商店街

繁根木地区
繁根木八幡宮
官軍の本営が置

ワイワイ賑やかに友人やご家族と、

かれ、薩軍と対

心静かにお一人で…

があふれました。
石垣には今も弾
痕が残っている

ハローポイントの達人

戦し多くの兵士

ちょっと、 足を運んでみてはいかがですか？

加盟店マップ

西南戦争時には

商店街には、 見どころやイベントが盛り沢山！
！

スケジュール

観光

高瀬地区

と言われていま
す。

玉名の初夏を彩るのが「高瀬裏川花しょうぶまつり」です。
約 6 万 6 千本の花しょうぶを愛でながら、江戸時代か

商品券

高瀬裏川花しょうぶまつり

らの石橋や石垣などが残る高瀬裏川公園を散策。『花摘
常時交換

み娘』によるお花のお手入れの様子も楽しめます。

高瀬七天神

㊾

㊿

し

居酒屋 兆治

お店の

し



し

こだわり選んだ
自然食品の店

し

営業時間／9：30〜19：30
定休日／日曜日、祝日
〒865-0064 玉名市中65-5
TEL 0968-74-4954 FAX 74-4647



ライファ玉名

 美容室ヘアーアートシャイ タクター

し

お店の

営業時間／9：00〜18：00
定休日／日曜日・祝日
〒865-0052 玉名市松木40-3
TEL 0968-73-4126 FAX 73-3554
lifatamana@mx22.tiki.ne.jp
http://lifa-tamana.com/

松本建設株式会社のリ
フォーム事業部として、
LIXIL（ 旧 INAX）と提携
しております。全面改
装、新築、修繕まで何で
もお申し付けください。
工事中のマナー、ご近
所への配慮も徹底して
います。完了後の無料
定期点検も、力を入れ
実施しています。

いちお

営業時間／火〜金 10：00〜20：00
土・祝
9：00〜19：00
日
9：00〜18：00
定休日／月曜日、第1日曜日、第3火曜日
〒865-0058 玉名市六田29-2
TEL 0968-74-3312 FAX 74-3383
shy@wine.ocn.ne.jp

小さなお子様連れのお
客様が、安心してご利
用頂ける託児スタッフ
常駐の託児 ROOM が
あります。
また、癒しの空間の中
でのヘッドマッサージが
充実しており、ご 好評
頂いております。
ご予約専用ダイヤル
0120-485-481

クーポン券

手軽に始める
マクロビオティック！

し

シミ抜きに一番力を入れ
ています。大切な衣類、諦
めていたシミなど是非一
度お試しください。ありっ
たけの技術でチャレンジし
ます。剣道の防具クリーニ
ングします。汗の臭い気に
なられる方にお勧めです。
水・土曜2割引（特殊品除
く）、誕生日月はハローポ
イント3倍
（1回）
になります。

加盟店募集

営業時間／9：00〜19：00
定休日／日曜日
〒865-0064 玉名市中38-3 玉名駅通
TEL 0968-74-4476
TEL/FAX 72-4766

煮込み料理にも

痛みの栄養剤
「オキソピタン
ＤＸゴールド」

営業時間／ 7：30〜20：00
（土曜日19：00まで）
定休日／日曜日、祝日
〒865-0064 玉名市中1089-5
TEL 0968-74-1356 FAX 74-1384

いちお

10P
（100g）
が1,620円
そのままでも、

ギックリ腰

お店の

酵素エコシア 80種入

8：00〜11：30

11：30〜14：00

腰痛

なんと1Pに10g

420円〜490円

680円
（飲物付）

五十肩

いちお

モーニングサービス

530円

肩こり

お店の

いちお

営業時間／8：00〜20：00
定休日／日曜日
〒865-0064 玉名市中33
TEL 0968-74-2911

ひざに水が溜まる

新鮮な刺身

コアハウス玉名店

いちお

ひざ痛

揚げたて辛子レンコン



し

お店の

いちお

新鮮刺身盛り合わせ

など色々

し

せざきクリーニング店

お店の

（自家製）
カニクリームコロッケ

営業時間／ 17：30〜23：00
（ラストオーダー22：30）
定休日／日曜日
〒865-0015 玉名市亀甲56
TEL 0968-73-4927



くすりの吉永

いちお

お店の

ランチサービス

奉納演芸などがあります。

たまなスタンプ会

珈琲館 てむじん（鉄木真）

か所に、地元の人たちにより大切に祀られています。

ひまわりテレビ



季 大 祭 が 行 わ れ、節 頭 馬、

ＥＣＯ

営業時間／8：00〜19：30
定休日／日曜日
〒865-0064 玉名市中48-5
TEL/FAX 0968-72-4818
asp.michi@gmail.com

10 月 28 日、29 日 に は 秋

町 ( 魚屋町 )、本町、田中町、東下町、下町、造町の 7

お店の

いちお

各種時計・眼鏡・貴金属
の販売及び修理専門店
のシマダ時計店です。
アンティークな時計か
らブランド時計まで可
能な限り修理等対応し
ております。
他店でお買い求めの時
計・眼鏡・貴金属の修理
でも遠慮なくお持ちく
ださい。

学問の神様として親しまれる天神さんが、天満町、裏

観光商店街

シマダ時計店

五穀豊穣に感謝して毎年

地域応援券

玉名納涼花火大会

Ｗチャンス

繁根木八幡宮秋季大祭

2000 年の歴史を持つ肥後の国の古

弁当専門店 まる屋

の霊水」として大切にされています。

立願寺公園



ただく憩いの場として設置された立願寺公園では年間
を通じて様々なイベントが開催されます。また園内に

し

必見 !! 多くの夜店が立ち並び、
たくさんの人出で賑わいます。



お店の

店です！
！
！

ご来店をスタッフ一同
心よりお待ちしており
ます。

営業時間／火〜金 10：00〜20：00
土・祝
9：00〜19：00
日
9：00〜18：00
定休日／月曜日、第1火曜日、第3日曜日
〒865-0066 玉名市山田1750-10
TEL 0968-76-7123 FAX 76-7133
shy-g@sa2.gyao.ne.jp



し

になります。
ぜひ一度ご来店くださ
い★

し

し

お店の

ついじシュー
ついじロール

です。

共に食べやすい味、値

ワンちゃんに優しいお

段で御用意しておりま

店を目指しています。

す。

コイン洗車場完備
〈水洗い洗車100円〉
カーコン車検
車検ご予約で、

営業時間／9：00〜19：00
定休日／日曜日
〒865-0065 玉名市築地95
TEL 0968-73-3052 FAX 73-7052

キズへこみ直しの
技術工賃20％OFF

クーポン券

営業時間／10：00〜20：00
定休日／1月1日のみ
〒865-0065 玉名市築地188
TEL 0968-71-0030 FAX 71-0016

いちお

加盟店募集

ホテルは年中無休で、

■映像制作
■成人式・七五三他撮影
■遺影写真・写真修復
■フィルム現像
■デジタルプリント
■証明写真
■フォトブック
■各種ダビング
写真・映像のことならお
まかせください。

 カーコンビニ倶楽部 村田自動車

いちお

ワクチン証明書が必要

宜しくお願いします。

営業時間／8：30〜19：30
定休日／年中無休
〒865-0066 玉名市山田字平嶋2198-6（築山郵便局前）
TEL 0968-73-5538 FAX 73-9318
t-color@poppy.ocn.ne.jp
http://www.tamanacolor.com/

お店の

いちお

営業時間／9：00〜17：00
定休日／日曜日、祝日
〒865-0058 玉名市六田18-8
TEL/FAX 0968-73-3536

アップスパが初回半額

ラトリエ

お店の

Ⓐ頭皮デトックスコース
癒されます〜♡

いちお

男性から女性に人気の
リラクゼーションリフト

し

お店の

たまなスタンプ会

犬のカット18番館

㈲玉名カラー

のせたオーダーケーキ
も好評です。
（要予約）

ひまわりテレビ



です。



バースデーケーキ等に
は好きなキャラクターを

ＥＣＯ

営業時間／10：00〜20：30
定休日／ 水曜日
（イベント時等変更代休有）
〒865-0058 玉名市六田13-13
TEL/FAX 0968-72-0938

❖ヘッドスパメニュー
あります❖

七五三・成人式・卒業式
等 のセット＆着付 のご
予約承ります。

女性スタッフのみのお

ムが絶妙のロールケー
一度試してみる価値有

いちお

営業時間／火〜金 9：30〜19：00
土・日 9：00〜19：00
定休日／月曜日、第3火曜日
〒865-0058 玉名市六田13-9
TEL/FAX 0968-73-7723

しっとり生地と生クリー
キ
（はなももの大俵）は

営業時間／10：00〜20：00
定休日／月曜日
〒865-0065 玉名市築地191-4
TEL/FAX 0968-73-7049

いちお

いちお

お店の

Ⓑ炭酸エイジングコース
3,240円
（シャンプー・ブロー付）

し

開店来、人気のパイドゥ
シュー。

お店の

お店の

いちお

し

し

 美容室シャイ グラングー

菓子。

観光商店街

し

はなもも

営業時間／9：00〜18：00
定休日／月曜日、日曜日不定休
〒865-0065 玉名市築地216
TEL 0968-72-0266

いろとりどりのショート
ケーキや種類豊富な焼

地域応援券

玉名温泉夢まつり

予約優先になります
★カット ￥3,000〜
★カラー
（リタッチ）
￥5,000
★マニキュア
￥4,500
★パーマ ￥7,000〜
★縮毛矯正
￥10,000〜
（パーマ、縮毛矯正は髪
の長さで変わります。）
▲

の「落武者じゃんけん大会」は

し

いちお

Ｗチャンス

歩行者天国で開催され、定番

ます。

常時交換

毎年 8 月の土曜日、玉高通り

民病院、その他の処方
せんも受け付けており

お店の

いちお

ザ・夜市

玉名中央病院、荒尾市

アニヴェルセール

▲

ています。

 カットハウス ジュラン



ヘアエステ pas cher.

西部地区

間接リウマチ、神経痛、皮膚病に効果があると言われ

営業時間／9：00〜18：00
定休日／月曜日、第1・3日曜日
〒865-0058 玉名市六田4-1
TEL/FAX 0968-74-0103

営業時間／ 月火木金 8：30〜18：30
水土
8：30〜13：30
定休日／日曜日、祝日
〒869-0224 玉名市岱明町大野下1513-6
TEL 0968-57-5008 FAX 57-5006
happy2taimei@theia.ocn.ne.jp
http://www.happy-pharm.co.jp/

お店の

は「しらさぎの足湯」があり、泉質は単純弱放射能温泉で、

個性的に
もっと
綺麗に！
！

健康づくりのお手伝い
を心掛けております。

商品券

市民や玉名を訪れた人たちに気軽に温泉を楽しんでい

日常のお弁当からお盆
や正月の仕出し料理ま
で手掛けております。
お店のいちおしは、新
ジュー
商品のまる屋の JU、選
んで重ねるお重です。
すし、
おかず、
サンドイッ
チなどお好きなものを
選べ、運動会やホーム
パーティーで人気です！
！

ハローポイントの達人

営業時間／ 午前 9：00〜14：00
午後17：00〜20：00
定休日／日曜・祝日（予約は承ります。）
〒869-0222 玉名市岱明町野口2123-1
TEL 0968-69-8338 FAX 69-8339

いちお

加盟店マップ

り、清らかな御神水が湧出し「福授

びようしつ乙女座

し

お店の

いちお

で御神陵の真横に「長者の泉」があ



し

㈲ハッピー薬局 岱明店

お店の

名社。疋野長者伝説ゆかりの神社

湯けむり朝市



スケジュール



疋野神社

玉名温泉地区



伊倉地区



湯めぐりの里 竹乃香

し

司ボウル玉名

お店の

道路を挟んで向かい合う伊倉南・北

八嘉夏まつり

八幡宮は、1300 年以上の歴史を持
ちます。毎年 2 回、春と秋に大祭が

ラオケのど自慢大会、ライブ、○×クイズなど催しも

あり、「節頭馬追い」や美しく着飾っ

のが盛りだくさん！！毎年、多彩なゲストがステージ

た女性が稚児を伴い町を練り歩き社

を盛り上げます。

参する「練り嫁行列」などが有名です。

 ホテルしらさぎ（レストランひきの）

し

上と考えられています。枝張りは 10 メートルをこえて、
毎年 4 月下旬から 5 月上旬頃にかけ満開となり、長さ 1



お店の

19円より

し



さつき別荘

お店の

営業時間
ランチタイム 11：30〜15：00（OS14：30）
ディナータイム 17：30〜22：00（OS21：00）
定休日／日曜日
〒865-0016 玉名市岩崎1176-5
TEL/FAX 0968-71-0365

◦名刺

ランチ”
がおすすめ！
！

◦封筒

メインの６品の中から２

◦ハガキ

品チョイス！
！

お気軽に、

今、ひそかにおすすめ

ご相談ください！
！

なのが“やわらか揚げ
豚足”
ぜひ、ご賞味あれ！
！

し

営業時間／8：30〜18：00
定休日／日曜日・祝日
〒865-0015 玉名市亀甲261
TEL 0968-72-2535 FAX 72-4648



第一滝川写真館

お店の

し

お店の

いちお

いちお

カサブランカ

証明写真

優雅で香り高く凛とし
たオリエンタル系の白

七・五・三

百合。

成人式

年中取揃えております。

営業時間／10：00〜20：00
定休日／日曜日（予約可）
〒865-0015 玉名市亀甲261
TEL/FAX 0968-73-6695

家族御写真

営業時間／9：00〜19：00
定休日／水曜日
〒865-0015 玉名市亀甲265-7
TEL/FAX 0968-72-2591

（ハロースタンプ3倍）

クーポン券

営業時間／7：00〜22：00
定休日／不定休
〒865-0016 玉名市岩崎368-2
TEL 0968-72-3157 FAX 72-3159
info@satsukibessou.com
http://www.satsukibessou.com/

玉名温泉の中心部の高
台に建つ源泉かけ流し
の温泉旅館です。
９月より、お手軽昼ラン
チを始めました。
料理長自慢の鯛茶漬け
1,080円をぜひご賞味
ください。
※昼 ラ ン チ 利用者 は
500円追加で入浴可。

いちお

ランチタイムの
“週替り

フラワーショップ 仁

いちお

し

お店の

加盟店募集

営業時間／18：00〜25：00
定休日／木曜日
〒865-0061 玉名市立願寺565-1
高木ビル1F
TEL 0968-72-6163

店内の50インチの大画
面で、スポーツや映画
を見ながら、美味しい
お酒と料理でゆっくりと
時間を過ごせる店です。
カラオケもなく、仲間と
楽しい時間を過ごして
ください。
おすすめのワインもあ
りますよ。

し

㈲玉名民報印刷

いちお



し


お店の

お店の

いちお

営業時間／7：00〜20：00（月〜土）
定休日／日曜日（祝日営業）
〒865-0016 玉名市岩崎460
TEL 0968-72-4532 FAX 72-6121
atushi1209@ab.auone-net.jp

たまなスタンプ会

BAR & DINING FREE

きれいにしております。

ひまわりテレビ

営業時間／18：00〜24：00
定休日／不定休
〒865-0065 玉名市築地433-1
TEL/FAX 0968-72-7188

大小宴会受付中！
！
4名〜60名、
40名以上貸切 OK
人気フード ゴボウの唐
揚、サーモンのカルパッ
チョ、生ハムサラダ、カ
エルの唐揚など、90品
以上盛り沢山あります。
自家製辛子レンコンな
ど人気上昇中！
！

超撥水洗車 DU コート
で
（車内清掃含む）車を

ＥＣＯ



し

煌

いちお

デジカメプリント

営業時間／9：00〜18：00
定休日／木曜日
〒865-0065 玉名市築地328-2
TEL 0968-73-8755 FAX 74-1735

中国料理

お店の

いちお

激安



当店おすすめのイオン

観光商店街

し

円満居酒屋 ついじ村

いちお

地域応援券

メートルにも及ぶ花房は、豊かな香りを漂わせます。

し

お店の

Ｗチャンス

営業時間／11：30〜14：00（13：30ラストオーダー）
定休日／土・日・祝日
〒865-0016 玉名市岩崎730
TEL 0968-72-2100 FAX 73-8445
info@shirasagiso.jp
http://shirasagiso.jp/

題などお得な企画が盛
りだくさん！
！

常時交換

山田日吉神社の境内にあるフジの古木で樹齢 200 年以

ホテルしらさぎは、平日
にランチバイキングを
実施しています。
和洋中の中からメイン
料理をお選びいただき、
ビュッフェとドリンクの
コーナーは食 べ 放題、
飲み放題！メインは月替
わりとなります。
充実のランチタイムを
お楽しみください。

ムパック、週末投 げ 放

㈲城戸石油店

いちお

山田の藤

富士写真センター



お店の

築山地区



営業時間／ 日〜木曜日 10：00〜24：00
金・土・祝前日 10：00〜深夜3：00
定休日／なし
〒865-0061 玉名市立願寺543
TEL 0968-72-5555 FAX 72-5511
t-bowl@soleil.ocn.ne.jp
http://www.tsukasa-royal-hotel.co.jp/bowl/

商品券

東部商店会の大イベントと言えば「八嘉夏まつり」。カ

モーニングタイムサー
ビスや平日限定２ゲー

ハローポイントの達人

伊倉南北両八幡宮

いちお

加盟店マップ

営業時間／ 平日
12：00〜24：00（23時受付終了）
土・日・祝 10：00〜24：00（23時受付終了）
定休日／なし
〒865-0005 玉名市玉名1989
TEL 0968-71-2615 FAX 72-2166
http://www.tikusuien.co.jp/kazokuyu.html

14部屋 それ ぞ れに 趣
の違う造りにしており
ますので毎回違うお風
呂を楽しんでいただけ
ます。
お湯は肌に優しく、風呂
上がりもしっとりとして
化粧水を使わなくてい
いと言われる方もいら
っしゃいます。

し

お店の

いちお

スケジュール

東部地区

