平均 4,000 円

平均 3,000 円
1,000 円〜

込
写真からも分かるように若い女
の子多数在籍。熊本市内に姉妹
店があり、レベル高し！いつ行っ
てもお客さんの絶えないお店。

パワフルママの手料理で常連客
の絶えない店。思わず身の上相
談してしまいたくなる人柄に脱
帽！店に入ると、ただいま！と言
いたくなるから不思議。

平均 3,000 円
500 円程度

阿蘇市立
体育館

①番長寿し

②居酒屋 ニュー大吉

Tel 0967-32-1105
Open 17:00〜1:00
定休日 不定休

あそ★ビバ
①番長寿し

⑧紅花・紅竹

りんどうタクシー ⑭居酒屋よりみち
ローソン

⑨華倫
（2F）

TAXI

⑫食房 筍ん子

⑬居酒屋・七福人。

⑩友・誘・遊

⑪お食事処 炉里庵

肥後
銀行
⑰食のひろ勝
（1F）

⑱スナック赤い靴（2F）

⑲村上笑店

平均 2,500 円

平均 2,500 円

④ロンシャン(2F)

山芋お好み焼

特選馬刺し
肥後名物・三種盛り

㉑BAMBOO
㉒やきとり 三枝

⑥和楽

て 43 年。毎朝、魚市場で直接
仕入れた新鮮なネタを大きなサ
イズでいただくことができる。

⑦やきにくの郷
発見伝

郵便局

味わってほしい。

無料 P
温泉病院

セブンイレブン

パチンコ店

スーパーみやはら

Tel 0967-32-1656
Open 17:30〜23:30
定休日 不定休
（主に日曜）

刺身 3 点盛、
上にぎり

⑤シグナル
（2Ｆ）

㉓ピース

⑥和楽

平均 3,000 円

P 無料
⑳ラウンジ サザン

Tel 0967-32-0092
Open 17:00〜23:00
定休日 不定休

②居酒屋ニュー大吉

⑯ポパイ

熟年カップルさんとか静かに歌
でもと思われる皆様には、ゆっ
くりできる雰囲気のお店です。
ぜひ遊びに来て下さい。

スナック

チケット販売は各旅館・ホテルフロントにて承っております。

▼

ふらっと
内牧
MAP

居酒屋

さかなしハートクリニック

▼

▼

Tel 0967-32-3730
Open 19:30〜0:00
定休日 不定休

⑮おーくら亭

スタッフの
飲み代金

各店のオススメの一品を食べて飲んだらどうぞ
次のお店へ。食べて飲んで楽しめるあなた限定
の出血大サービスのあるこーる企画！

▼▼

⑤シグナル
▼▼

▼

Tel 0967-32-3562
Open 19:00〜1:00
定休日 不定休
▼▼

▼▼

▼

Tel 0967-32-5124
T
Open 20:00〜0:00
定休日 火曜日

④スナック Long Champ

自慢の一品

▼

店
3
2

心よりお待ちしております。
irgin
③Virgin
③
③V

おもて なし

「あるこーる企画」

！
同時開催
〜
）
月
1
（
/
阿蘇の夜を満喫できる！
12

▼▼

阿蘇の内牧にはおいしいお店が沢山あります！
熊本阿蘇の郷土料理から各店オリジナルメニュー

平均予算

の
牧
内 舗が

▼▼

阿蘇の夜はまちに出よう。

創業 32 年。熊本阿蘇郷土料理
を幅広く提供させて頂いており
ます。落ち着いた和風の雰囲気
のお店です。素材や調理方法に
もこだわりぬいた料理をぜひ一
度おめし上がりください。

至 大観峰

阿蘇市 内牧支所

ファミリーマート

1 度食べたらやみつきの豚ホルモン
を 使っ た さっ ぱ り 系 もつ 鍋 や、ボ
リューム満点の山芋お好み焼など、
おなかいっぱい笑顔になること間違
いなし！その他、新鮮な馬刺やレバ
刺、ここでしか食べられないオリジ
ナルメニューも多数ご用意しておりま
す。

212

道の駅阿蘇

至 大分

57

至 熊本市

カドリードミニオン

いこいの村駅

★ 写真の内容は、変更になる場合があります。

500 円~

500 円

500 円〜 1,000 円

阿蘇の極上盛合せ、
あか牛しゃぶ丼

大画面でのカラオケは気持ち
よさ 100％！グループで利用す
ればちょっとした大会になりそ
う。若くてかわいい子も在籍し
てます。

Tel 0967-32-2155
Open 19:00〜0:00
定休日 毎週日曜日

Tel 0967-32-3994
Open 20:00〜0:00
定休日 水曜日

Tel 0967-32-4161
Open 19:00〜0:00
定休日 不定休

500 円〜 700 円
マスターの温かい対応は元居酒
屋店主ならではの生のおつまみ
でおもてなし。お店も明るく雰
囲気良し、サザンオールスター
ズを愛して止まないマスターと
一曲！

平均 3,000 円
500 円 ~
癒し系ママのお店、聞き上手で
ふんわりした癒し空間を作って
くれるママ。ママというかお姉
さんって感じです。ここへ来る
常連さんはみんな下心ありなの
かな ( 笑 )

▼▼

▼▼

▼▼

平均 3,000 円

▼

㉓スナック Peace

▼

㉑スナック BAMBOO

▼

⑳ラウンジ サザン

阿蘇の特産品である、あか牛、阿蘇
大王、やまとんファームさんで飼育
されている SPF 豚を使用しており、
馬刺、たかな飯など、熊本名物もあ
るので観光の方には満足していただ
けるかと思います。野菜もなるべく
地元の新鮮野菜を使っているので安
心、安全です。

⑯ポパイ
Tel 0967-32-0275
Open 10:00 〜22:00
定休日 なし
▼

ママの歯に着せぬ物言いが最
高に気持ちいい店。最新のカ
ラオケ設備で歌自慢の人はぜ
ひ挑戦してほしいです。女性に
も嬉しいカクテルも飲み放題で
ございます。

▼▼

て、女子会などにもうってつけ
ですよ〜。カラオケ設備も整っ
ているので歌を歌いながらゆっ
くり飲みたい方にもオススメ！
！

▼

▼

Tel 0967-32-1004
Open 11:30〜15:00
18:00〜23:00（22:30L.O）
定休日 火曜日
（月曜不定休あり）
▼

▼

▼▼

▼

Tel 0967-32-4896
Open 17:00〜0:00
定休日 水曜日

平均 2,500 円~ 3,500 円

平均 3,000 円

平均 3,000 円

平均 2,500 円

平均 3,000 円

スペアリブ、豚足

あか牛ステーキ、
あか牛ハンバーグ

あか牛 ( 阿蘇王 ) 溶岩焼き、
肥後馬刺し

霜降り馬刺（コーネ付）
手作りからしれんこん

馬レバー、親子丼

九州鶏のからあげ

創 業 40 年 に な る 紅 花 です。6
年 前 ま で は、紅 花 焼 肉 専 門、
やきとり専 門 紅 竹 をやってお
りました。現在では、
1 店舗に
してやっております。タレは全
部手作りです。

⑰食のひろ勝
Tel 0967-32-1023
Open 18:00 〜0:00
定休日 毎週木曜日

当店は、あか牛メニューを中心
にしたお店です。特に、赤牛ス
テーキ、赤牛ハンバーグは観光
のお客様、地元のお客様に大
変人気のメニューになっており
ます。

“目立たない店、地味な価格、ふ
しぎな通りの先に阿蘇のあじわ
い” 主に地元食材を手造りにて提
供しております。食を楽しみ酒を
楽しく、旅の想い出に残れる様な
店を目指しております。

㉒やきとり三枝

⑲ 昭和レトロ
村上笑店
居酒屋
Tel 090-5028-2665
Open 18:30〜0:30
定休日 毎週水曜日

Tel 0967-32-3394
Open 18:00 〜0:00
定休日 不定休

平均 2,000 円

平均 3,000 円

平均 2,000 円

平均 1,500 円~2,500 円

500 円~800 円

スペシャルミックス 7
シーフードミックス

刺身の盛り合わせ、
火の山丼

熊本名物ちょぼ焼
昭和のハムカツ

みそさがり
トマトチーズバラ巻

高温窯で、外はカリッと、中は
もっちり本場ナポリピッツァを
焼きあげます。テイクアウトOK。

Tel 0967-32-0901
Open 18:00〜0:00（23:00L.O）
定休日 月・火（月が祭日の場合営業）

⑮ 小さな
ごはん屋さん おーくら亭

⑭よりみち

平均 2,000 円

平均 2,800 円~3,000 円

フィリピンスナックの決定版！気
軽にフィリピン堪能できます。
付け出しで出るママの手作りの
漬物はホッとする味。

⑬居酒屋・七福人。
▼▼

▼

▼▼

▼

▼▼

▼

▼▼

Tel 0967-32-1314
Open 17:30〜0:00
定休日 火曜日

▼

平均 2,000 円

⑫食房 筍ん子

今年の 4 月にオープンした和食
中心のお店です。今までの調理人
歴 30 年の経験を活かし、食材の
調理・厳選、そして旬にこだわり、
お客様に満足いただけるサービス
を心がけて、スタッフ一同がんばっ
ております。

おいしい、安い、腹いっぱいを
コンセプトにアットホームな店
作りを心がけて 25 年。手作り
で又食べたくなる品をお届けし
てお待ちしております。

地元で生産している食材を手づ
くりでお出ししております。全
室個室でごゆっくりして頂き家
庭的な雰囲気でくつろいで頂け
るお店です。大小宴会もご予約
承っております。

一部の席が禁煙の店舗がございます。
やきにくの郷

⑦ 発見伝

お食事処

小さなごはん屋さん

⑪ 炉里庵 ⑮ おーくら亭

おーくら亭は
18：00までが全席
禁煙となります。

▼▼

平均 3,000 円

Tel 0967-23-6110
Open 17:30〜1:30
定休日 木曜日

▼

平均 3,000 円

⑪お食事処 炉里庵

▼▼

平均 3,000 円

Tel 0967-32-1989
Open 19:00〜1:00
定休日 日曜日

▼

▼

▼

Tel 0967-32-0117
Open 11:30〜14:30
17:30〜21:30(LAST)
定休日 月曜日

⑧紅花・紅竹

▼▼

⑦やきにくの郷 発見伝
▼

Tel 0967-32-1933
Open 19:00〜0:00
定休日 毎週日曜日
▼

Tel 0967-32-3748
Open 20:00〜0:00
定休日 不定休
▼

⑱スナック 赤い靴
▼▼

▼▼

▼

Tel 0967-32-1999
Open 20:00〜
定休日 不定休

⑩スナック 友・誘・遊
▼▼

⑨華倫

昔懐かしいあの頃にみんなで笑っ
たあの頃に、隣に座ったおっちゃ
んといつのまにやら肩組んで、聞
こえる音楽昭和歌謡。見渡すレト
ロインテリア。笑顔で乾杯お疲れ
さん。さよならバイバイ千鳥足。

新鮮素材の手刺串と炭火焼きに
拘り、付け合わせのキャベツ、
豚足、せんまい刺等に使用して
いる秘伝のオリジナルタレも絶
品です。

自信を持って
お届けする
「日本 阿蘇の味」
をぜひ堪能しに
来て
下さいね！
！

トリップアドバイザー ®

に掲載されている店舗もあります。
トリップアドバイザー ®は、旅行者が最高
トリップ
アドバイザー の旅行を計画し実行するための世界最大
とは！？
の旅行口コミサイトです。

昼は外輪山を眺めながらのランチ、
夜は全国各地の銘酒を常時 10 種類
以上とプレミアム焼酎が楽しめる小
では国産鰹と昆布の一番だしを使っ
た料理や新鮮なお刺身、あか牛料理
も味わえる。2012 年オープン。

飲んだら乗るな！
乗るなら飲むな！
でお願いします！
企画協賛タクシー会社
りんどうタクシー

0967-32-0531
翌2時まで

内牧タクシー

0967-32-0645
23時30分まで

企画協賛代行タクシー会社
大阿蘇代行

090-5470-0894

翌1時まで

橋本代行

090-4355-9219
翌2時まで

お問合せ 内牧中央線門前町通り振興組合 0967-32-1105 阿蘇の観光なら あそぶらりネット阿蘇市観光協会ホームページ http://www.asocity-kanko.jp あそぶらり

検索

ふらっと内牧専用ウェブサイト

http://www.ﬂat-aso.com/night-gourmet/ja/

主催

内牧温泉街繁栄会

ふらっと内牧

検索

Every Tuesday
y ho
liday
holiday

Irregular holiday

￥4,000 Per person

￥3,000 Per person

Included

a minimum amount of
￥1,000 is required

As you see in this photo, many
pretty and beautiful young
women are waiting for your visit.
There is a sister bar in Kumamoto
city. Always attracting number of
guests.

Mamʼ s is a bar constantly revisited
by its regulars who enjoy her
handmade foods. We take our hats
oﬀ to her open and liberating good
nature. We take our hats oﬀ to her
good nature, which makes us talk
openly about ourselves. It's odd,
but we feel like saying "I'm home !"
when we enter her bar.

￥3,000 Per person

SAKANASHI HEART CLINIC

①BANCHOZUSHI
Tel 0967-32-1105
Open 17:00〜1:00
▼

Flat

ASO MUNICIPAL
GYMNASIUM

UCHINOMAKI

MAP

RINDO TAXI

⑭YORIMICHI

⑬SHICHIFUKUJIN

LAWSON TAXI

about ￥500

⑫TAKENKO

⑧BENIHANA
BENITAKE

②NEW DAIKICHI

⑨KARIN
（2F）

④LONG CHAMP

⑳SOUTHERN

FREE
P

⑤SIGNAL(2F)

⑯POPEYE
⑱AKAIKUTSU
（2F）

HIGO
BANK

㉑BAMBOO
㉒MIE

⑦HAKKENDEN

⑥WARAKU

⑲MURAKAMI SHOTEN

㉓PEACE

⑰HIROKATSU
（1Ｆ）

Irregular holiday

ASO★VIVA
①BANCHOZUSHI

⑩YU-YU-YU

⑪RORIAN

Mamʼ s is recommended for
those, including older couples,
who want to spend time singing
in a relaxed, cozy atmosphere.

Fee for staﬀ's
drinks

POST
OFFICE

FREE P

7-Eleven

PACHINKO
PARLORS

MIYAHARA

Tickets are available at inns and hotel front desks.

② IZAKAYA
NEW DAIKICHI

⑥WARAKU

Tel 0967-32-0092
Open 17:00〜23:00
Irregular holiday

Tel 0967-32-1656
Open 17:30〜23:30
Irregular holiday
(but mostly on Sunday)

￥3,000 Per person

￥2,500 Per person

￥2,500 Per person

・Sashimi (sliced-raw ﬁsh)
platter (3 varieties)
・Special grade Nigiri
(Hand-shaped Sushi)

Japanese hot plate pizza
with grated yam

・Special-selected Basashi
(raw horse meat)
・Higo special platter (3 varieties)

More than 43 years since its
opening on the Uchinomaki
Karakoro Street. Guest can enjoy
thick-sliced Sashimi raw ﬁsh, that
are directly purchased at ﬁsh
market every morning. Do not
miss Master's cooking technique
and his warm personality.

We are sure that everybody will
be full and have a big smile after
eating our original dishes, such
as light taste Motsu Nabe (hot
pot stew with pork innards), big
portion of Japanese hot plate
pizza with grated yam, fresh raw
horse meat and many other
unique menus.

Since its opening 32 years ago,
we have been serving special
regional cuisines in Kumamoto
and Aso area. Soak yourself in
our quiet and peaceful
atmosphere and please try out
the dishes. We have a special
pride on all the process from
material purchasing to cooking
method.

⑬ IZAKAYA・
SHICHIFUKUJIN

⑭IZAKAYA YORIMICHI

GOHANYASAN
⑮ CHIISANA
OKURATEI

Tel 0967-32-4896
Open 17:00〜0:00

Tel 0967-32-1004
Open 11:30〜15:00/18:00〜23:00
Tuesdays holiday
（22:30L.O）
(Closed on some Mondays)

SPA
HOSPITAL

ASO CITY HALL
UCHINOMAKI
BRANCH OFFICE

FamilyMart

try another place.
Our alcoholic beverage plan is an inexpensive way
to have a good time eating and drinking.

▼

y
alit
t
i
p
os
is our hIZAKAYA
SNACK

You can enjoy a night in Aso!

▼

⑮OKURATEI

An item
we take pride in.

▼

▼

Irregular holiday

23

sly !
ultaneou
Open sim r 1st (Monday) ˜
e
Decemb

▼

Tel 0967-32-3730
Open 19:30〜0:00
▼

Tel 0967-32-3562
Open 19:00〜1:00
▼

⑤SNACK SIGNAL

▼

▼

▼

Tel 0967-32-5124
T
Open 20:00〜0:00

④SNACK LONG CHAMP

Average
budget

I
T
E
O
H
N
M
S
A
O

There are a number of good restaurants
and bars in Aso Uchinomaki area!
We serve a wide variety of food from Kumamoto
and Asoʼs regional cuisine to original dishes
at each restaurant.We look for your visit.
③Virgin

you
d cafes in Uchinom
n
n
i
a
a
t
aki to enter
rs
ba

▼

Let's go on the town at night in Aso.

TO DAIKANBO

212

MICHINOEKI ASO
TO KUMAMOTO CITY

57

TO OITA
CUDDLY DOMINION

IKOINOMURA
STATION

Irregular holiday

￥3,000 Per person
￥500 〜

Irregular holiday

￥3,000 Per person
￥500

Every Sunday holiday

￥3,000 Per person
￥500〜￥1，
000

Every Monday holiday

￥2,000 Per person
・Platter of Aso's special selection
・Akaushi Shabushabu bowl
(Boiled thinly-sliced beef bowl)

Every Sunday holiday

￥2,000 Per person
・Sparerib
・Pork leg

・Akaushi beefsteak
・Akaushi hamburger steak

▼

▼

▼

▼

Every Thursday holiday

￥2,500 〜￥3,500
Per person

Tel 0967-32-0901
Open 18:00〜0:00（23:00L.O）
Monday and Tuesday holiday
(But open on national holidays on Monday)

Every Tuesday holiday

￥3,000 Per person

￥3000 Per person

・Akaushi (Aso-o)
beefsteak on hot stone plate
・Higo Basashi
(Raw horse meat grown in Kumamoto)

・Handmade Karashi Renkon
(Deep-fried lotus root stuﬀed
with mustard Miso paste)
・Fatty raw horse meat
(with fat under mane)

Singing karaoke before the huge
screen guarantees a 100% great
feeling! Go with a group and
make it an important event!
There are young cute girls.

We use various local meats such as
Akaushi beef, Aso Daio chicken, and
SPF (Speciﬁc Pathogen Free) pork raised
at Yamaton Farm, that are all Aso's
specialty. We also serve Basashi raw
horse meat and Takana-meshi (rice with
fried mustard leaf) as Kumamoto's
regional cuisine, so that all visitors will
fully enjoy Kumamoto's specialty. We
also provide safety as well by serving
locally-grown fresh vegetables.

Benihana commemorates the 40th
anniversary since its foundation.
Although we had operated 2 restaurants
specialized in Korean BBQ called
Benihana and grilled meat restaurant
called Benitake until 6 years ago, we are
now operating only 1 restaurant. BBQ
sauce is all homemade and
vegetable-based. For grilled meat on
skewers, we created original sauce using
Miso paste.

Our restaurant is featuring Akaushi
beef (Japanese brown cattle). Some
of the most popular menus among
local people and visitors are Akaushi
beefsteak, Akaushi beef hamburger
steak. Ramen noodle and soy
sauce-based soup, and regular
Ramen noodle are very popular,
which is good for your midnight
meal.

We oﬀer Aso's regional cuisine at
reasonable price in our small and
humble restaurant, located at the
end of exotic street. Most of the
dishes are homemade using local
ingredients. We hope all the visitors
will enjoy our dish and local
alcoholic beverages and hopefully
our restaurant will be a part of your
memorable trip.

⑳LOUNGE SOUTHERN

㉑SNACK BAMBOO

㉓SNACK PEACE

⑯PIZZA POPEYE

⑰SHOKUNO HIROKATSU

RETRO IZAKAYA
⑲ SHOWA
MURAKAMI SHOTEN

㉒YAKITORI MIE

Tel 0967-32-4161
Open 19:00〜0:00

Tel 0967-32-0275
Open 10:00 〜22:00

Every Sunday holiday

Every Wednesday holiday

Irregular holiday

￥3,000 Per person

￥3,000 Per person

￥2,800 〜￥3,000
Per person

￥500〜￥700

￥500 〜

￥500〜￥800

The owner, a former tavern
owner, warmheartedly welcomes
you with his bar's fresh foods
and attractive ambience. Sing
karaoke with him. He loves the
Southern All Stars group.

Mam has a healing personality.
Sheʼs a good listener and creates
a warm cozy atmosphere̶rather
like a sister. I sometimes wonder
if the regulars have hidden
motives for coming here.

Itʼ s an authentic version of a
Philippine bar, a place you can
enjoy that landʼ s lighthearted
feel and relax with Mamʼ s
pickles and other homemade
food.

Nothing holiday

Every Thursday holiday

￥2,000 Per person

￥3,000 Per person

・Special mix 7
・Seafood mix

・Sashimi
(sliced-raw ﬁsh) platter
・Hi-no-yama bowl

Crispy but ﬂuﬀy Napoli-style
Pizza baked in high-temperature
oven. Takeout OK.

Japanese restaurant just opened in
April this year. With more than 30
years of experience as Japanese
cook, I would like to focus on every
process, from selecting food
materials and cooking, and to use
seasonal vegetables and ﬁsh, to
provide excellent service so that all
our guest will be satisﬁed with all of
our overall performance.

Tel 090-5028-2665
Open 18:30〜0:30

￥2,500 Per person

￥3,000 Per person

・Horse liver
・Boiled chicken and egg bowl

・Deep-fried
Kyushu chicken

We oﬀer homemade dishes using
locally-grown food materials. We
have private rooms only so that
all our guests will be able to feel
like at home in a relaxing
atmosphere. We welcome any
types of banquet and party
reservations.

Part of the seat is non smoking

⑦ HAKKENDEN ⑪ RORIAN

▼

▼

We have been operating this
restaurant for 25 years and always
trying to produce relaxing
atmosphere under the concept that
"we serve delicious and reasonable
food and to make our guest full"
with our homemade dishes so that
every guest wants to eat again. We
hope you will visit us and try a lot of
specialties of Kumamoto Prefecture.

YAKINIKUNOSATO

Tel 0967-32-3394
Open 18:00 〜0:00

OSYOKUJIDOKORO

⑮ OKURA
RATEI
OKURATEI

Y SA 18:00 previous
AG
CHIISANA
GOHANYASAN
OHANYA

all seats
non smoking

▼

▼

▼

Tel 0967-32-1023
Open 18:00 〜0:00
▼

▼

▼

▼

Tel 0967-32-3994
Open 20:00〜0:00
▼

▼

▼

Tel 0967-32-2155
Open 19:00〜0:00

▼

Mamʼ s easy conversation makes
you cozy. Her bar is equipped
with the latest karaoke machine
and, if you have conﬁdence in
your voice, please sing along
with it. There is a set price for all
cocktails.

▼

A line of various cocktails,
perfect for a girlʼ s party.
Recommended for those who like
to relax with singing and
drinking. Good karaoke
equipment is available.

Every Wednesday holiday

Every Wednesday holiday

Irregular holiday

￥1,500 〜￥2,500
Per person

￥2,000 Per person
・Kumamoto's specialty: Chobo-yaki
(Japanese crepewithcabbage and sauce)
・Ham cutlet in my old days in Showa Era

Surrounded by retro furnishings, let
us go back to old days together,
where we were laughing and singing
old Japanese pop songs in Showa
Era, joining shoulders with unknown
guys sitting aside. Let's say Kampai
( cheers ) with a big smile and say
good bye and see you soon while
walking in zigzag.

・Beef hanging tender pickled
with miso (fermented soybean paste)
・Tomato & cheese rolled
with a slice of pork back ribs

We oﬀer you fresh food which is
manually skewered and char
broiled. Try our secret sauce for a
garnish of cabbage, pork pettitoes,
boiled cow omasum, etc.. Besides,
we have a wide variety of menus
available, such as grilled ﬁsh,
deep-fried food, rice, etc..

▼

Tel 0967-32-1314
Open 17:30〜0:00

▼

Tel 0967-23-6110
Open 17:30〜1:30

▼

⑫SHOKUBO TAKENKO

▼

⑪ OSHOKUJIDOKORO
RORIAN
▼

Tel 0967-32-1989
Open 19:00〜1:00
▼

▼

Tel 0967-32-0117
Open 11:30〜14:30
17:30〜21:30(LAST)

⑧BENIHANA BENITAKE
▼

⑦ YAKINIKUNOSATO
HAKKENDEN
▼

Tel 0967-32-1933
Open 19:00〜0:00
▼

▼

Tel 0967-32-3748
Open 20:00〜0:00

⑱ SNACK AKAIKUTSU
▼

▼

▼

Tel 0967-32-1999
Open 20:00 〜

⑩SNACK YU-YU-YU
▼

⑨SNACK KARIN

▼

★ The dish may change without notice.

Please come
and try"The ﬂavor
of Aso, Japan"
which we
conﬁdently
recommend.

Some places are suggested
on the TripAdvisor site.
TripAdvisor is the world's biggest
The
TripAdvisor? communication site for travelers who
want to plan and make the best of their
trips.

It is a small pub where you can enjoy
landscapes of the outer rim of the
volcanic crater over lunch during the
daytime; while at night, you can have
ten or more kinds of high quality sake
and premium Shochu distilled spirits of
famous brandnames of Japan. In the
inside, it is ﬁlled with the warmth of
wood. You can enjoy dishes of homebred
bonito and kombu kelp stocks, fresh
sashimi as well as brown beef dishes.
Opened in 2012.

Please obey the
trafﬁc slogan
"Don't drive drunk.
If you want to drink,
don't drive".
Event supporting taxi company
Rindou Taxi

0967-32-0531

Operating Until 2:00 in the morning

Uchinomaki Taxi

0967-32-0645

Operating until 23:30
Event supporting substitute
drivers company
Oaso Substitute Driver

090-5470-0894

Operating until 1:00 in the morning

Hashimoto Substitute Driver

090-4355-9219

Operating Until 2:00 in the morning

For any inquiry, Uchinomakichuosenmonmaemachitoorishinkokumiai 0967-32-1105

To know more about Aso tourism: Visit the website at Aso Burari Net by Aso City Tourism Association. http://www.asocity-kanko.jp

asocity-kanko

search

主催 内牧温泉街繁栄会
search
Flat Uchinomaki dedicated website. http://www.ﬂat-aso.com/night-gourmet/en/ ﬂat uchinomaki

