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熊タクグループ情報紙

タクシーコール

フリ ー

フリ ー

ハロー

0120-0120-86
ケータイからもOK！

忘 年 会
新年 会
大特 集
本誌持参の方に
本誌持参の方に

特典満載!

例えば

☎ 096-379-2255
Fax096-379-8119

タクシー送迎・運転代行は
熊タクにおまかせ!
忘年会・新年会でお酒を飲む機会が増えますが、飲酒運転は
禁物です。熊タクなら電話1本でお迎えに伺います。
楽しい宴会のあとは是非とも熊本タクシーをご利用ください!!

★ファーストドリンクサービス
★デザートサービス

等々、各店舗によって異なります。詳しくは中面を!!

忘年会・新年会を応援します。熊タク 4大 安心サービス!

1

熊タクなら＋900円で

運転代行

熊タク運転代行は通常のタクシー
料金に900円をプラスするだけ。
さらに代行会員（月額2,000円）
になれば代行料が無料!

3

銀座通りに5分10円
最大700円の

駐車場完備

最初の50分は100円でそれからは5分10円。さらに昼（8時〜
20時）
・夜（20時〜8時）
ともに最大700円打ち止め。

2

携帯からでも

0円でお出迎え

携帯電話から、熊タクフリーコール
フリ ー

フリ ー

ハロー

0120-0120-86
でお気軽にご利用ください。

現金がなくても

ケータイの
電話帳に
登録してね。

4 クレジットカードでお支払い
現金が手元になくても、
クレジットカードで支払いが
できるので安心。

忘年会・新年会情報
本誌を特典付のお店に持参すると、特別サービスが受けられます。※必ず、入店時にご提示ください。
熊タクぴぴっとコール設置店（平成17年10月現在）の中から、ご協力いただきました。
※地域（五十音順）
に掲載しております。
タクシー
コール

フリ ー

フリ ー

ハロー

0120-0120-86

ケータイ
からもOK！

【住】…住所 【休】…店休日 【営】…営業時間 （OS）…オーダーストップ

ク

レ

ジ

!!

タクシーのご用命は熊本タクシーまで

OK
ット
カ ー ド利 用

新町・中唐人町・紺屋今町・辛島町・練兵町エリア
ぎょうざ亭

新町

☎096-322-4159

【住】熊本市新町2-10-4 【休】無休
【営】17：00〜翌1：00 【収容】宴会場あり
（12名）
【PR】
ぎょうざ専門店。冬場は家伝のぎょうざ鍋1人前
1,300円
（要予約）
大好評です。

やき鳥 船場たば鳥
☎096-323-5633

【住】熊本市新町2-7-14 【休】不定休
【営】17：30〜24：00 【収容】宴会場あり
（14名）
【PR】炭火で焼く本格焼鳥専門店。予約にかぎり鍋も
できます。

レストラン メリーウィッシュ 中唐人町 France Dining KOZEN
☎096-323-1552

☎096-354-9239

【住】熊本市中唐人町15 【休】毎週水曜
【営】11：30〜22：00 【収容】個室あり
【PR】築120年の古民家を改築したレストランです。自然栽
培野菜で創る、
サラダや玄米オムライスなど、
お勧めです。

新町

辛島町

【住】熊本市辛島町68 【休】水曜
【営】11：30〜（OS14：30）、17：30〜（OS22：30）【収容】宴会場あり（24名）
【PR】
お箸で食べれるフレンチ。旬の食材を用意してい
ます。

リバーサイドホテル
☎096-355-3110

紺屋今町

【住】熊本市紺屋今町4-2
【収容】個室あり、
宴会場あり
（100名）
【PR】
オードブルとコースお1人様3,500円。+1,500
円で飲み放題
（2時間）
。特別料理承ります。

石焼き あぶり

☎096-356-2724

練兵町

【住】熊本市練兵町41 【休】
なし
【営】17：00〜翌2：00 【収容】宴会場あり
（16名）
【PR】素材のもつ旨さにこだわる。オススメ料理、晩酌
セット2,300円
（おつまみ、
お肉3品、
生ビール1杯）
【特典】生ビール1杯サービス

琴平・本荘・春竹・南熊本エリア
牛角 熊本琴平店
☎096-375-5539

琴平

【住】熊本市琴平2-1-38 【休】
なし
【営】17：00〜24：00
【PR】
とにかく元気・笑顔をモットーに日々頑張っていま
す。
目指せ!!地域No.1!!コース料理2,000円〜。
【特典】最初のお飲み物、全員にサービス（ファーストドリンク）

浪漫茶屋 凡

☎096-363-4711

春竹

【住】
白山通りベイブルック横 【休】第1・第2・第3月曜
【営】18：00〜24：00 【収容】宴会場あり
（30名）
【PR】
ゆっくり飲めて、食べ物も100種類以上でボリュ
ーム満点!!豚バラキムチがおすすめです!!

信長本陣

☎096-366-9825

本荘

チャンコ久光

☎096-364-1942

南熊本

【住】熊本市本荘6-1-1 【休】
日曜
【住】熊本市南熊本4-3-34 【休】月曜（宴会シーズンは変動）
【営】17：30〜24：00 【収容】個室あり、宴会場あり
（30名） 【営】17：00〜（OS21：30）【収容】個室あり、宴会場あり
（50名）
【PR】創業30年。備長炭で焼く50種の串焼きが楽しめ、2階宴 【PR】
どこにも負けない味とボリュームが自慢。個室・宴
会場も30名収容。生簀の活魚もあり、美味しいとうなずけます。
会場完備。3,000円からの宴会コースはお得でオススメ!
【特典】
ソフトドリンク1杯プレゼント

炭火焼 八剣伝 琴平店
☎096-211-5570

春竹

屋台家 ここ輪

☎096-362-9955

南熊本

【住】熊本市春竹町春竹488-1 【休】
なし
【営】17：00〜翌2：00
【PR】毎月8のつく日は生ビール100円!!毎週金曜日は
オリジナル焼酎キープ500円!!

【住】熊本市南熊本3-2-5（クレイン美容室内）【休】第１月・火、毎週月曜
【営】18：00〜23：00 2時間貸切可
【PR】一押は豚足２本450円!!新鮮な馬刺や刺身、
ホル
モン煮込みやだし巻きもオススメ!!ぜひ１度お越し下さい。

【特典】
ドリンク1杯サービス（冷酒・ワインは除く）

【特典】
グラスビール1杯サービス

平成・江越・馬渡エリア
十徳や けやき通り店
☎096-334-9377

馬渡

【住】熊本市馬渡2-13-8 【休】12/31・1/1
【営】ランチ11：30〜14：00、居酒屋タイム17：00〜24：00（OS23：30）【収容】個室あり、宴会場あり（最大50名）
【PR】冬の味覚満彩!旬の素材をふんだんに使った料理を多数
御用意しております。忘・新年会はぜひ十徳やけやき通り店で。

博多一番どり 江越店
☎096-312-6780

江越

水とり 熊本本店
☎096-323-0616

江越

【住】熊本市江越1-20-31 【休】年中無休
【住】熊本市江越2-22-33 【休】
なし
（OS21：30）
【営】17：30〜翌1：30（OS翌1：00）【収容】個室あり、宴会場あり（60名） 【営】11：00〜15：00・17：00〜22：00
【PR】串焼1本80円〜。又その他全100種類以上。ご家族や恋人同士 【PR】旬の料理を使った和食料理のお店。ランチは
など気楽にご来店いただきますよう、従業員一同心よりお待ちしてます。
1,000円〜。おすすめは呼子のいか。
【特典】500円割引

中国四川料理 鴻翔
☎096-370-0284

馬渡

鳥とく 平成店

☎096-334-0555

平成

【住】熊本市平成3-22-35 【休】無休
【住】熊本市馬渡2-12-38 【休】第1・3月曜
【営】11：30〜15：00・17：30〜22：00 【収容】宴会場あり
（最大24名） 【営】17：00〜翌1：00（OS翌0：30）【収容】個室あり、宴会場あり（30名）
【PR】
こだわりの食材を使って基本を大切にした本格中国 【PR】炭火焼が自慢のお店。おいしい料理とくつろぐ空間
で楽しい一時を従業員一同心よりお待ちしております。
料理をお出ししています。宴会税込3,150円より受付中!!
【特典】お食事時生ビール1人1杯半額

【特典】2名〜500円oﬀ、3名1,000円oﬀ、4名以上2,000円oﬀ

夢庵 熊本平成店
☎096-370-5887

平成

【住】熊本市平成2-4-3 【休】無休
【営】10：00〜翌1：00
（OS翌0：30）
【PR】
スカイラークグループの和食のファミリーレストラ
ンです。御宴会も随時受け付けております。
【特典】
ドリンクバー無料

熊本テルサ1Fレストラン ヴァン・ヴェール
☎096-387-7777

九品寺・水前寺・八王寺町エリア
焼肉屋 元気カルビ
☎096-366-5711

九品寺

居酒屋 味のれん
☎096-364-3755

九品寺

【住】熊本市九品寺2-8-9（尚絅校正門通り）【休】不定休
【営】18：00〜24：00（平日）、18：00〜23：00（日曜・祭日）【収容】宴会場あり（24名、20名）
【PR】
もつ鍋で有名な居酒屋味のれん!みそ味、
しょうゆ味、
しゃ
ぶ風各980円。その他旬の物などいろいろ取り揃えています。

【特典】
ファーストドリンクサービス（6名様まで）

【特典】飲み物1杯サービス（ビール、ソフトドリンク、酎ハイ、焼酎）

☎096-372-3341

九品寺

【住】熊本市九品寺5-15-15 【休】水曜
【営】17：00〜22：00
【PR】馬肉専門店。

ビッグエコー 熊本ワンダーシティ店
☎096-371-5588

天然いけす料理 とらや
☎096-383-4137

水前寺

【住】熊本市水前寺公園28-51 【休】12／30〜1／1 【住】熊本市水前寺2-5-28 【休】12／31〜1／2
【営】11：00〜22：00 【収容】個室あり、宴会場あり
（80名）
【営】ランチ11：30〜15：00（OS14：30）、ディナー17：00〜21：00（OS20：30）【収容】個室あり
コース料理
（税込）
3,150円よりご予算に合わせ
【PR】
ランチバイキングは毎日¥900にて営業中。大好評 【PR】
ご注文承ります。
夜のカニステーキバイキングは¥2,700で2時間食べ放題。 て、

【住】熊本市九品寺6-9-39 【休】無休
【営】17：00〜翌2：00、土・日・祝祭日11：30〜翌2：00
【PR】2,500円より、宴会メニュー承ります。お気軽に
ご相談ください。

焼肉 竹むら

水前寺

九品寺

海鮮、田舎料理 ほんだ 八王寺町 センターリバー浜線店
☎096-370-1541

☎096-378-9191

八王寺町

【住】熊本市八王寺町9-61 【休】木曜
【住】熊本市八王寺町34-16 2F 【休】
なし
（OS22：30）
【営】18：00〜23：30 【収容】宴会場あり
（12名まで） 【営】11：00〜23：00
【PR】天草の名物タコステーキ、
タコ刺しなど安くておい 【PR】25年変わらぬおいしさのセンターリバーのハンバ
しいですよ!!タコ、
イカなどは自分の家で釣りたてです。
ーグ。
ジュージュー音をたてて運ばれるハンバーグです。
【特典】2名様〜1品サービス（人数に応じて）

イタリアンキッチン PANPU
☎096-379-1211

八王寺町

【住】熊本市九品寺6-9-1ナムコワンダーシティー内 【休】
なし 【住】熊本市八王寺町34-16 1F 【休】
なし
【営】12：00〜翌4：00 【収容】個室あり
【営】11：00〜翌2：00、
日祭は24：00
【PR】明るく元気なスタッフがお迎えいたします。飲み放 【PR】
とにかく安くて、
おいしいメニューが多数あり、御家
題プランもご用意しております。法人優待有。駐車場有。 族連れでもカップルでも充分満足の出来るお店です。

【特典】
デザートサービス

居酒屋 よさく

☎096-379-0829

八王寺町

【住】熊本市八王寺町9-61 【休】第1・3火曜
【営】18：00〜翌5：00 【収容】宴会場あり
（25名）
【PR】安くてうまい焼鳥・豚足・よさくオリジナル塩辛。歓
送迎会予約承ります。

【特典】
デザートサービス

田迎・萩原町・出仲間エリア
居酒屋 菜花道

☎096-378-2202

萩原町

居酒屋 まさ

☎096-370-6282

萩原町

【住】熊本市萩原町3-27サザンハイツ1F 【休】
なし
【住】熊本市萩原町1-15京王ビル1F 【休】
日曜
【営】17：00〜24：00（日・祝17：00〜23：50）【収容】宴会場あり（50名） 【営】17：00〜翌1：00 【収容】個室あり、
宴会場あり
【PR】子どもさんからお年寄りまで楽しめる豊富なメニ 【PR】刺身、天麩羅、焼物、揚げ物、串焼、
その他お酒
ューと飲み放題セット3,500円が人気です。
も各種ご用意しております。

居酒屋 とんとん倶楽部

☎096-370-7730

【住】熊本市萩原町9-94 【休】火曜
【営】18：00〜24：00 【収容】宴会場あり
（20名）
【PR】
ボリューム満点!黒豚料理と芋焼酎!カクテル、
パ
スタも人気です。大小宴会承ります。

【特典】5%OFF

炉ばた とり輔

☎096-379-0510

出仲間

家庭料理の店 奈々呼
☎096-370-0607

出仲間

出仲間

【住】熊本市出仲間7-3-1 【休】
日曜
【営】18：00〜24：00
【PR】海鮮サラダ、
ぐじしぐれ煮、京茶漬、
おにぎり、家
庭料理、
おふくろの味の店です。
【特典】
ビール1本サービス

双葉寿し

☎096-379-2550

和み家

☎096-378-1230

出仲間

出仲間

八剣伝 田井島店

幸田・田井島
御幸笛田・良町
エリア
良町

【住】熊本市良町1-6-29 【休】水曜
【営】18：00〜23：30

【PR】焼酎、
日本酒、飲み放題2,500円。カラオケ無
料。
トン足有ります。

田迎

☎096-334-3316

【住】熊本市萩原町1-15
（萩原踏切横）【休】
なし
【営】19：00〜翌1：00
【PR】
カウンターだけの小さな店です。2時間飲み放題
2,500円。

和ダイニング 浜蔵 HAMAZO

☎096-379-1122

田迎

【住】熊本市田迎町田井島中田249-1 【休】無休
【住】熊本市田迎2-17-7 【休】無休
【営】17：00〜翌2：00（OS翌1：30）【収容】宴会場あり
（22名） 【営】ランチ11：30〜14：00、ディナー17：00〜24：00 【収容】宴会場あり（40名）
【PR】
お持ち帰り、
お得な飲み放題プラン
（3千円料理 【PR】和洋創作料理と旨い焼酎を癒し空間で!月替り創作
込）
。チャイルドルームもありお子様連れでも安心!!
料理も多彩でリーズナブルな価格でご提供しております。

遊歩道 はません

田迎

☎096-370-6555

中国菜館 上海ガーデン

☎096-370-5431

田迎

居酒屋 暖家

☎096-378-8903

出仲間

居酒屋 りんどう

田迎

☎096-379-0627

【住】熊本市出仲間5-6-10 【休】
日曜
【住】熊本市田迎1-1-32 【休】年内無休
【営】18：00〜24：00（OS23：00）【収容】宴会場あり
（18名） 【営】17：00〜翌1：00
【PR】11月より鍋付飲み放題を始めます。
（3,500円〜）
（4 【PR】焼鳥を主体に多数の一品料理のほか、刺身や
名様以上要予約）
（料金、料理内容はお気軽に相談下さい） 豚足もあります。特に価格が安いのが特徴です。

モダン亭 御幸店
☎096-378-6934

【特典】
ソフトドリンクサービス

【特典】12/1〜12/31に情報誌ご持参の方へ上記のサービス

【特典】
ファーストドリンクサービス

☎096-378-5118

萩原町

【住】熊本市出仲間8-3-38 【休】火曜
【住】熊本市田迎5-16-7 【休】
なし
【住】熊本市田迎町田井島中田255-2 【休】不定
【営】17：00〜24：00 【収容】個室あり、宴会場あり
（50名） 【営】24時間営業 【収容】個室あり、宴会場あり
（12名） 【営】11：30〜15：00／17：30〜22：00（日・祝11：30〜22：00）【収容】宴会場あり（30名）
【PR】新鮮な刺身と鍋料理、天草大王の焼鳥など、品 【PR】
カラオケ団体様、5名につき1名無料でご利用サ 【PR】本格中華をオシャレに楽しめる店です。
ランチは
数も豊富でより安く提供してます。予約受付中。
ービス。
740円、
夜のコースは2,500円。
【特典】生ビール1杯サービス

【住】熊本市出仲間4-2-37 【休】
なし
【営】11：00〜22：00 【収容】宴会場あり
（16名）
【PR】料理3,000円より承ります。

カラオケ 初代 現代

☎096-370-5186

【特典】My First Searを見た。でちょっとうれしいサービス♥

【特典】生ビール1杯サービス

☎096-370-3740

カラオケスナック 華々

【特典】
グラスビール1杯サービス

【住】熊本市出仲間7-32
（東病院斜め前）【休】
日曜
【住】熊本市出仲間8-5-25 【休】水曜
【営】18：00〜24：00
【営】17：30〜24：00
【PR】当店自慢のジャンボエビ、活魚をご賞味ください。 【PR】安くて体に良い小鉢1品200円〜。定食1,000
円〜。晩酌セット1,000円。お気軽にどうぞ。
その他予算に応じて承ります。

和 つしま
○

萩原町

炙り居酒屋 CO.れんこん

☎096-379-4434

田迎

【住】熊本市田迎4-4-39 【休】不定休
【営】18：00〜翌1：00 【収容】宴会場あり
（20名）
【PR】
その日に入荷した厳選素材を自分で炙って豊富な芋
焼酎や球磨焼酎と一緒にお楽しみください!料理コース有

【特典】生ビール1杯サービス

幸田

【住】熊本市幸田1-7-21 【休】
月曜午後
【営】10：30〜20：30
【PR】
ボリューム満点「モダン焼、
お好み焼」。定食も
色々有ります。

七輪焼肉屋台 赤まる
☎096-378-5853

幸田

居酒屋 なか道

☎096-370-6866

御幸笛田

【住】熊本市幸田1-7-15 【休】
なし
【住】熊本市御幸笛田1-18-33 【休】
月曜
【営】17：00〜翌1：00（OS翌0：30）【収容】宴会場あり
（24名） 【営】18：00〜24：00 【収容】個室あり、宴会場あり
（8名）
【PR】七輪の炭火でおいしい焼肉をいかがですか?韓 【PR】安くてうまい焼鳥メニューの他いろいろあります。
国食材を使った料理もいろいろあります。
【特典】
ファーストドリンクサービス

秀味道 茄子

☎096-379-5419

良町

【住】熊本市良町1-6-34 【休】
月曜
【営】17：00〜23：00 【収容】宴会場あり
（20名）
【PR】和食全般
（天ぷら・鍋物）
コース料理3,000円〜
予算に応じます。

食彩酒家 五味五色
☎096-370-8401

釜萬

☎096-334-2060

田井島

【住】熊本市良町2-8-5 【休】不定休
【営】ランチ11：30〜15：00（OS14：00）、夜17：00〜24：00（OS23：00）【収容】個室あり、宴会場あり（40名）
【PR】毎月5のつく日は生ビール・ソフトドリンク・ボトルキ
ープ
（1組2本まで）
半額。毎週火曜日レディースデー。

【住】熊本市田井島1-12-15 【休】12/31〜1/1
【営】11：30〜
（OS21：30）【収容】宴会場あり
（30名）
【PR】炊きたての釜飯とセットになったお得なコース料
理1,900円から。お酒類取り揃えております。

【特典】小鉢かデザートサービス

【特典】お一人様生ビール1杯と小鉢1品サービス

【特典】生ビール1杯サービス

タクシーのご用命は熊本タクシーまで

良町

タクシーコール

フリ ー

フリ ー

ハロー

0120-0120-86

ケータイからもOK！

プレゼント

熊本タクシーからのプレゼント!!
アンケートに答えていただいた方に

ケット
チ
ー
タクシ ゼント!
プレ

モーラビジョン提供・熊本タクシーチケット（3,300円相当）…5名様
12/31到着分まで

抽選対象

当選結果は発送をもって発表にかえさせていただきます。

①乗務員がお渡しするアンケート用紙に記入して乗務員に渡すだけ!
※アンケート用紙はなくなり次第終了する場合がございます。
ご了承ください。

応募方法

③カンタン! PC・ケータイサイトからもOK!

ケータイサイトはhttp://www.kumataku.com/i
●左の2次元バーコードで一発アクセス。
●a@kumataku.comに空メールでもOK。
kumataku.comからURLメールが返信されます。

②アンケート用紙がなくても官製はがきでの応募もOK!

官製はがき、又はFAXに「ご住所」
「性別」
「電話番号」
「情報紙の感想：おもしろかったコーナーなど」をご記入の上、
〒860-0018熊本市船場町1-31 熊タク情報紙係
FAX096-322-6048 までご応募ください。

●パソコンの方はwww.kumataku.comにアクセス

熊本タクシーインフォメーション
車の乗り降りも安心サポート!

快適ドライブ熊タクの

福祉・介護タクシー

介護タクシーサービス

おとも

クマタク ふれあい号
車いす／寝台搬送車
（リフト付タクシー）

2級ヘ ルパーのケアド
ライバーがおでかけの
お手伝い。通院・転院・退
院やご旅行にもどうぞ。

クマタク さわやか号

お出かけの不安を解消!

小回りきいて背が高い 車いす専用スモールタクシー

クマタクハートフル号

介護仕様
小型タクシー

現在常時50名のホームヘルパーが
活躍しております。福祉・介護につい
ては熊本タクシー（クマタクケアセ
ンター）
にお気軽にお電話ください。

クマタク まごころ号
車いす専用スロープ付タクシー

禁煙
タクシー

まだまだある！

熊タクケータイ
サイトもオープン！

熊タクサービスラインナップ

熊本タクシーグループカード

http://www.kumataku.com/i

禁煙タクシーを
ご希望の際は
「禁煙タクシー」
と
ご指定ください。

●タクシーご利用時には
日専連ポイントが
なんと2倍!
●世界でも使える
DC・VISA付き
●入会金・年会費等は無料

ケータイサイトへアクセスできます。

熊本タクシー
フリーコール
フリ ー

フリ ー

熊本タク24時間おつかい便

ハロー

0120-0120-86

NO
SMOKING!

●あなたに代わって おつかい します。
「お買物」
「お届け」
「順番とり」
「カギの確認」などお引き受けいたします。

ケータイの電話帳に一発登録できます。

熊タクグループ

www.kumataku.com
賞

抽選くじ付タクシー

くまたくじ
く
またくじ
ワクワク！ドキドキ！
熊本タクシー及び花岡タクシーの、
抽選くじ付タクシー「くまたくじ」。

1等

■タクシー

品

10,000円分の当社タクシー利用券

25本※

2等

5,000円分

〃

50本※

3等

500円分

〃

1,000本※

※1ヶ月おおよその見込み当選本数

御利用書（領収書）
を必ずお受け取りください。領収書が
抽選券になります。発表は車内及びホームページ上で行います。

お問合せは…熊本タクシーコールセンター
TEL096-379-2255

☎096-379-2255

熊本タクシー、花岡タクシー

■貸切バス

☎096-281-1070

肥後観光バス

■損害保険

☎096-354-5162

アイ・ムーヴ

■駐車場

☎096-359-4801

クマタク有料駐車場（銀座通り）

■介

護

☎096-379-8221

クマタクケアセンター

■タクシー観光

☎096-379-8182

くまもとチャーターキャブセンター

