
全国的にも有名な淡路島の玉ねぎを
贅沢に使ったバーガーショップです。

☎ 096-285-7374
(営)11：00～15：00 / 16：00～20：00
(休)年末年始   (駐)有り/８台
※月替わりバーガーで飽きさせません！
※イベント等の出展情報は、インスタ→
　でご確認ください！

淡路島バーガー
東区尾ノ上２丁目14-14

熊本東尾ノ上店

旧三菱引込線

淡路島バーガー
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☎096-288-6270
(営) 9:00～12:00 / 15:00～19:00
（休）土曜午後・日曜・祝日
（駐）有り/３台　※予約優先
※各種保険取扱い ※交通事故治療
※スポーツ整体 ※美容整体骨盤矯正、等

みやもと整骨院
東区尾ノ上3丁目14-3

あなたにとって、最高の ボディバ
ランスを提供します！

☎096-381-0721
(営)8:30～19:00
(休)日曜･祝日
・駐車場有り(6台) ・お見積り無料
・当社では熊本県産のい草に拘っています。

やすらぎ
工  房 (有)本田たたみ店
東区尾ノ上3丁目13-5

畳･襖･網戸からお部屋のリフォームまで。
お悩みの方は今すぐお電話を！

家のメンテナンスに関する「困った」
にワンコインんで駆けつけます！　

　 0120-73-1981
(営)9:00～18:00
(休)日曜日 (駐)有り/3台
業務内容 /  TVアンテナ・エアコン
リフォーム・各種電気のトラブル
プロジェクションマッピング

サヨ・エンタープライズ（株）
東区尾ノ上3丁目6-15

黒板のあるお店・尾ノ上校区のデンキ屋さん・あやカフェ

酔う気な板前のごはん処。安心の調味料
と地産地消のお野菜を使った料理のお店

☎096-384-1117
(営)11:30～14：30/18:00～22：00
(休)月曜 (駐)有り/ ４台
※お野菜たっぷり日替わりランチ
※手作り無添加シロップかき氷

こだわり家Kitchen Lab無垢
東区尾ノ上1丁目48-15

家庭的で老若男女に親しまれる
尾ノ上で30年営業を続ける美容室

☎096-381-8697
(営)9:30～19:00
(休)月曜・第1日・月・火
※時間外予約も受け付けています。
※移動が困難の方、送迎いたします！

hair cut club おぷしょん
東区尾ノ上1丁目48-15

隠れ家のようなお部屋で、美味しい
お料理とお酒をお楽しみ下さい。

☎096-340-8686
(営)[昼]11:30～14:30(土・日･祝休み)
[夜]18:00～24:00

(休)不定休（駐） 有り/20台
※ご予算に応じて、ご宴会のご予約
　承ります。

隆之屋 武膳
東区尾ノ上2丁目14-11

☎096-384-6123
(営)9:30～18:00
(休)日曜･祝日(繁忙期を除く)
・駐車場有り(3台)
・お忙しいお客様の為に
日･祝日も対応致しております。

不動産の(有)熊コーポレーション
東区尾ノ上1丁目44-22

無料査定･秘密厳守･迅速対応にて
不動産全般のご相談を承っています。

壁紙や床シートの貼り替え､窓回りの
カーテン等､創業35年の内装工事専門店。

☎096-384-4313
(営)9:00～19:00
(休)日曜日
※インテリアに関する事はご相談を！ 下さい。
※インテリアに関心のあるスタッフを
募集しています！

総合インテリア(有)さとざき
東区尾ノ上1丁目39-10

おしゃれ大好き”好服美人”
着ることを楽しむ全ての好服女性へ...

☎096-387-3459
(営)10：00~19：00

台7/り有）駐（日曜水)休(
※クラブハウスのブログ「好服美人」は
新着や着こなしを365日発信中です。

クラブハウス
熊本市東区尾ノ上1丁目25-24

◎名刺、チラシ、伝票等の印刷全般
◎パソコントラブル、データ復旧

☎096-368-7707
(営)8:30～17:30
(休)第2・第4土曜、日曜、祝日
・PC・HDDのデータ復旧無料診断

印刷・データ復旧 (株)モリシマ
東区錦ケ丘21-9

◎ やっぱり車検はコバックで！
◎ 新車が全てコミコミ低額で！

☎096-369-0114
(営)8：30～19：00

り有）駐（日祝・日曜水)休(
※車検・点検・修理・保険
※新車・中古車販売

　　 ロータスマツオ
東区尾ノ上4丁目20-34

おくるまの
ことなら

洗って乾かすまでノンストップ！
　      電話で空き情報がわかります！

☎096-285-3491※空き情報案内
(営)24時間営業/年中無休
・カビ菌・雑菌の無菌証明有り
・乾燥機6台/洗濯乾燥機4台

・運営会社：東進産業 096-383-3190

コインランドリーどるふぃん月出店

東区月出1丁目7-27

相談しやすい雰囲気と情報提供を
大切にします。お気軽にご相談下さい！

☎096-285-8181
(営)9:00~18:00
(休)土曜･日曜日
・駐車場有り(2台)
・登記･相続･遺言･裁判事務･財産整理

きただ司法書士事務所
熊本市東区月出1丁目7-46  1F

~心に響く教育~ 子育てのための
ピアノ教室。無料体験レッスン実施中！

☎096-386-8248
(営)9:00~19:00
(休)年末年始のみ
・駐車場有り(20台)
・新品･中古ピアノの販売･調律･修理承ります。

(株)ピアノハープ社
熊本市東区月出6丁目3-20

大切な家族のワンちゃん・ネコちゃん
を心込めてをおもてなしいたします。

☎096-385-0839
（営）9:30～19:00 ※トリミングの御予約は随時受付

（休）日・祝 ※ペットホテルは年中無休

・無料で送迎いたします。
・仔犬の予約販売も承っております。

ペットサロンTABBY
東区月出７丁目1-6-103

建築に関する小さな”困った”から
新築案件までお気軽にご相談下さい！

☎090-9588-9949
(営)9：00～18：00 （休）日・祝
・建築物の修理・修繕
・小規模から大規模のリフォーム

・住宅や事務所棟の新築案件

ナグマ建築事務所 
東区月出7丁目1-6

1泊から長期のビジネス・研修のご宿泊
に！看病のご休憩に！（日赤病院至近）

☎096-387-2202
（受）10:00～16:00
（休）土・日・祝 / 駐車場有り(15台)
・敷金・礼金・保証人不要！

。りよ日/円009,1ーリスンマ・

ウィークリーマンション憩
熊本市東区月出3丁目2-7

当社はエクステリア･ガーデンに関する
お悩みに確かなデザインでお応えします。

☎096-285-1794
(営)10:00~18:00
(休)火・水 (駐)有り/2台
・HPをご覧頂くと最新の施工例を
  ご覧頂く事が出来ます。→

　    グリーンオフィス
熊本市東区月出２丁目6-22

プラッツ S 月出  101

エクステリア
＆ガーデン

高く買取りします！売却・購入・資産管理
なんでもご相談下さい！

☎096-202-4620
(営)9:00～19:00
(休)ホームページを参照
・当社HPにて物件多数公開中！→
・「買いたい」も「売りたい」もご相談下さい！

エストライフ不動産
熊本市東区月出2丁目5-37

」いなくたい「」いなくわこ「
「やさしい治療」がコンセプトです！

☎096-381-4618
(営)月～土 9:00～12:00/13:00～18：00
(休)日・祝　(駐)有り
※小児矯正の無料診断を行っています。

なないろデンタルクリニック
熊本市東区月出2丁目1-39 1F

子どもも大人も親子でも楽しめ、運動
嫌いでも遊び感覚でできます。

☎096-285-5110
（営）月～土 9:00～22：00

（休）日・祝・年末年始
・500円で体験教室を実施しています。
・３人以上６人以下、６０分×月４回

熊本トランポリンクラブ
東区長嶺南1丁目5-6

地域に密着した、愛され親しまれる
接客サービスに努めてまいります！

　0120-380-511
(営)24時間営業
(休)年中無休
※ジャンボタクシーや福祉タクシーの
　ご用命も承ります。

松村タクシーグループ本山タクシー
東区長嶺南1丁目3-15

津軽三味線”髙﨑裕士氏”プロデュース。
ＴＶでも常連、長嶺話題の創作居酒屋。

☎096-385-2310
(営)17:00～24:00（金・土～1:00)
(休)火曜日 (駐)有り/14台     
※収容人数/
※大型１００インチスクリーン・マイク有り

旬酔 かなで
東区長嶺南1丁目3-1 豊栄ビル1F

����
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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

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

リボンガス株式会社
熊本市西区小島5-16-26

※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！

リボンガス株式会社リボンガス株式会社リボンガス株式会社リボンガス株式会社リボンガス株式会社
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！

営 8:30~17:30 日曜・祝日休

営

北区武蔵ヶ丘2-1-35
☎096-339-2721
(営)11：30～15：00/18:00～22：00
(休)月曜日 (駐)3台分完備

女性に人気のあっさり魚介スープ！
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！

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

魚介ラーメン 武蔵魚介ラーメン 武蔵魚介ラーメン 武蔵

総合建設業  株式会社 森商グループ

エスマップ尾ノ上・月出校区版���� 協賛会員一覧
School area Map and Portal

ラジオで聴く

2023年尾ノ上・月出校区特集

放
送
日

金
15:00～15:58
��������

24

25

月出小
校歌

尾ノ上小
校歌

音源公開日以降にこのQRコードを読み込む
と､小学校の校歌を聴くことができます！

※土日は18:00まで


