３０名様まで収容！貸し切りもＯＫ！
※鉢盛￥5,500（税別/3名〜4名）承ります。

(受)午前 (月〜土) 8：00〜10：30
午後 (月〜金) 1：30〜 6：30
※土曜日は、3：30まで。
(休)日・祝（駐）有り/13台

中央区新町1丁目6-12

中央区古城町1-6

(診)午前[ 月 ~ 土 ] 9：00~12：30
午後[月･水･金]14：00~19：00
[ 火 ]14：00~18：30
(休)木･土曜午後、日曜祝日

(営)9:00~17:30
(休)土曜･日曜･祝日
・駐車場有り(4台)
・蔚山町電停より徒歩1分

18

17

中央新町1丁目1-27

(営) 5：00〜深夜1：00
(休) 年中無休（駐）有り/４台

原始居酒屋

うり坊

中央区新町1丁目2-12

(営)17：00〜24：00
(休)水曜日（駐）有り/３台

20

19

山内本店自動販売機 学研 ココファン新町教室 有限会社 金峰不動産 八百柿 ~かきやま商店~
☎096-232-3300
(営)24時間営業
(休) 無休 （駐）なし

LPガス、水回り修理、住宅設備、リフォームなどの相談はお気軽に！

リボンガス株式会社
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中央区新町1丁目10-30 1F

中央区新町2丁目4-23

(指導日)月・火・木・金 14：30 19：00
(対象）幼児・小学生
(指導教科）国語・算数、英語

(営) [平日]9:30~18:00 [ 土 ]9:30~12:00
(休) 日曜・祝日
(駐)店舗前に縦列駐車2台可

☎080-2758-9115

〜

※無料体験随時実施中！
※月謝 / 国・算、週２回 8,800円（税込）

☎096-325-5600

※新町電停より徒歩1分
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入江タクシー

☎096-354-2121

(営)11：30〜15：00/18:00〜22：00
(休)月曜日 (駐)3台分完備

（営）24時間営業
お出かけから観光まで。
深夜・早朝・遠路のご用命は
早めにご予約ください。

総合建設業 株式会社 森商グループ

このマップに掲載を希望される方は、エスマップ事務局まで。

(営)9:00~19:00
(休)日曜･祝日

・買い物にお困りの方へ宅配も承って
おります。お気軽にご相談下さい！

花長生花店

中央区新町4丁目2-1

☎096-322-6149

(営)9:00~18:00
(休)年始1日~3日

・新町電停すぐ！
・心を癒す切花やフラワーギフト等
豊富に取り揃えております。

①生活便利マップの配布（熊日朝刊にて校区内の熊日購読者宅に配布）

「誠実･親切･安全」
を社是に掲げ 定番 ”とんかつ”から、変わりとんかつ 1串1串、丁寧に仕込み、備長炭で焼く
お客様に満足頂ける快適空間を創造 かつ丼・かつカレーまで、自宅にお届け！ 本格的焼鳥をご賞味ください！

中央区新町2丁目11-29

☎096-339-2721

☎096-352-3998

エスマップ事務局では、熊本市の92小学校区で、地域（校区）のみなさまに、

※リフォーム床暖房ショールーム有り
※日曜・祝日でも事前予約受付ます！

北区武蔵ヶ丘2-1-35

中央区新町4丁目1-20

お祝い･花束･アレンジ･
供花スタンド･各種承ります。

エスマップ会員募集

0120-039-084

営 8:30~17:30 休 日曜・祝日

女性に人気のあっさり魚介スープ！

編集･発行：エスマップ事務局 ☎ 096-288-5664

河島サイクル 空と月と太陽

中央区新町3丁目2-7

が運営する高齢者住宅１Ｆに 新町電停近くに移転しました！売買 創業昭和18年 野菜ソムリエが
山内本店の醤油・味噌・各種商品等を 『学研』
開室した国語・算数セットの学習教室 賃貸・テナント・相続何でもお任せください！ 常駐する青果･食料品を扱うお店。
24時間いつでもご購入頂けます！

魚介ラーメン 武蔵
熟練スタッフによる本格施術で
根本改善！受付スタッフは
育児経験あり！

下町の自転車店

14

熊本市西区小島5-16-26

熊本市中央区新町1丁目10-36
TEL：096-323-8522

目立つところに貼ってお使い下さい！

中央区新町３丁目6-1

☎096-322-6578

※自動販売機での取扱商品など、詳細の
お問合せは、山内本店までご連絡下さい。

ユーミーマンションは全国7,100棟、
90,000世帯に支持される
高品質･低家賃の賃貸マンション

一新地域
コミュニティセンター

10

熊本整骨院

中央区新町1-10-39 プライムハイツ1F

（ 所管：壺川、城東、慶徳、一新、五福 ）

9

8

服部
胃腸科

サキサカ
病院

熊本市中央区新町4丁目1-26
TEL：096-319-0222

※唐揚げの他、馬刺し他居酒屋メニュー有
※2023年より、２階席拡張予定。１組限定
貸切にて会食承ります。
（10名様まで）

肥後象嵌 光助

16
15

21

地域拠点情報

※当館は、熊本市と防災協定を結び、非常
時の一時的な避難場所としてもご利用
いただけます。

宮本建設株式会社

中央区新町3-6-18

第一高等学校

(有)金峰不動産
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※2021年3月現在地に移転オープン！
※お誕生日ケーキ・クリスマスケーキ
は予約優先での販売です。

(営)11：30〜14：00/17：00〜21：00
(休)不定休（駐）有り/４台

地域に根付いた、
温かい医療サービス 暮らしが変わる！あたらしい洗濯！ 原始的な囲炉裏の遠火で炙る本格的
体の痛みや外傷に悩んでいませんか？ 不動産登記･会社関連登記･
とにかく魚が旨い！
1958年開業の当院に一度ご相談を！ 成年後見制度等のご相談等承ります。きめ細やかで心のこもったクリニック 新町にお洒落なランドリーがOPEN! 炭火焼の居酒屋。

一新地域コミュティセンター

ささえりあ 熊本中央

中央区新町3丁目1-26

☎096-240-3185

※営業時間、休日については、ホームページを
ご参照ください。
（駐）有り/40台

☎096-324-8001

彩 〜sai-sai〜
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●八木カレー

LAʼCLASS

高田千年
クリニック

16

※心に悩みのある方、人生に疲れた方、
お気軽にご相談にお越しください！

きむらの唐揚げ

☎096-353-6391

(営)11：:00~19：00
(休)不定休（駐）有り/8台

日曜礼拝 / 日曜日10: 50
聖書の学び / 水曜日10:50

中央区段山本町4-1

☎096-359-2400

☎090-7462-8889

(営)11：30〜14：30(OS)/17:00〜20:30(OS)
(休)日曜日 （駐）有り/４台

黄医院

（一時避難場所）

中央区段山本町5-33

“新町”で美味しい定食を食べるなら 創業６８年。
新町・古町の町屋再生を 熊本の伝統工芸「肥後象嵌」の老舗。創業70年二代目店主が営む下町の カラダを伸ばしにきませんか？？ 今
自転車店。24匹の猫がお出迎えします！ 話題のハンモックヨガやっています！
ここ！夜は晩酌にぴったりの単品も！ 中心に、
新築・リフォームを承ります。くまモン作り体験できます。

10

お食事処

11

熊本聖書教会 サンタ・プレ上熊本店 熊本YMCA本館

☎096-355-3087

7

二の丸公園

中央区新町3-5-13-1F

西山中学校

日本アッセンブリーズ
オブ・ゴッド教団

中央区島崎1丁目23-32

（一時避難場所）

河島サイクル

熊本整骨院

１

4

当教会は日本の文化を大切にしている 旬の素材を生かした厳選した材料で、 専門学校・日本語学校・子どもから 昼は、
地域の皆様との交流を大事に。
お弁当とテイクアウト！
無料送迎･往診承っております。 プロテスタントのキリスト教会です。 想いが伝わるお菓子作りを目指しています。 大人までの語学教育等を展開
夜は、
居酒屋とテイクアウトのお店。

サンタ・プレ上熊本店
熊本YMCA本館

3

QRコードから
You Tube版の
エスマップが
ご覧になれます
＞

チャンネル
うとデンタルクリニック

2

5

宅 配とんかつ
専 門 店

かさねや 熊本店 焼鳥 がくんげ

中央区新町4丁目9-19

☎096-327-9790
(営) 11：00〜22：00
(休) 年中無休 （駐）無し

※肉めし、出前館からもご注文できます！
詳しいメニューは、こちらのＱＲコードを
読み込んでください。→

中央区島崎1丁目2-2

☎096-324-0133

(営)18：00〜23：00 (L.O 22：30)
(休)水曜・隔週火曜（駐）３台
※おかげさまで、今年で5年目を迎えます。
※席数 / カウンター８席、座敷席６席
※お早目のご予約をお願いします。

②ラジオ番組（FM791エスマップ）
での校区のお店紹介（1年を通して紹介可能）
③校区のポータルサイトの提供（時刻表やゴミ出しカレンダー・お店情報など）
④Youtube版エスマップチャンネルにて、動画で校区のお店を紹介
上記の地域情報サービスを
「校区の異業種交流事業」
として、毎年、実施しています。
参加を希望される事業所のみなさまは、
エスマップ事務局までお問合せください。

エスマップ事務局 ☎ 096-288-5664

小学校区の異業種交流事業として、異業種交流会エスマップの協力で発行しています。

