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郵便局

博物館

図書館（圖書館）

前川

銀行

八代商工
会議所

ランチ紹介ランチ紹介

（公寓）
（公寓）

（郵局）

（商務飯店）

（商務飯店）

マンション マンションたまりんば

ビジネスホテル

銀行

銀行

NTT

銀行

ビジネスホテル

廁所

松濱軒

うさぎとねずみ60

おすすめプレート 980円
（推薦拼盤）

桂華ラーメン73

ラーメン 580円
（拉麵）

焼肉翔宴52

焼肉ランチ 1,080円

炎40

焼肉ランチ 515円
（燒肉午餐） （燒肉午餐）

セレクトロイヤル八代53奥田商店29

お弁当 535円
（盒飯）

マルコ・ポーロ28

日替りランチ 680円
（今日招牌午餐）

天笑19

からあげ定食 600円
（炸雞定食）

いけす料理宗弘15

刺身定食 1,700円
（生魚片定食）

居食処こぞり3

からあげ定食 750円
（炸雞定食）

げんきや本舗31

日替りランチ 700円
（今日招牌午餐）

日替りランチ 1,100円
（今日招牌午餐）

P

2丁目

1丁目

Wi-Fi Wi-Fi

Wi-Fi
WiFi 使えます
（可以使用WiFi）

WELCOME
YATSUSHIRO
WELCOME
YATSUSHIRO

YATSUSHIRO 　MACHINAKA　GUIDE MAP

14. 宮田電気（宮田電氣） 家電（家電）

15. いけす料理宗弘（Ikesu料理宗弘） 飲食（餐飲）

16. 深川商店（深川商店） 雑貨（雜貨）

17. 大阪屋衣料店（大阪屋衣料店） 衣料（衣料）

18. とみた薬品（Tomita藥品） 薬・化粧品（藥品化妝品）

 19. 天笑（天笑） 飲食（餐飲）

20. 山中呉服店（山中吳服店） 呉服（和服）

21. 池田宝石店（池田寶石店） 時計・宝石（鐘錶寶石）

22. シュンシュン（Shun-Shun） アイス（冰淇淋）

23. 鶴屋生活彩館（鶴屋生活彩館） 食品・ギフト（食品禮品）

24. ファッションハウスＹＯＫＯ（服飾店YOKO） 衣料（衣料）

25. ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｓｐａｓｈｕ（Hair Make Spashu） 美容（美容）

26. ｓｉｅｓｔａＲｏｏｍ（Siesta Room） 雑貨（雜貨）

 53.セレクトロイヤル八代（Select Royal 八代） ホテル（飯店）

54. 成電社（成電社） CD・音楽（CD音樂）

55. らんかん（Rankan） 飲食（飲食）

 56. キャッスル八代（Castle 八代） 介護（看護）

 57. 小料理まさ（小料理 Masa） 飲食（餐飲）

58. 八福商店（八福商店 ） 食品（食品）

59. くわさき洋装店（Kuwasaki服裝店） 洋装（服飾）

60. うさぎとねずみ（Usagi to Nezumi） 飲食（餐飲）

61. 長江美巧堂（長江美巧堂） 時計・メガネ（鐘錶眼鏡）

 62. 泉屋陶器店（泉屋陶器店） 陶器（陶器）

63. 京染粋染（京染粹染） 呉服（和服）

 63. 庄野学生堂（庄野學生堂） 書籍・楽器（書籍樂器）

 64. タイガー（Tiger） 手芸（手工品）

 1. 寺本呉服店（寺本吳服店） 呉服（和服）

 2. ペガサス（Pegasasu） 美容（美髮）

 3. 居食処こぞり（居食處kozori） 飲食（餐飲）

 4. 洋装のヤマモト（洋裝yamamoto） 衣料（衣料）

 5. こどもや（Kodomoya） 玩具（玩具）

 6. アムローズ（amrose） ギフト（禮品）

 7. 学生服のしょうの（學生服syouno） 学生服（學生服）

 8. ＰｉｎｋＴｒｅｅ（PinkTree） 食品（食品）

 9. 山園仏壇店（山園佛壇店） 仏具（拜拜用品）

 10. 沖田商店（沖田商店） 文具（文具）

 11. クイン美容室（Kuinn美容室） 美容（美髮）

 12. 山内商店（山內商店） 雑貨（雜貨）

13. マックスバリュ八代店（Maxvalu八代店） スーパー（超市）
　

27. べじっ太はうす（蔬菜House） 野菜（蔬菜）

28. マルコ・ポーロ（Marco Polo） 飲食（餐飲）

29. 奥田商店（奧田商店） 飲食（餐飲）

30. ビューティーハウスTOMITA（TOMITA） 美容・化粧品（美髮化妝）

31. げんきや本舗（Genkiya本舖） 飲食（餐飲）

32. 商店街の0298さん（商店街0298san） 肉屋（肉店）

33. 髙濱屋呉服店（高濱屋吳服店） 呉服（和服）

34. マルクラ（Marukura） 衣料（衣料）

35. 大根屋（大根屋） 野菜（蔬菜）

36. ロビンオム（Robinomu） 衣料（衣料）

37. 開眼堂（開眼堂） メガネ（眼鏡）

38. あさひ（Asahi） 傘（傘·雨具）

39. PLAIRE（PLAIRE） 衣料・小物（衣料・雜物）

40. 焼肉炎（炎） 飲食（餐飲）

41. 油屋呉服店（油屋吳服店） 呉服（和服）

42. 中央タクシー（中央計程車） タクシー（計程車）

43. ロビン（Robin） 衣料（衣料）

44. ２ｎｄＡｖｅ（2nd Ave） 衣料（衣料）

45. 美容プラージュ八代店（美容Plage八代店） 美容（美髮）

46. メガネは長江（眼鏡長江） メガネ（眼鏡）

47. 大岡染物（大岡染物） 帆布旗（幟）

48. 靴のボンネ（鞋Bonne） 靴（鞋子）

49. 大岡玩具店（大岡玩具店） 玩具（玩具）

50. ユゲキン商店（Yugekin商店） 雑貨・衣料（雜貨衣料）

51. やさい村（蔬菜村） 野菜（蔬菜）

52. 焼肉翔宴（燒肉翔宴） 飲食（餐飲）

 65. 中村食品（中村食品） 漬物（醬菜）

 66. 園部理容（園部理髮） 理容（理髮）

 67. ひごや衣料（Higoya衣料） 衣料（衣料）

68. 一心太助（一心太助） 干物（乾物）

 69. 浜大松園（濱大松園） お茶（茶葉）

 70. ノンノン（Non-non） 衣料（衣料）

 71. スノーマン（Snowman） 洋菓子（西式點心）

 72. 三笠屋（三笠屋） 衣料（衣料）

 73. 桂華ラーメン（桂華） ラーメン（拉麵）

 74. 花城園（花城園） 花屋（花店）

75. マルショク（Marushoku） スーパー（超市）

制作：八代商工会議所

餐　飲

食　品

生　活

Service

3 15 19

29 31 40

28

60

73

53

52

シャトルバス発着地シャトルバス発着地（接駁公車出發抵達地）（接駁公車出發抵達地）

シャトルバス発着地シャトルバス発着地（接駁公車出發抵達地）（接駁公車出發抵達地）

公 園公 園

本 町 拱 廊本 町 拱 廊

厚生会館ホール

750m
300m

120m

（厚生會館大廳）

公 園公 園
近
路
近
路

シャトルバス発着地シャトルバス発着地（接駁公車出發抵達地）（接駁公車出發抵達地）

Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi


