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Welcome
Kumamoto International Convention and Tourism Bureau
くまもと観光コンベンションニュース

一　　般
財団法人 熊本国際観光コンベンション協会
〒860‒0804 熊本市中央区辛島町８番２３号桜ビル辛島町３階
ＴＥＬ ０９６－３５９－１７８８　ＦＡＸ ０９６－３５９－８５２０
e-mail  kumaconn@kumamoto-icb.or.jp 

交通センター
花畑公園

西辛島町
電停

慶徳校前
電停

辛島公園 辛島町
電停

サンロード
新市街

至市役所 花畑町
電停

本事務所
桜ビル辛島町 3階

※交通センターから徒歩 3分
　辛島町電停から徒歩 2分
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熊本城売店

動植物園売店

【住所】熊本市中央区二の丸1-1-3
　　　（桜の馬場城彩苑内）

【電話番号】０９６-３２２-５０６０
【営業時間】３～１１月　8:30～18:30
　　　　　１２～２月　8:30～17:30

【休み】12月29～31日

【住所】熊本市西区春日3丁目15-1
　　　（JR熊本駅構内）

【電話番号】096-352-3743
【営業時間】8：30～19：00
【休み】年中無休

【住所】熊本市中央区本丸１-１
【電話番号】０９６-３２６-４２９５
【営業時間】

【休み】12月29日～31日

【住所】熊本市東区健軍５丁目14-２
【電話番号】０９６-３６９-７２１３
【営業時間】9:00～17:00
【休み】月曜日（第4月曜日は
　　　開園し、翌日が休園）
　　　１２月３０日～１月１日

【住所】熊本市西区春日3丁目15-1
　　　（JR熊本駅構内）

【電話番号】096-327-9500
【営業時間】8：00～19：00
【休み】年中無休

桜の馬場 城彩苑総合観光案内所

熊本駅総合観光案内所（白川口）

熊本駅総合観光案内所（新幹線口）

３月～1１月　8:30～18:00
12月～2月　8：30～17：00

観光案内所 売　店

熊本市
イメージキャラクター

ひごまる

協会ホームページのお知らせ
楽しい情報盛りだくさん！ぜひご覧ください！！
http://www.kumamoto-icb.or.jp/

熊本国際観光コンベンション協会　検索

平成27年度コンベンション開催カレンダー

4月
Ａｐｒｉｌ

7月
Ｊｕｌｙ

8月
Ａｕｇｕｓｔ

9月
Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

6月
Ｊｕｎｅ

5月
Ｍａｙ

コンベンション名 規模 参加者数 開催期間 会　　場 2015 Spring● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
第２７回九州高校選抜ソフトテニス火の国大会
第３６回熊本オープン卓球大会
全日本女子レスリング強化合宿
第６２回体育堂ラケットワークス杯平成２７年度九州高校バドミンドン春季リーグ戦
日本健康太極拳協会　設立３０周年記念　熊本県支部大会
第１回九州中学選抜卓球大会

第８回アジアンシクロデキストリンカンファレンス / 第３２回シクロデキストリンシンポジウム合同会議
第３７回西日本軟式野球大会１部
第１回日本統合医療学会九州ブロック学術講演会
第４０回日本骨髄腫学会学術集会
第５１回日本肝臓学会総会

IT ヘルスケア学会第９回年次学術大会 ( モバイルヘルスシンポジウム２０１５併催 )
第５１回全国表具経師内装組合連合会　定期総会・学会　熊本大会

 

第３７回日本疼痛学会
第２５回全国病児保育研究大会 IN 熊本
日本プロテオーム学会２０１５年会

第４７回全国公立小中学校事務研究大会（熊本大会）

第４１回全国英語教育学会

第７０回細胞検査士教育セミナー
第９回アジア認知症学会
第２１回日本ＨＤＦ研究会

西日本
九州

スポーツキャンプ
九州
全国
九州

国際
西日本
九州
全国
全国

全国
全国

九州
 

全国
全国
国際

全国

全国

全国

西日本
国際
全国

1,070
2,200

30
900
200
680

200
500
150
400

3,000

500
170

700
 

600
1,000
1,000

2,200

500

1,000

700
500

1,000

４月３日～５日
４月４日～５日
４月８日～１４日
４月１８日～１９日
４月１９日
４月２５日～２６日

５月１４日～１６日
５月１５日～１８日
５月１６日
５月１６日～１７日
５月２１日～２２日

６月６日～７日
６月１２日～１４日

６月１９日～２２日
 

７月３日～４日
７月１８日～２０日
７月２３日～２４日

８月５日～７日

８月２０日～２２日

８月２２日～２３日

９月５日～６日
９月１４日～１６日
９月２６日～２７日

パークドーム熊本
熊本市総合体育館
熊本県民総合運動公園
熊本県立総合体育館
熊本市青年会館
熊本県立総合体育館

くまもと県民交流館パレア
熊本市水前寺野球場
熊本市国際交流会館
くまもと森都心プラザ
ホテル日航熊本

くまもと県民交流館パレア
熊本ホテルキャッスル

熊本県民総合運動公園
 

市民会館崇城大学ホール
ホテルニューオータニ熊本
くまもと森都心プラザ

市民会館崇城大学ホール

ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

熊本学園大学

市民会館崇城大学ホール
KKR ホテル熊本
熊本ホテルキャッスル

　(平成27年3月20日現在)

WelcomeWelcome
Kumamoto International Convention and Tourism Bureau
くまもと観光コンベンションニュース 2015 Spring● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●●

Welcome
平成２７年度全九州高等学校体育大会男子第６７回・
女子第４回全九州高等学校サッカー競技大会兼全国高等学校総合体育大会女子サッカー競技九州地区予選会

平成２７年度第５８回全国肢体不自由特別支援学校 PTA 連合会総会
および PTA・校長会合同研究大会「熊本大会」

肥後椿

肥後朝顔

肥後山茶花

肥後菊

肥後芍薬
肥後花菖蒲

肥
後
六
花
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EVENT GUIDE
観光情報
おもてなしInterview 
くまもとの街角～下通アーケード界隈～
コンベンション開催等支援制度のご案内
CONVENTION REPORT ～大会報告～ 
支援企業一覧
コンベンション開催カレンダー
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EVENT GUIDE 熊本市の主なイベントスケジュール

肥後六花
　肥後六花とは、江戸時代から品種改良を重ねてきた熊本独特の花で、肥後菊、肥後椿、肥後山茶花
（ひごさざんか）、肥後花菖蒲、肥後朝顔、肥後芍薬（ひごしゃくやく）の６つを呼びます。６つの花の特徴と
して、花形が一重一文字咲きであること、花色の純粋なことが共通しています。
　細川家8代細川重賢公のときに、武士のたしなみとして始められたもので、それぞれに「花連」と呼ぶ保
存団体があり、門外不出として現在に伝えられています。

肥後椿
花期は２月～４月。花
弁の数は５～６枚で一
重、雄しべが梅の花の
ように大きく広がって
いるのが特徴です。昭
和49年熊本市花に制
定。

肥後花菖蒲
花期は６月。花形が大
きく豊かで、花芯が立
っているのが特徴。鉢
で栽培し、開花直前や
見ごろの花を座敷に並
べて観賞します。

肥後菊
花期は11月～12月。定
められた作法で花壇
作りを行いますが、肥
後菊はただ花を観賞
するだけでなく、一年
を通して育てることに
意義があるとされてい
ます。

肥後芍薬

花期は4月下旬～5月
上旬の約10日間。一重
から二重の大輪蓮華
咲きで、鮮やかな黄色
の雄しべの盛り上がり
が特徴です。

肥後朝顔

花期は7月～8月。草
丈を鉢の高さの3～4
倍、第一花を草丈の四
分の一の高さに咲か
せる、「小鉢本蔓作り」
という独特の仕立て方
が特徴です。

肥後山茶花

花期は11月～12月。一
重大輪梅芯咲きが特徴
ですが、一部八重咲き
もあります。「山崎大
錦」が最初の登録品種。

通常立ち入ることのできない「本丸御殿大広間」
で、熊本城に相応しい邦楽の演奏などを楽しむこ
とができます。
期日：４月～５月の毎週土曜日
時間：午後６時～午後７時３０分
場所：熊本城本丸御殿大広間
入園料：午後５時以降　高校生以上２００円、
　　　　　　　　　　小中学生１００円
問合せ先：熊本城総合事務所☎０９６－３５２－５９００

武者姿の射手が疾走する馬に跨り、標的に向かっ
て勇壮に矢を放ちます。
期日：４月１９日（日）
時間：午後２時～
場所：水前寺成趣園内馬場
入園料：高校生以上４００円、小・中学生２００円
問合せ先：出水神社☎０９６－３８３－００７４

ステージイベント、トールペイント教室、動物イベ
ントなどが盛りだくさん。
期間中、中学生以下は入園料が無料。
期日：５月２日（土）～６日（水・祝）
時間：午前９時～午後５時（入園は午後４時３０分まで）
場所：熊本市動植物園
入園料：高校生以上３００円
問合せ先：熊本市動植物園☎０９６－３６８－４４１６

「江津湖のいいね！を探しに行こう！」をテーマに、
環境学習など、家族みんなで楽しめるイベントが
いっぱい！
期日：５月２日（土）～３１日（日）
場所：江津湖一帯
入園料：施設、日程により必要な場合有
問合せ先：ひごまるコール☎０９６－３３４－１５００

期日：７月１８日（土）～８月３１日（月）
毎週金・土・日曜日及び７月２０日（月・祝）、
８月１０日（月）～８月１３日（木）（計２５回）
時間：午後５時３０分～午後６時３０分
集合：熊本城頬当御門前
料金：参加料は無料（ただし熊本城の入園料が必要）
入園料：午後５時以降　高校生以上２００円、
　　　　　　　　　　小中学生１００円
内容：頬当御門前～天守閣前をご案内
問合せ先：熊本城総合事務所☎０９６－３５２－５９００

屋台、ゲーム、ステージイベントなど盛りだくさん！
家族みんなで夕涼みのひとときをお楽しみ下さい。
期日：７月１８日（土）～８月２９日（土）
　　 までの毎週土曜日（計７回）
時間：午後５時～午後８時
場所：桜の馬場 城彩苑
問合せ先：
湧々座
☎０９６－２８８－５６００
熊本城桜の馬場リテール（株）
☎０９６－２８８－５５７７

夕涼みがてら、昼間とは違った夜の動物たちの行
動を観察できます。遊園地で遊ぶこともできます。
期日：７月１８日（土）～８月２９日（土）
　　までの毎週土曜日
時間：午前９時～午後９時まで（入園は午後８時３０分まで）
場所：熊本市動植物園（動物ゾーン、遊園地ゾーン）
※植物ゾーンには入れません
入園料：高校生以上３００円、小中学生１００円、
　　　幼児無料
問合せ先：熊本市動植物園☎０９６－３６８－４４１６

夏休み期間にあわせて開園時間を延長します。
期日：７月１８日（土）～８月３１日（月）
時間：午後８時まで　場所：熊本城
入園料：午後５時以降　高校生以上２００円、
　　　小中学生１００円※浴衣で来場した方は無料。
問合せ先：熊本城総合事務所☎０９６－３５２－５９００

約２０基の勇壮なお神輿や子どもたちによる千人
清正など２，０００名程の参加者がまつりを盛り上
げています。
期日：７月２５日（土）～２６日（日）
時間：前夜祭　２５日午後５時から
　　 神幸祭　２６日午後３時から
場所：前夜祭（加藤神社境内）
　　 神幸祭（加藤神社→市内中心部→加藤神社）
問合せ先：
加藤神社社務所
☎０９６－３５２－７３１６

赤々とした炎が揺らぐ中、能が披露され神秘的な
雰囲気に包まれます。
期日：８月１日（土）
時間：午後６時～午後８時３０分まで
場所：水前寺成趣園内能楽殿
入園料：午後６時以降は
　　　 高校生以上１００円
　　　（小・中学生は無料）
問合せ先：出水神社
☎０９６－３８３－００７４

熊本市の「奥座敷」美肌の名湯植木温泉。各宿ご
とに泉源がある温泉街を流れる合志川河畔で空
いっぱいに広がる花火大会です。
期日：８月５日（水）
時間：午後８時～午後９時
場所：植木温泉米塚橋下流
問合せ先：植木温泉観光旅館組合
☎０９６－２７４－６８３０

熊本の夏の風物詩「おてもやん総おどり」や充実
した「食」、アーケードイベント等、魅力アップの内
容で開催。
期日：８月７日（金）～８日（土）
場所：中心商店街一帯
問合せ先：
ひごまるコール
☎０９６－３３４－１５００

　
旧暦８月１５日の「中秋の名月」にあわせて、熊本
城を夜間開園し、野点などの催しが行われます。
期日：９月２６日（土）、２７日（日）
時間：午後６時～午後９時
場所：熊本城天守閣前広場・本丸御殿大広間
入園料：午後５時以降　高校生以上２００円、
　　　　　　　　　　小中学生１００円
　　　　　　　　　　　　　　問合せ先：
　　　　　　　　　　　　　　熊本城総合事務所
　　　　　　　　　　　　　　　 ☎０９６－３５２－５９００

CONTENTSCONTENTS

通常立ち入ることのできない「本丸御殿大広間」
熊本城本丸御殿催事～春の宴～

期日：７月１８日（土）～８月３１日（月）
「熊本城おもてなし武将隊」夕涼みツアー

約２０基の勇壮なお神輿や子どもたちによる千人
清正公まつり

出水神社 薪能

城彩苑夜市
出水神社春季大祭 流鏑馬

春のこどもまつり 夕涼みがてら、昼間とは違った夜の動物たちの行
熊本市動植物園 夏の夜間開園

熊本市の「奥座敷」美肌の名湯植木温泉。各宿ご
植木温泉納涼花火

熊本の夏の風物詩「おてもやん総おどり」や充実
第３８回火の国まつり

熊本城名月観賞の夕べ
夏休み期間にあわせて開園時間を延長します。

夏の熊本城夜間開園

わくわく江津湖フェスタ２０１５
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城下町熊本をゆっくり歩く旅ガイド城下町熊本をゆっくり歩く旅ガイド

ほろ酔いさるく～こだわり店主と語る～

ゴールからの
アクセス

「くまもとさるく」では、ゆったりのんびり、熊本の情緒あふ
れる隠れた名所を観光ボランティアと巡ります。今回は、
20歳以上の方限定！熊本駅周辺を散策し、ゴールではお
酒が楽しめる、大人旅「ほろ酔いさるく」
をくまもと観光親善大使がご紹介します。

料　金　 2000円（体験料含む）
案内日　 毎月第2金曜日
予  約　 前日17:00までに下記までご連絡ください。
　　　   20歳以上毎月10名様限定です。
所要時間　15:00～17:00

市電／呉服町電停まで徒歩約3分

コースのみどころ
熊本駅から白川に沿ってのんびり散策した後
は、川上酒店でお酒の試飲が楽しめる大人の
旅。雰囲気ある店内では、唎酒師の資格を持
つ店主がお酒の楽しみ方を教えてくれます。

熊本駅
熊本駅新幹線口(西口)からス
タート！駅前広場は、くまもと
アートポリス事業のひとつ。
森都心プラザへは、信号が変
わるのをまたなくても、歩道
橋で繋がっています。

②③ 駅前歩道橋～くまもと森都心プラザ
ここには、「観光・郷土情報センター」や「プラザ
図書館」、「ビジネス支援センター」、「プラザホー
ル」などがあり、情報交流の拠点として利用され
ています。プラザ内には、カフェもあり、季節毎に
旬の食材を使用した郷土料理が味わえます。

白川
森都心プラザから白川沿いへ抜
ける途中には水辺広場が。ここ
には、広場のシンボルでもある
堰の遺構があります。春には広
場に桜が咲くなど、ちょっと休憩
するのにはおすすめです。

④ 殿下石
かの豊臣秀吉が九州平定の際に腰掛けた
とされる石。ここに座れば出世すること間
違いなし？パワースポットの一つとしても
密かに人気です。

⑤法牛地蔵・団子地蔵
地蔵堂の中には、法牛地蔵
と団子地蔵が祀られていま
す。いつも綺麗に掃除され
ていて、地元の人に愛され
ている地蔵堂です。普段は
扉の開いている所から、中
を見ることができます。

⑥ 川上酒店
築100年のレトロモダンな雰囲気漂うお店。ここでは、
唎酒師である店主と一緒に、自分好みの１本を探すこ
とができます。さるくの体験では、県内の清酒4種、焼
酎4種を少しずつ試飲できます。熊本は清酒と焼酎を
両方とも造っている全国でも珍しい地域。お酒の歴史
や、どんな料理に合うのか、おいしい飲み方など話はさ
まざまです。約1時間の試飲体験は、レトロモダンな雰
囲気と相まって、あっという間に過ぎてしまいます。
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くまもとさるく 検索

【平日】（受付時間8:30～17:00）
熊本国際観光コンベンション協会　TEL ０９６‒３５９‒１７８８

問い合わせ
お申し込み

【土日祝日】（受付時間8:30～17:00）
桜の馬場城彩苑　総合観光案内所　TEL ０９６‒３２２‒５０６０

参加費

申込み

大人 500円　小中学生 250円
別途交通費（市電、バス代）、入場料等がかかるコースがございます。
前日１７：００までの予約が必要です。
下記までご連絡いただくか、当協会HPからお申込み下さい。

いざ！熊本城へ
城下町・こだわりの店めぐり
温故知新のまちめぐり
西日本最大級のアーケードをさるく
くまもとのアメ横！？をさるく
五高と細川家の歴史さるく！
熊本城・重要文化財さるく

水前寺さるく
水辺の文学さんぽ路
Ｔｈｅ！清正公さるく
藩主ゆかりの寺院めぐり
川尻ぶらり旅
くまもと恋と美女のご利益めぐり

職人ワザに挑戦！
城下町めぐり
ほろ酔いさるく
下通の歴史とうまかもん

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

5

熊本名物やモノを熊本の人とふれあって
体験できるメニューです。
｢食べて・作って・遊んで・見て｣
みてはいかがですか。

食べてみらんね

肥後手巻き寿司講座
～手軽に料理人の技が学べます～

■実 施 日／月曜～水曜（祝前日は除く）
■場　　所／元祖海鮮市場えびす丸熊本総本店
■料　　金／2000円
■受入時間／15:00～16:00
■所要時間／60分
■申　　込／要予約（前日17時まで）
■受入可能人数／最少2人～最大10人
■問合わせ先／元祖海鮮市場えびす丸熊本総本店
　　　　　　☎096(324)5811
　　　　　　熊本市中央区下通1-10-28 
　　　　　　栃原ビル1F

本格染め抜き体験
～色抜きで絵柄を作る職人の技～

■実 施 日／通年（水曜、日曜を除く、その他不定休あり）
■場　　所／絹工房　なかじ
■料　　金／3000円
■受入時間／14:00～16:00
■所要時間／60分
■申　　込／要予約（3日前まで）
■受入可能人数／最少1人～最大3人
■問合わせ先／絹工房　なかじ
　　　　　　☎096(324)0777
　　　　　　熊本市中央区細工町4-26

散策しながら水道の歴史を学ぼう
～水道発祥の八景水谷を探訪～

■実 施 日／通年（月曜※祝日の場合は翌日）、
　　　　　　12/29～1/3、イベント時は除く。
■場　　所／熊本市水の科学館
■料　　金／2000円（保険代込み）
■受入時間／9:00～17:00
■所要時間／60分
■申　　込／要予約（10日前まで）
■受入可能人数／1グループ20人まで
■問合わせ先／熊本市水の科学館
　　　　　　☎096(346)1100
　　　　　　熊本市北区八景水谷1-11-1

「川遊び名人」入門編！
～川の魅力と水辺の生物に触れてみよう～

■実 施 日／通年
■場　　所／中無田閘門 熊本市南区富合町杉島地先
■料　　金／500円
■受入時間／9:00～16:00
■所要時間／60分～180分程度
■申　　込／要予約（3日前まで）
■受入可能人数／最少2人～最大5人
■問合わせ先／加勢川開発研究会
　　　　　　☎096(357)5568
　　　　　　☎080（1736）6488
　　　　　　熊本市南区中無田町1041

見て聞いてみらんね

作ってみらんね

遊んでみらんね

全79
メニュー

①

②

③

④

いざっ、スタート！

お土産付き！

ガイド付き 13コース
体験付き  4コース
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Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ　Vol.12Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ　Vol.12

おもてなし
地域の人に愛される水前寺に･･･

　喧噪とした街中にある、静かな和風庭園「水前寺成趣園」。ここは、肥

後細川藩初代忠利公が、渾 と々清水が湧くこの地を気に入り、御茶屋を

つくったのがはじまりとされる歴史ある場所の一つです。後に、細川綱利

公によって、桃山式の回遊式庭園が完成し、「成趣園」と命名されました。

水の国くまもとを象徴するかのような綺麗な湧き水に優美な庭園は、熊本

の観光地として知られています。特にこの２～３年は、さまざまなイベントも開催され、県外からの観光客だけでなく、地元の人の姿

が多く見られるようになりました。その仕掛け人が「水前寺活性化プロジェクト」のメンバーです。今日はそのメンバーの代表、永野

陽子さんにお話を聞きました。

みんなが思っていたことだった。
　水前寺活性化プロジェクトの始まりは、今から3年前の

2月14日のこと。当時の市長であった幸山氏が各地域に

出向き、話をする「自治協（自治協議会）トーク」が開催さ

れた日でした。永野さんは６町内の自治会長であったた

め、地域の代表として参加。水前寺や周辺地域が衰退し

ていることを伝えました。当時の水前寺界隈

の閉店舗数は全体の3分の１もあり、参道商

店街をはじめ、多くの店がシャッターを下ろし

ているような状態でした。

　この自治協トークの中で浮き彫りになった

のは、「地域にまとまりがない」ということ。水

前寺を盛り上げるにはどこが拠点となるの

か、だれがどのように地域をまとめていくの

かと指摘されました。永野さんは、「地域をま

とめますので応援してください」と発言。そこ

から水前寺活性化プロジェクトがスタートし

たのです。

　永野さんはまず、自治会役員や参道商店

街、水前寺成趣園内のお店や、周辺の商店街

に「地域を一つにまとめて水前寺の活性化を

しませんか？」と声かけをしました。皆、何とか

したいという気持ちは同じだったようで、プロ

「水前寺活性化プロジェクト」

みんなが思っていたことだった。 ジェクトはすぐに始動。水前寺成趣園が隣接している砂取

校区と出水校区の２つの校区が一緒に動き出したため、

熊本市中央区まちづくり推進課も参加するようになりま

した。毎月第2水曜日の午後6時半、玄宅寺にてプロジェ

クト会議を行います。特に声かけをしなくてもいつも30

人以上の人が集まります。この場では、自治会、参道商店

街などの各団体の活動報告を行い、意見を言い合いま

す。提案もすぐ実行に移せ、その場で声掛けもできるた

め、月に1回の開催は大変有意義な時間です。

水前寺を知ってもらう
　水前寺活性化プロジェクトでまず目指したのは、水前寺

成趣園の認知度をあげること、地元住民に愛されること

でした。出水神社もプロジェクトチームに加わってから、よ

り取り組みが加速され、まずは、近隣に住む地元の人に知

ってもらおうと、出水神社は「友の会」制度を発足させま

した。通常1回あたりの入園に400円必要ですが、砂取

校区と出水校区に住む人は年間200円で、何度も入園

できる制度です。また学校での授業や行事での入園やイ

ベント開催時も入園料を無料にするなど、訪れやすい水

前寺成趣園を作り上げています。そうすると、水前寺成趣

園は地元であることを意識してもらうことにつながり、ボ

ランティアも増えてきました。

　また、「水前寺成趣園」の歌も制作。永野さん自らが作

詞をしています。「はじめての作詞だから、『何を伝えたい

か』を一番に考えて作詞しました。」と永野さん。この歌詞

に、「ザ・わらべ」を指導している中村花誠さんに曲や舞を

つけていただき、9月に開催したお月見会に合わせて初

めてお披露目した際には、あまり告知もしない中、地元の

方など400人もの人が集まりました。

　今後もあらゆる場でこの歌を使い、水前寺成趣園を

PRしていきます。「これから更に盛り上げていくには、ま

ずは地域の人に慕われるための場所をつくらなければい

けません。水前寺成趣園と地域が友好に継がることが一

番重要です。」と永野さん。水前寺をより身近に感じても

らえるよう、さまざまな取り組みが動きはじめています。

身近だけども品格のある公園づくりを
　水前寺こいあかりやお月見会、週末にはマルシェなど、

これまでとは違ったイベントが行われる水前寺一帯。この

２～３年で、雰囲気はどんどんと変わっていっています。

「ゆくゆくは、水前寺成趣園を熊本の人が誇りに思えるよ

うな品格のある場所にしたいと考えています。昔、ここは

お殿様をお迎えする、おもてなしの場所でした。今もその

心は忘れてはいけないはずです。『ぜひ連れてきたい』と

熊本の人が思うようなまちづくりを進めていきたいと思

います。また、ただ賑やかさを求めるのではなく、成趣園

に似合った和のテイストを残した独自性のあるものを根

付かせていきたいです。」と永野さんは語ります。

　賑わいを取り戻しつつある水前寺。その変化には、水前

寺成趣園の良さを守りながら、より地域に愛されるまち

づくりが進められています。

2月は着物で水前寺
　2月は、水前寺成趣園に着
物で来園すると入園料が無
料になります。
　期間中は、「水前寺こいあ
かり」が開催され、いつもとは
違った水前寺成趣園が楽し
めます。

水前寺こいあかり
　夜の水前寺成趣園を竹灯
りが彩ります。こいあかりの「こ
い」には、「恋」、「鯉」、「濃
い」、「来い」、「焦う」などの想
いが込められています。

水前寺成趣園内に休憩処ができました！

冷暖房完備の休憩処には、水前寺成
趣園の歴史が紹介されており、誰でも利
用できます。

水
前
寺
活
性
化
プ
ロ
ジェク
ト
代
表

　永
野
陽
子
さ
ん
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コンベンション開催等支援制度のご案内くまもとの

街 角 　当協会では、本市及びその周辺地域の会議施設などで開催されるコンベンション等を対象に、以下のような支援・助成制

度を設けております。会議・大会、スポーツ競技大会など開催の際には是非ご活用ください。

[下通アーケード界隈] ◆コンベンション開催助成制度（最高１００万円）

【助成対象】 九州大会規模以上、かつ参加者及び熊本市内宿泊者が３０名以上の

　　　　　　 コンベンション（大会・学会・会議等）。

【助成金額】 大会規模・内容に応じ、当協会の審査により決定します。

◆スポーツコンベンション開催助成制度（最高７８万円）

【助成対象】大会参加者・関係者が熊本市内に宿泊し、九州大会規模以上で開催されるスポーツ競技大会。

【助成金額】

◆インセンティブ・トラベル誘致助成制度（最高１０万円）
【助成対象】県外出発かつ熊本市内での宿泊者数が延べ３０名以上のイン

　　　　　　センティブ・トラベルの企画手配を行う国内外の旅行会社。

【助成金額】 参加者１人当たり２，０００円に宿泊日数を乗じた金額

　　　　　　（限度額１０万円）

※宿泊施設が発行する宿泊者数証明書及び当該旅行がインセンティブ・

　トラベルである旨を証する書類（主催者発行）が必要となります。

◆スポーツキャンプ助成制度（最高10万円）

【助成対象】県外のアマチュアスポーツ団体が実施するキャンプで２０名以上の

　　　　　　参加があり、かつ熊本市内で２日以上宿泊するもの。

【助成金額】参加者１人当たり１，０００円に宿泊日数を乗じた額（限度額１０万円）

【各助成制度・支援制度共通条件】
○ 熊本市、熊本県及び熊本県観光連盟から開催を受けているもの、政治・宗教的活動を目的とするもの、公序良俗に反するもの等
　  は助成対象となりません。
○ 各助成制度の利用には、必ず事前申請（開催１ヶ月前）が必要となります。

延べ宿泊者数　100～299名 　 300～599名　 600～899名　 900～1,199名　1,200～1,499名　1,500～1,999名　　2,000名～
　助 成 額 5万円   　　10万円　　   15万円　　   20万円　　   35万円       　　50万円　　     65万円

この他にも様々な助成制度をご用意しております。 詳細は観光コンベンション課へお問い合わせください。

※ 一企業がその社員のみを対象とするものは助成の対象となりません。
※ 助成額は開催費用総額（参加者負担の懇親会費等を除く）の２０％を上限とします。
※参加者名簿または宿泊施設が発行する宿泊者数証明書の提出が必要となります。

※ 規模により下記限度額が定められています。ただし宿泊者数が２，０００名を超える場合は、特例として限度額は適用されません。

※ 平日の延べ宿泊者数が、１，０００名以上の場合、上記助成金額に２０％を乗じた額を加算します。
※ 宿泊施設が発行する宿泊者数証明書の提出が必要となります。

【助成限度額】 九州大会：１５万円、西日本大会：３０万円、全国大会：５０万円

※ プロ選手のキャンプを対象とした助成制度もあります。

※ 宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

西日本最大級のアーケード、歴史と今が混在するまち。
　下通商店街は、アーケードの長さ511m、道幅15mと、熊本で一番大きなストリート
です。通りにはさまざまなジャンルのお店が建ち並び、飲食店も多いため、夜もにぎや
かです。通り全体に屋根があるため、雨の日も安心してお買い物ができます。また、
至る処に歴史の面影残す史跡や名称が残っていて、歴史と今が混在しています。

花畑公園（旧代継宮跡）
　まちなかのオアシス、花畑公園。公園中央には、熊本市指定天然記
念物である大きなクスノキがどっしりと構えています。花畑公園は、古
くは代継神社の境内の一部で、
このクスノキは神木であったと
いわれています。その後、加藤
清正によって花畑邸が創設され
たときも、邸内にこのクスノキ
は残され、現在に至っています。

1

市役所１４階展望所
　熊本市内を見渡すことができる穴場スポット。昼間はもちろん、夜は
22時まで無料開放されています。間近にはライトアップされた熊本城
や市街地の夜景を楽しむことが
できます。14階フロアには展
望レストランもあり、食事を楽し
むこともできます。

〔開放時間〕
平日８：30～22：00
閉庁日10：00～22：00

（年末年始休みあり）

2

下通アーケード
　落ち着いた自然空間を演出
するため、アーケード街では珍
しい街路樹が植樹。またミスト

（人工霧）発生装置が完備され
ており、夏の暑い日には道行く
人を快適にしてくれます。

3

新市街アーケード
　熊本の映画発祥の地とされる通り
で、現在も、映画館の他、アミューズメ
ント施設が建ち並びます。100年も
の歴史ある商店街です。

4

相撲町通り・駕町通り
　下通商店街からのびる通りにはそれ
ぞれ名前が付いています。その名前は
歴史から由来しているものも。通りに
はそれぞれ特色ある看板も設置してあ
り、それぞれに楽しみが隠れています。
相撲町通り･･･江戸時代、細川藩のお
抱え力士がこの近辺に居住していたこ
とが、名前の由来になっています。
駕町通り･･･下通アーケードに平行し
て走る通り。加藤清正公時代から、藩主
や侍を乗せる「御駕籠衆」の居住地だ
ったことが、名前の由来になっていま
す。

5

小泉八雲熊本旧居
　「耳なし法一」の作者として知ら
れる小泉八雲（ラフカディオ・ハー
ン）が熊本へ英語教師として赴任し
た際、最初の1年を過ごした旧居。
平成7年に復元された住居内には、
八雲について紹介したパネルや作
品などが展示されています。
　熊本市中央区安政町2-6
TEL/ (096)354-7842
料金/高校生以上200円、小・中学生100円
開館時間/9時30分～16時30分
休/月曜（月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休み）、年末年始

6

熊本城

1花畑
　公園

坪井川
2熊本市役所

鶴屋百貨店

通町
電停

熊本城・
市役所前電停

花畑町
電停

辛島町
電停

辛島
公園

4新市街アーケード

3
下
通
ア
ー
ケ
ー
ド

3
下
通
ア
ー
ケ
ー
ド

上
通
ア
ー
ケ
ー
ド

パルコ

銀座通り

6小泉八雲熊本旧居三年坂通り

5相撲町通り

城見町通り

5
駕
町
通
り

シ
ャ
ワ
ー
通
り



10 CONVENTION NEWS WELCOME 11CONVENTION NEWS WELCOME

CONVENTION REPORT

期　日　平成26年10月5日（日）～8日（水）
会　場　ホテル日航熊本
参　加　152名
主　催　新学術領域研究「シンクロ型LPSO構造の材料科学」

　国際会議LPSO2014は、わが国で開発され、エネルギー低消費社会の実現へ向けてイノベーションを引き起こす新材料として注目され

ている高強度・高耐熱性マグネシウム合金を、実用材料として応用展開していく上で根幹となるシンクロ型LPSO構造の基礎研究を推進する

ことを目的とした国際会議で、2012年の札幌に続き2回目の開催となりました。

　今回は海外（ロシア・アメリカ・ドイツ・フランス・スペイン）から7名の研究者をお招きし、日本全国から参加した約80名の研究者からも日々の

精力的な研究の成果が数多く発表され、活発な討論が繰り広げられました。会場には国内・海外企業による展示ブースが設けられ、実り多い情

報交換の機会となりました。

　また短い時間でしたが海外からの参加者を熊本城周辺にご案内することができ、会議の合間には会場近くのアーケード街での買い物も楽

しまれた様子でした。

　最後に、LPSO2014開催にあたりましては、関係の皆様に惜しまずお力添えいただきましたことを心から感謝申し上げます。

LPSO2014実行委員長　河村 能人（熊本大学先進マグネシウム国際研究センター）

期　日　平成26年10月18日(土)～19日（日）
会　場　東海大学熊本キャンパス
参　加　270名
主　催　日本広報学会

日本広報学会第20回研究発表全国大会

　日本広報学会第２０回研究発表全国大会には地(知)の拠点としての

大学の地域貢献を目指した地元公募枠90人を含む270人の参加を

得、統一論題「グローカル時代におけるコーポレート・コミュニケーショ

ン戦略を深化する」のもと広報理論、企業広報、広報人材、行政広報、

社会貢献など43本の研究発表が行われた。１日目の基調講演は九経

連副会長のJR九州石原進相談役から『観光を九州の基幹産業に』、熊本県蒲島郁夫知事から『くまモンの政治経済学』、更にはくまモンの登

場で九州をあげての広報戦略を体感、会場が熱気に満ちた。学会会長の経団連副会長でアサヒホールディングス荻田伍相談役も来熊、夕刻

の懇親会には開催校代表の平野葉一副学長も参加、産官学のネットワークを深めることができた。 

大会実行委員長　東海大学経営学部教授　小野 豊和

期　日　平成２６年１１月１２日（水）～１１月１３日（木）
会　場　熊本市総合体育館
参　加　７４０名
主　催　熊本県卓球協会

西日本レディース卓球フェスタ２０１４・熊本大会

　愛知県や石川県・富山県を含む西日本各地から、総勢740名のレディ

ース卓球愛好者が集い「西日本レディース卓球フェスタ2014熊本大

会」を開催致しました。この大会の特徴は、開催地の名所観光や名物に舌

鼓打つ楽しみもさる事ながら、他の大会には例をみない（各チームのテ

ーマにそった）「仮装」での試合がある事と、試合結果以外にも、仮装での

「フェスタ賞」の表彰があることです。初日の団体戦の予選リーグでは、仮

装で和気あいあいとした雰囲気でフェスタ賞を目指しますが、二日目のト

ーナメント戦では一転して、勝負に徹した厳しい表情でのナイスプレーの

連続となります。このギャップこそ、参加者はもとより、大会運営や応援に

来られた「男性陣」をも魅了する本大会の最大の魅力と言えます。

　　　　　　　　　　　　　　熊本県卓球協会　理事長　高木 珠江

期　日　平成27年2月8日（日）～13日（金）
会　場　熊本県民総合運動公園他
参　加　43名

カマタマーレ讃岐　熊本トレーニングキャンプ

香川県のJリーグチーム『カマタマーレ讃

岐』が春季キャンプを熊本にて実施いたし

ました。チームを代表して主務の成松勝利

さんにお話を伺いました。

－春季キャンプを熊本で実施するきっかけは？

　『今季は、開幕の時期が例年より1週間遅くなったため、長めのキ

ャンプを組む事が可能となりました。昨年も利用した鹿児島で2次キ

ャンプを開催することは早い時期から決定しておりましたが、1次キ

ャンプの開催地について選定するなかで、ロアッソさんから熊本をご

紹介いただき、グランド等の施設がよく、練習試合も組めるというこ

とで、熊本でキャンプを行うことにしました。多くのチームがキャンプ

をしている宮崎県や鹿児島県に近いという点も大きかったですね。』

－熊本の印象は？

　『九州ということで暖かいイメージがありましたが、とても寒くて

びっくりしました！（注：キャンプインした8日は雪が舞っていました）　

とは言え、グラウンドの状態は香川県内のグラウンドに比べ非常に良

いこともあり、開幕に向け良いトレーニングに取り組めています。香

川から熊本へは岡山を経由し新幹線を利用しましたが、思ったより

近く、シートもゆったりしていて快適に移動出来ました。熊本といえ

ば食べ物が気になりますが、以前食べたいきなり団子はとても印象

に残っています。またキャンプ中は生物を食べることが出来ないの

ですが、馬刺しは是非一度食べてみたいです』

－チームについて教えて下さい

　『今季はベテランと若手をより融合させるために、ベテランの木島

良輔選手をキャプテン、若手の沼田選手、藤井選手を副キャプテン

に配しました。この3選手を中心に陽気な山本選手、高木選手がトレ

ーニング中のムードメークをしたり、チーム一丸となって試合に挑め

る状態になっています。また今季、ロアッソ熊本より加入した仲間選

手は早くもチームに馴染んでいる様で、今季の活躍を期待していま

す』

－最後に今シーズンの抱負を教えて下さい

　チームとしては『J2残留』という目標があります。昨シーズンは

J2J3の入れ替え戦でサポーターの皆さまにはご心配をお掛けした

ので、J2で2年目の今年は20位以内勝ち点50点を目標に頑張り

ます。個人的にはJ1昇格のプレーオフに絡める順位になり、より多く

の地元の皆さまに楽しんで応援して頂けるチームになりたいと思っ

ています。

－今シーズンのカマタマーレ讃岐のご活躍をお祈り申し上げます！

The 2nd International Conference on Long-Period 
Stacking Ordered Structure and Its Related Materials 

（LPSO2014～
 シンクロ型 LPSO
 構造素材に関する
 国際会議）
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くまもとのよかとこ案内します！

くまもと観光親善大使おすすめ～私の好きな熊本弁～

～ここでしか手に入らないオリジナル商品をご紹介～

観光に関するイベント等に「くまもと観光親善大使」を派遣しております。詳しくは、当協会までお問合せください。

髙村 加奈 永田 桃子

井上 亜紀森　瑞希

はじめまして！

　私の好きな熊本弁は
「がまだす」です。「頑張
る」という意味で使われ
るこの言葉。あと少しの
努力で目標に到達する
とき、新しく何かに挑戦
するとき、また、怠けて
いるときも、家族に「が
まだすばい！」と声をか
けられます。もちろん、

頑張れ！という意味で使っているのですが、陰なが
ら応援しているよ、あなたならまだ頑張れるよ、み
んなも頑張っているよ、と叱咤激励の気持ちもこ
もっている言葉だと思っています。
　今年度も向上心を高く持ち、がまだすばい！

　私の好きな熊
本弁は沢山あり
ますが、その中
の一つが「ぎゃ
ん」です。「ぎゃ
ん行って、ぎゃん
行って、ぎゃん曲
がって、ぎゃーん
行くとたい！」と、
「ぎゃん」だけで

道案内ができるなんて熊本ならではで面白いです
よね♪
　その他にも、驚いたときに思わず言ってしまう「ば
っ！」や「よかね～」もお気に入りの熊本弁です。「ば
っ！」は言葉の響きが、「よかね～♡」は標準語で「い
いね～」と言うよりも、少し柔らかい感じがして好き
な熊本弁です♪

　この度、くまもと観光親善大使に就
任いたしました。大好きな熊本の魅力
をたくさんの方々に知っていただき、
お越しいただけるようがまだします！
　どうぞよろしくお願いします。

熊本の豊かな自然・歴史・文化などをアマチュアならではの素朴さと人情を交えて観光ボランティアガイドがご案内します。

【案内区域】熊本市内及びその周辺
【案内時間】午前９時～午後５時まで
【お申し込み】案内希望日の３日前（土・日・祝日を除く）までに下記までご連絡ください。

くまもとよかとこ案内人の会　ＴＥＬ ０９６―３５６－２３３３
※ＨＰからのお申し込みも可能です。
※英語・韓国語・中国語でのご案内も可能です。
【必要経費】　ご案内は、無料です。但し、ガイドの現地までの交通費として、
　　　　　　２，０００円を当日直接ガイドへお支払ください。

熊本市動植物園売店
マルルぬいぐるみ　

　北極熊マルルのかわいいぬいぐる
みができました！ネックレスやリボン
のほかに、足の裏には“MARURU”
の刺繍入り♪お子様へのお土産やプ
レゼントにいかがですか？

熊本城売店
熊本ばんそうこう

　熊本城をはじめとした“熊本”ならではの５
つの絵柄です！熊本市イメージキャラクター
「ひごまる」や熊本を代表する食べ物・方言・
肥後六花など見て楽しい、使って楽しい絆創
膏♪お土産やノベルティにいかがですか？

他にもお土産、オリジナル商品を多数取り揃えております!詳しくは、HPをご覧ください!

お問合せ先　熊本国際観光コンベンション協会　096-359-1788
熊本国際観光コンベンション協会　　検索
http://www.kumamoto-icb.co.jp/

宿泊施設

アークホテル熊本城前

Ｒ＆Ｂホテル熊本下通

阿蘇熊本空港ホテルエミナース

阿蘇の司ビラパークホテル

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

アパホテル(熊本交通センター南)

菊南温泉ユウベルホテル

熊本グリーンホテル

（一財）熊本県青年会館

熊本交通センターホテル

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

（一財）熊本テルサ

熊本東急REIホテル

熊本ビジネスホテル

（株）熊本ホテルキャッスル

熊本 和数奇 司館

ＫＫＲホテル熊本

心乃間間（(株)藤江旅館）

小松屋渚館

コンフォートホテル熊本新市街

ＪＲ九州ホテル熊本（ＪＲ九州ホテルズ(株)）

スーパーホテルＬｏｈａｓ熊本天然温泉

染物と宿の中島屋

天然温泉　六花の湯　ドーミーイン熊本

東横イン熊本駅前

東横イン熊本交通センター前

東横イン熊本城通町筋

東横イン熊本新市街

ネストホテル熊本

火の国ハイツ

(株)ホテルサンルート熊本

ホテル　ＳＬＯＷ  水前寺

ホテル日航熊本（くまもと新世紀（株））

ホテルニューオータニ熊本

ＨＯＴＥＬピースフル（（株）三祐）

ホテル法華クラブ熊本

ホテル本陣

ホテルルートイン熊本駅前

松屋別館

（資）丸小ホテル

三井ガーデンホテル熊本

メルパルク熊本

湧泉の宿　藻乃花

リッチモンドホテル熊本新市街

リバーサイドホテル熊本（(株)リバーサイド）

旅亭　松屋本館　Suizenji

交通・運輸

九州産交観光(株)

096-351-2222

096-356-7272

096-286-1111

0967-34-0811

0967-35-2111

096-323-8111

096-344-5600

096-325-2222

096-381-6221

096-326-8831

096-354-2111

096-387-7777

096-322-0109

096-384-1144

096-326-3311

096-355-0410

096-352-5101

096-382-4444

096-355-0121

0967-67-2411

0964-59-0111

096-211-8411

096-354-8000

096-351-9000

096-202-2020

096-311-5489

096-351-1045

096-322-1045

096-325-1045

096-324-1045

096-322-3911

096-380-3305

096-322-2211

096-383-8410

096-211-1526

096-326-1111

096-388-1188

096-322-5001

096-354-9191

096-325-6511

096-213-1331

096-353-1241

096-352-1131

096-355-6310

096-340-0727

096-312-3511

096-355-3110

096-381-1331

096-325-0557

九州産業交通ホールディングス（株）

九州産交運輸（株）

九州旅客鉄道（株）熊本支社

九商フェリー(株)

熊本空港ビルディング（株）

熊本タクシー㈱くまもとチャーターキャブセンター

熊本電気鉄道（株）

熊本バス（株）

（株）産交タクシー

熊本フェリー（株）

（株）シークルーズ

スカイネットアジア航空(株)

全日本空輸（株）熊本支店

日本航空（株）熊本支店

日本通運（株）熊本支店

ヤマト運輸（株）下通支店

旅行業

（株）近畿日本ツーリスト九州 熊本支店

（株）サンワールド九州

（株）ＪＴＢ九州 熊本支店

（株）ＴＥＡＭ

トップツアー（株）熊本支店

トスインターナショナル（株）

（株）日専連ツアーズ

（株）日本旅行 熊本支店

名鉄観光サービス(株)熊本支店

イベント・広告代理

（株）ＲＫＫメディアプランニング

（株）アドルーム

(有)アワーハウス

（株）熊日広告社

（株）コングレ九州支社

（株）コンベンションサポート九州

（株）サウンド九州

サンコー・コミュニケーションズ（株）

ＪＲ九州エージェンシー（株）熊本支店

（株）ジャンクプランニング

綜合企画（株）

（株）電通九州熊本支社

（株）西広熊本支社

（株）花のキレイ舎

（有）ピクチャーズカンパニー

（株）マックスファイブ

（株）ミスタープロデュース

プランニング

（株）風土＆フードデザイン　ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ

看板・装飾・設営

（株）エイワ

九州テントリース（株）

熊本市広告美術協同組合

（資）彩美堂

096-325-8229

096-377-2135

096-352-0818

0957-65-0456

096-232-2311

096-379-8182

096-343-2526

096-370-8181

096-355-7111

096-311-4330

0969-56-2458

096-233-1057

096-322-5351

096-355-3170

096-387-8777

096-351-0125

096-325-4891

096-288-3730

096-322-4115

096-384-8585

096-354-5765

096-288-2891

096-326-1611

096-354-4488

096-354-4351

096-351-3811

096-369-8494

096-322-1939

096-327-3161

092-716-7116

096-212-3161

096-329-0955

096-355-3381

096-359-7918

096-381-6001

096-346-1711

096-355-5351

096-355-3161

096-354-2535

096-311-5415

096-311-1874

096-275-2030

096-354-0773

096-367-6677

096-324-3131

096-370-5591

096-363-2222

熊本ワシントンホテルプラザ
（ワシントンホテル（株））

グリーンリッチホテル水前寺
（㈱グリーンホテル・ズ　コーポレーション）

（株）ツカサ創研

舞台美術

（有）吉本美術

印刷・出版

（有）ウルトラハウス

エース出版(株）

（株）エヌユーエス九州

（株）かもめ印刷

（株）カラーズプランニング

（株）熊本リビング新聞社

（株）啓文社

（株）交通タイムズ社

（株）サンマーク

（株）城野印刷所

白木メディア(株）

（株）ゼンリン　熊本営業所

（株）ダイケン

（株）太陽社

中央印刷紙工（株）

西窪企画

（株）ハタノ

（株）フォーカス

（株）碧水社

ホープ印刷（株）

（株）マインド

（株）リーバン

各種レンタル

熊本日産観光（株）

（株）東光レンタカー

（株）トヨタレンタリース熊本

警備・ビル管理

九州警備保障（株）

（有）九州ビルメンテナンス社

弁当・ケータリング

（有）Ｆ-ＢＯＸ池田屋

（有）音羽家

（株）亀井ランチ

（株）味春

熊延観光（株）

報道関係

ＮＨＫ熊本放送局

（株）エフエム熊本

熊本朝日放送（株）

（株）熊本県民テレビ

（株）熊本シティエフエム

（株）熊本日日新聞社

（株）熊本放送

（株）テレビ熊本

料飲・食事

青柳（（有）親和商事）

安坐

096-235-2351

096-364-1852

096-354-3822

096-339-8555

096-349-0077

096-279-3440

096-213-1505

096-359-3311

096-368-8100

096-378-1275

096-371-3771

096-286-3366

096-362-1255

096-370-1400

096-242-5111

096-366-1251

096-354-4191

089-941-6008

096-356-6433

096-345-6209

03-3294-3101

096-338-0500

096-324-7600

03-3390-515１

096-324-6363

096-366-4101

096-388-7171

096-383-4111

096-329-4159

096-346-8828

096-354-2345

096-212-0011

096-360-0023

096-378-4294

096-326-8203

096-353-3131

096-359-1111

096-363-6111

096-323-6611

096-361-3111

096-328-5511

096-354-3411

096-353-0311

096-354-8911

096-389-7111

096-353-2393

096-358-3300

096-356-2818

096-319-1777

096-311-5050

096-324-5811

096-211-1414

096-321-8880

0966-22-2375

096-322-5353

096-322-9662

096-363-2626

096-352-8821

096-352-5187

096-352-7177

096-352-1648

096-355-1041

096-351-5523

096-323-4585

096-354-2290

096-327-2231

096-356-1146

096-325-6444

096-352-7177（事務所）

096-351-9400

096-354-8755

096-319-5477

096-351-2250

080-3984-4010

096-352-8010

096-356-2905

096-351-4129

096-323-6068

096-345-3830

096-351-0535

096-355-6256

096-354-9331

096-356-8775

096-355-3558

096-286-0268

096-352-1967

096-277-1237

096-353-1592

096-312-8060

096-325-8947

096-356-6256

096-354-3488

096-351-4581

096-352-5171

096-387-0300

096-237-7507

096-357-9020

味千ラーメンチェーン本部　重光産業(株)

味処　お川

（株）天草海食まるけん

ウイスキーキャット

割烹居酒家　魚河岸　番屋（恵比寿物産㈱）

割烹居酒家　写楽（恵比寿物産㈱）

郷土・海鮮　肥後の陣屋（恵比寿物産㈱）

郷土料理　五郎八（（有）五郎八）

くまＢＡＲ（（資）鳥越商店）

熊本城酒場むしゃんよか　ＥＳＱＵＩＮＡ

熊本ラーメン　赤のれん

クラブ　志保（（有）志保企画）

GRILL　de　GYAN

源ＺＯ－ＮＥ

紅蘭亭

黒亭

黒龍紅　熊本駅前店

こむらさき（熊本ラーメン(株)）

ジェイアンドジェイ

酒肴　フクヤマ

食家　螢

城見櫓（共和観光（株））

寿司・活魚料理　天草（（有）天草）

Second Sight

創作料理　佳昇

大雅ラーメン

Ｄｉｎｉｎｇ　伍乃４０

ダイニング　六花

ちきゅうや喫茶室

chocolate ＆ cocktail BAR Septy Glass

鉄板焼・お好み焼　大ちゃん

鉄板焼ステーキしゃぶしゃぶ佳紋

tutti

（株）徳一

（有）仲むら

七笑（ＹＥＳコーポレーション（有））

西唐人町　いろは屋

馬肉郷土料理けんぞう

馬肉料理　菅乃屋　上通店

馬肉料理　菅乃屋　西原店

（有）はや川

（有）七彩

（株）火の国

（株）瑞恵

水戸黄門

(有)むつ五郎

最中

ＹＯＫＯＢＡＣＨＩ

料亭　新茶家（（資）志満村）

りょうり亭　多喜加和

料理方秘　神の水

（有）若松屋

元祖海鮮市場の炉端焼
えびす丸熊本総本店（恵比寿物産㈱）

和食・郷土料理　太閤

食品製造・販売

アサヒ飲料（株）九州支社

アサヒビール(株)熊本支社

（株）阿蘇ナチュラル・Jファーム

（株）いきなりやわたなべ

イケダ食品（株）

（株）エフ・エフ恵　一ら久食品

（株）オオツカ

（資）お茶の三翆園

（株）貝島商店

（株）菊池食品

(株)木村甲佐工場

（株）華まる堂

熊本製粉（株）

熊本乳業（株）

熊本ヤクルト（株）

熊本ワイン（株）

グリーンファーム松岡

（株）弘乳舎

コカ・コーラウエストベンディング（株）

（株）古今堂

サントリービア＆スピリッツ（株）熊本支店

サントリービバレッジサービス(株）九州営業本部

瑞鷹(株)

（株）杉養蜂園

繊月酒造(株)

（株）千興ファーム

（有）そのや

（合）高田酒造場

高橋酒造（株）

（有）長寿庵

通宝海苔（株）

（株）恒松酒造本店

(株)伝承の館

西日本食品工業（株）

橋本醤油（資）

花の香酒造（株）

濱田醤油（株）

（株）ヒライ

（有）富喜製麺所

房の露（株）

（株）フタバ

ホシサン（株）

麻婆亭

（有）村上カラシレンコン店

森からし蓮根(有)

(有)山一食品

（株）山内本店

綿屋製菓（有）

各種製造・卸・小売

（株）ＡＱＵＡ

(株)アパレル福屋

096-322-8537

092-414-3311

096-352-3800

0967-67-4186

096-346-0247

096-227-2222

096-322-3433

096-388-3230

0966-23-2848

096-372-2100

0967-34-0301

096-234-1110

096-288-3212

096-355-1221

096-380-1511

096-357-8960

096-275-2277

096-338-1237

096-344-7211

096-379-4811

0967-67-3123

096-359-7711

096-355-4511

096-357-9671

096-245-5538

0966-22-3207

096-282-7682

096-380-6175

0966-45-0200

0966-42-2366

096-288-2106

096-370-0066

0966-42-2381

096-354-8469

096-378-5161

096-288-0811

0968-34-2055

096-329-7111

096-324-3666

096-286-0020

0966-42-2008

096-356-3488

096-338-1100

096-356-2022

096-353-6795

096-351-0001

0967-34-1673

096-232-3300

096-293-2456

045-478-2158

096-326-0311

(株)イズミック熊本支店

（株）アペックス西日本　南九州支社

（株）エヌ・ビー・シー

大塚製薬（株）熊本支店

小笠原商店

（名）加藤紙店

（株）金田花火

（有）カマノ商会

（株）カメイホールディングス

（株）川上酒店

九州中央魚市（株）

（株）キュート販売

（株）銀染

（株）熊本県教科書供給所

熊本国分リカー（株)

熊本石油（株）

熊本大同青果（株）

(有)黒川商店

（株）くろちく

（株）源武堂

（有）コデラ

金剛（株）

（株）佐々木商店

（有）佐藤商会

三英貿易（株）

（株）サンコー熊本営業所

（株）ジー・ウェイブ九州営業所

農事組合法人　下村婦人会市房漬加工組合

ジャパンステージ（株）

（株）ジャパンビバレッジ九州　熊本営業所

小代焼たけみや窯　近重治太郎（有）

（株）シロヤパリガン

（有）スターカメラ

（株）スピリッツ

大海水産（株）

(株)タカハシ

（株）テイクオフ

東光石油（株）

(有)トータルサポート　サクラス

西日本ビバレッジ（株）熊本支店

西日本ビバレッジ（株）

日東冷菓(有)

ネオス(株)

(株)ハウディ

肥後玩具(有)

ふくとく大成（株）

(有)フリックス

（株）古荘本店

（株）ホームセンターサンコー

堀金箔粉（株）

本田技研工業（株）熊本製作所

（株）松本企画

（株）丸菱

096-288-2288

096-380-0666

06-6384-5921

096-359-1808

096-386-7507

096-354-5423

096-245-0444

096-352-6914

096-326-1094

096-326-1568

096-323-2204

045-620-3910

096-322-7315

096-344-3831

096-377-5682

096-353-6554

096-323-2500

096-359-0072

075-256-9393

096-372-3666

096-377-2300

096-355-1111

075-311-3669

096-372-3100

03-3556-7789

096-380-1211

096-285-7351

0966-43-3827

0964-28-0170

096-213-5511

096-285-7563

096-355-3111

096-356-2025

092-408-6000

096-323-2111

072-330-6991

092-407-7694

096-366-4101

096-334-3328

096-377-2228

096-311-3902

096-356-7337

096-289-5511

096-377-2111

096-324-3155

096-355-0331

092-935-1598

096-355-3311

096-367-5914

075-231-5357

096-293-1111

096-288-5880

096-286-1500

(株)丸本本店

まるや商事(株)

(有)未来

ヤエックス（株）

熊青西九州青果（株）

（有）ヨシダヤ

（株）レイメイ藤井

土産物・特産品製造・販売

阿蘇焼窯元

(有)アルプスメダル

アルプスメダル

(株)岩田コーポレーション

(株)上野デリック

㈱大住工芸（肥後象嵌　光助）

（有）川津刃物卸店

清正製菓（株）

三洋産業社

ＪＲ九州ビルマネジメント（株）えきマチ1丁目熊本

(資)シガキ食品

下田商店

（株）正観寺　丸宝

(有)ダウンタウンアートカンパニー浅草屋

宝物産(株)

（株）たまだ

（資）竹士蒲鉾商店(不動ちくわ)

（株）寅家

日本観光商事（株）

(有)橋本漆芸

原商店

(有)肥後観光工芸

(有)肥後特産

(有)福田屋

(株)藤二誠　九州営業所

(株)フジバンビ

(株)ほがや

(有)マサミ金属工芸

(株)松ノ屋本店

(有）的石商店

わくわく市場（株）

文化観光施設

（宗）出水神社

（宗）岩戸観音 雲巌禅寺

（株）エル・パティオ牧場

加藤神社

（株）吉次園

(一財）熊本県伝統工芸館

熊本産業文化振興(株)

グリーンランドリゾート（株）

(公財)島田美術館

（宗）高橋稲荷神社

096-326-0123

096-235-6121

096-363-0919

052-501-0020

096-323-2611

096-245-2347

096-328-6154

0967-67-1230

072-729-2185

096-352-6837

096-245-5211

096-364-2673

096-324-4488

096-380-3261

096-275-2300

043-278-2081

096-353-5427

0964-22-0139

0967-32-1331

0968-25-3721

096-354-1944

096-349-7910

0969-23-1201

0964-28-2038

0966-23-2432

0133-73-1001

073-482-7630

0943-24-5258

096-381-3400

096-273-0048

096-272-0234

096-289-1230

096-245-5350

096-293-1233

096-344-3211

096-389-1011

096-354-0036

096-352-3938

096-383-0074

096-329-8854

0967-22-3861

096-352-7316

096-273-2544

096-324-4930

096-286-8000

0968-66-3441

096-352-4597

096-329-8004

（宗）藤崎八旛宮

（宗）本妙寺

優峰園フルーツランド

金融・保険

あいおいニッセイ同和損害保険（株）熊本支店

（株）エヌシーくまもと

九州労働金庫　熊本県本部

（株）熊本銀行

熊本県信用組合

熊本信用金庫

熊本第一信用金庫

熊本中央信用金庫

東京海上日動火災保険（株）熊本支店

（株）日専連ファイナンス

（株）肥後銀行

税務・会計

(株)近代経営研究所

基幹サービス業

（株）岩永組

(株)エヌ・アイ・ケイ

九州電力（株）

(株)九電工熊本支店

(株)熊本計算センター

(株)熊本流通情報センター

西部ガス（株）

西部電気工業（株）

（株）建吉組

西日本システム建設（株）

西日本電信電話（株）熊本支店

（株）パスート２４

（株）増永組

各種学校

熊本学園大学

熊本大学

崇城大学

（学）東海大学　東海大学

百貨店・スーパー

（株）鶴屋百貨店

各種団体

阿蘇市観光協会

植木温泉観光旅館組合

（一財）化学及血清療法研究所

上通商栄会

（一社）菊池観光協会

くまもと植木市振興会

熊本観光銘菓協会（お菓子の香梅）

熊本県花き園芸農業協同組合

熊本県花き事業協同組合

（公社）熊本県観光連盟

096-343-1543

096-354-1411

096-277-2518

096-353-3491

096-343-1234

096-366-7111

096-385-1145

096-353-1200

096-326-2211

096-355-6111

096-366-1111

096-372-6111

096-324-4793

096-326-8609

096-227-6000

096-372-3333

096-320-9588

096-386-2200

096-366-2151

096-383-3384

096-377-2055

096-370-8611

096-344-1111

096-343-1111

096-372-1111

096-321-3250

096-325-6680

096-384-1111

096-364-5161

096-344-2111

096-326-3111

096-382-1141

096-327-3679

0967-32-1960

096-274-6830

096-344-1211

096-353-1638

0968-25-0513

096-324-1541

096-366-5151

096-357-8700

096-379-1187

096-382-2660

熊本県経済農業協同組合連合会（ＪＡ熊本経済連）

熊本県酒造組合連合会

熊本県商工会連合会

熊本県鮨商生活衛生同業組合

熊本県石油商業組合

（公財）熊本県体育協会

（社）熊本県タクシー協会

熊本県中小企業団体中央会

熊本県農業協同組合中央会

(一社)熊本県バス協会

（一社）熊本県物産振興協会

熊本県ホテル協会（リバーサイドホテル熊本)

熊本県酪農業協同組合連合会

熊本県レンタカー協会

熊本個人タクシー事業協同組合

熊本市飲食業生活衛生同業組合

熊本市観光農園連絡協議会

熊本市観光旅館ホテル協同組合

熊本市下通二番街商店街振興組合

熊本市下通三番街商店街振興組合

熊本市下通四番街商店街振興組合

熊本市下通新天街商店街振興組合

熊本市社交飲食業組合

熊本市新市街商店街振興組合

（一社）熊本市造園建設業協会

（一社）熊本市タクシー協会

（一社）熊本市物産振興協会

熊本市遊技業協同組合

企業組合 熊本城観光土産品販売所

熊本商工会議所

熊本城桜の馬場リテール（株）

熊本市旅館ホテル組合

熊本青果食品商業協同組合

(一社)熊本青年会議所

熊本邦舞協会

（協組） くまもと名産会

サクセスリンク（株）

ＪＴＢ九州観光ネットワーク推進協議会 熊本地区会

史跡健軍八丁馬場保存会

水前寺公園商店会

水前寺公園内商店組合

（一社）玉名観光協会

（協組）日専連熊本会

（一社）日本自動車販売協会連合会熊本県支部

（一社）人吉温泉観光協会

（株）フードパル熊本

（株）まちづくり熊本

山鹿温泉観光協会

096-300-1183

096-354-4888

096-325-5161

096-385-8710

096-285-3355

096-388-1581

096-368-4101

096-325-3255

096-328-1000

096-352-9694

096-353-1168

096-355-3110

096-388-3511

096-326-0055

096-367-3675

096-389-4186

096-381-6420

096-380-4287

096-353-2897

096-352-3377

096-352-3377

096-352-3377

096-352-3377

096-352-8981

096-356-3877

096-352-8222

096-365-6633

096-352-6200

096-383-1717

096-353-4216

096-354-6688

096-288-5577

096-353-2897

096-323-2721

096-352-6655

096-223-5146

096-352-6200

0968-75-2555

096-354-5054

096-368-2633

096-381-7411

096-381-9302

0968-72-5313

096-322-4321

096-365-0638

0966-22-1370

096-245-5630

096-354-6688

0968-43-2952

熊本県料理業生活衛生同業組合
（うなぎのとくなが近見店）

九州テントリース(株)　　グリーンファーム松岡　　トスインターナショナル(株)
原商店　　(有)福田屋　　堀金箔粉(株)

新賛助会員のご紹介

平成27年3月20日までにご入会いただいた会員様です。

当協会は、各種観光・コンベンションを誘致・支援することによって地域経済の
活性化、観光文化の向上などを目的とした協会です。観光・コンベンションの
振興を応援してくださる方々を募集しています。

【会 費】年間一口２万円（一口以上） 詳しくは、総務課までお尋ねください。

賛助会員募集中！

支援企業一覧 は出捐企業

10枚入り　270円（税込）
大：1,900円（税込）

小：1,200円（税込）



14 CONVENTION NEWS WELCOME 15CONVENTION NEWS WELCOME

宿泊施設

アークホテル熊本城前

Ｒ＆Ｂホテル熊本下通

阿蘇熊本空港ホテルエミナース

阿蘇の司ビラパークホテル

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

アパホテル(熊本交通センター南)

菊南温泉ユウベルホテル

熊本グリーンホテル

（一財）熊本県青年会館

熊本交通センターホテル

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

（一財）熊本テルサ

熊本東急REIホテル

熊本ビジネスホテル

（株）熊本ホテルキャッスル

熊本 和数奇 司館

ＫＫＲホテル熊本

心乃間間（(株)藤江旅館）

小松屋渚館

コンフォートホテル熊本新市街

ＪＲ九州ホテル熊本（ＪＲ九州ホテルズ(株)）

スーパーホテルＬｏｈａｓ熊本天然温泉

染物と宿の中島屋

天然温泉　六花の湯　ドーミーイン熊本

東横イン熊本駅前

東横イン熊本交通センター前

東横イン熊本城通町筋

東横イン熊本新市街

ネストホテル熊本

火の国ハイツ

(株)ホテルサンルート熊本

ホテル　ＳＬＯＷ  水前寺

ホテル日航熊本（くまもと新世紀（株））

ホテルニューオータニ熊本

ＨＯＴＥＬピースフル（（株）三祐）

ホテル法華クラブ熊本

ホテル本陣

ホテルルートイン熊本駅前

松屋別館

（資）丸小ホテル

三井ガーデンホテル熊本

メルパルク熊本

湧泉の宿　藻乃花

リッチモンドホテル熊本新市街

リバーサイドホテル熊本（(株)リバーサイド）

旅亭　松屋本館　Suizenji

交通・運輸

九州産交観光(株)

096-351-2222

096-356-7272

096-286-1111

0967-34-0811

0967-35-2111

096-323-8111

096-344-5600

096-325-2222

096-381-6221

096-326-8831

096-354-2111

096-387-7777

096-322-0109

096-384-1144

096-326-3311

096-355-0410

096-352-5101

096-382-4444

096-355-0121

0967-67-2411

0964-59-0111

096-211-8411

096-354-8000

096-351-9000

096-202-2020

096-311-5489

096-351-1045

096-322-1045

096-325-1045

096-324-1045

096-322-3911

096-380-3305

096-322-2211

096-383-8410

096-211-1526

096-326-1111

096-388-1188

096-322-5001

096-354-9191

096-325-6511

096-213-1331

096-353-1241

096-352-1131

096-355-6310

096-340-0727

096-312-3511

096-355-3110

096-381-1331

096-325-0557

九州産業交通ホールディングス（株）

九州産交運輸（株）

九州旅客鉄道（株）熊本支社

九商フェリー(株)

熊本空港ビルディング（株）

熊本タクシー㈱くまもとチャーターキャブセンター

熊本電気鉄道（株）

熊本バス（株）

（株）産交タクシー

熊本フェリー（株）

（株）シークルーズ

スカイネットアジア航空(株)

全日本空輸（株）熊本支店

日本航空（株）熊本支店

日本通運（株）熊本支店

ヤマト運輸（株）下通支店

旅行業

（株）近畿日本ツーリスト九州 熊本支店

（株）サンワールド九州

（株）ＪＴＢ九州 熊本支店

（株）ＴＥＡＭ

トップツアー（株）熊本支店

トスインターナショナル（株）

（株）日専連ツアーズ

（株）日本旅行 熊本支店

名鉄観光サービス(株)熊本支店

イベント・広告代理

（株）ＲＫＫメディアプランニング

（株）アドルーム

(有)アワーハウス

（株）熊日広告社

（株）コングレ九州支社

（株）コンベンションサポート九州

（株）サウンド九州

サンコー・コミュニケーションズ（株）

ＪＲ九州エージェンシー（株）熊本支店

（株）ジャンクプランニング

綜合企画（株）

（株）電通九州熊本支社

（株）西広熊本支社

（株）花のキレイ舎

（有）ピクチャーズカンパニー

（株）マックスファイブ

（株）ミスタープロデュース

プランニング

（株）風土＆フードデザイン　ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ

看板・装飾・設営

（株）エイワ

九州テントリース（株）

熊本市広告美術協同組合

（資）彩美堂

096-325-8229

096-377-2135

096-352-0818

0957-65-0456

096-232-2311

096-379-8182

096-343-2526

096-370-8181

096-355-7111

096-311-4330

0969-56-2458

096-233-1057

096-322-5351

096-355-3170

096-387-8777

096-351-0125

096-325-4891

096-288-3730

096-322-4115

096-384-8585

096-354-5765

096-288-2891

096-326-1611

096-354-4488

096-354-4351

096-351-3811

096-369-8494

096-322-1939

096-327-3161

092-716-7116

096-212-3161

096-329-0955

096-355-3381

096-359-7918

096-381-6001

096-346-1711

096-355-5351

096-355-3161

096-354-2535

096-311-5415

096-311-1874

096-275-2030

096-354-0773

096-367-6677

096-324-3131

096-370-5591

096-363-2222

熊本ワシントンホテルプラザ
（ワシントンホテル（株））

グリーンリッチホテル水前寺
（㈱グリーンホテル・ズ　コーポレーション）

（株）ツカサ創研

舞台美術

（有）吉本美術

印刷・出版

（有）ウルトラハウス

エース出版(株）

（株）エヌユーエス九州

（株）かもめ印刷

（株）カラーズプランニング

（株）熊本リビング新聞社

（株）啓文社

（株）交通タイムズ社

（株）サンマーク

（株）城野印刷所

白木メディア(株）

（株）ゼンリン　熊本営業所

（株）ダイケン

（株）太陽社

中央印刷紙工（株）

西窪企画

（株）ハタノ

（株）フォーカス

（株）碧水社

ホープ印刷（株）

（株）マインド

（株）リーバン

各種レンタル

熊本日産観光（株）

（株）東光レンタカー

（株）トヨタレンタリース熊本

警備・ビル管理

九州警備保障（株）

（有）九州ビルメンテナンス社

弁当・ケータリング

（有）Ｆ-ＢＯＸ池田屋

（有）音羽家

（株）亀井ランチ

（株）味春

熊延観光（株）

報道関係

ＮＨＫ熊本放送局

（株）エフエム熊本

熊本朝日放送（株）

（株）熊本県民テレビ

（株）熊本シティエフエム

（株）熊本日日新聞社

（株）熊本放送

（株）テレビ熊本

料飲・食事

青柳（（有）親和商事）

安坐

096-235-2351

096-364-1852

096-354-3822

096-339-8555

096-349-0077

096-279-3440

096-213-1505

096-359-3311

096-368-8100

096-378-1275

096-371-3771

096-286-3366

096-362-1255

096-370-1400

096-242-5111

096-366-1251

096-354-4191

089-941-6008

096-356-6433

096-345-6209

03-3294-3101

096-338-0500

096-324-7600

03-3390-515１

096-324-6363

096-366-4101

096-388-7171

096-383-4111

096-329-4159

096-346-8828

096-354-2345

096-212-0011

096-360-0023

096-378-4294

096-326-8203

096-353-3131

096-359-1111

096-363-6111

096-323-6611

096-361-3111

096-328-5511

096-354-3411

096-353-0311

096-354-8911

096-389-7111

096-353-2393

096-358-3300

096-356-2818

096-319-1777

096-311-5050

096-324-5811

096-211-1414

096-321-8880

0966-22-2375

096-322-5353

096-322-9662

096-363-2626

096-352-8821

096-352-5187

096-352-7177

096-352-1648

096-355-1041

096-351-5523

096-323-4585

096-354-2290

096-327-2231

096-356-1146

096-325-6444

096-352-7177（事務所）

096-351-9400

096-354-8755

096-319-5477

096-351-2250

080-3984-4010

096-352-8010

096-356-2905

096-351-4129

096-323-6068

096-345-3830

096-351-0535

096-355-6256

096-354-9331

096-356-8775

096-355-3558

096-286-0268

096-352-1967

096-277-1237

096-353-1592

096-312-8060

096-325-8947

096-356-6256

096-354-3488

096-351-4581

096-352-5171

096-387-0300

096-237-7507

096-357-9020

味千ラーメンチェーン本部　重光産業(株)

味処　お川

（株）天草海食まるけん

ウイスキーキャット

割烹居酒家　魚河岸　番屋（恵比寿物産㈱）

割烹居酒家　写楽（恵比寿物産㈱）

郷土・海鮮　肥後の陣屋（恵比寿物産㈱）

郷土料理　五郎八（（有）五郎八）

くまＢＡＲ（（資）鳥越商店）

熊本城酒場むしゃんよか　ＥＳＱＵＩＮＡ

熊本ラーメン　赤のれん

クラブ　志保（（有）志保企画）

GRILL　de　GYAN

源ＺＯ－ＮＥ

紅蘭亭

黒亭

黒龍紅　熊本駅前店

こむらさき（熊本ラーメン(株)）

ジェイアンドジェイ

酒肴　フクヤマ

食家　螢

城見櫓（共和観光（株））

寿司・活魚料理　天草（（有）天草）

Second Sight

創作料理　佳昇

大雅ラーメン

Ｄｉｎｉｎｇ　伍乃４０

ダイニング　六花

ちきゅうや喫茶室

chocolate ＆ cocktail BAR Septy Glass

鉄板焼・お好み焼　大ちゃん

鉄板焼ステーキしゃぶしゃぶ佳紋

tutti

（株）徳一

（有）仲むら

七笑（ＹＥＳコーポレーション（有））

西唐人町　いろは屋

馬肉郷土料理けんぞう

馬肉料理　菅乃屋　上通店

馬肉料理　菅乃屋　西原店

（有）はや川

（有）七彩

（株）火の国

（株）瑞恵

水戸黄門

(有)むつ五郎

最中

ＹＯＫＯＢＡＣＨＩ

料亭　新茶家（（資）志満村）

りょうり亭　多喜加和

料理方秘　神の水

（有）若松屋

元祖海鮮市場の炉端焼
えびす丸熊本総本店（恵比寿物産㈱）

和食・郷土料理　太閤

食品製造・販売

アサヒ飲料（株）九州支社

アサヒビール(株)熊本支社

（株）阿蘇ナチュラル・Jファーム

（株）いきなりやわたなべ

イケダ食品（株）

（株）エフ・エフ恵　一ら久食品

（株）オオツカ

（資）お茶の三翆園

（株）貝島商店

（株）菊池食品

(株)木村甲佐工場

（株）華まる堂

熊本製粉（株）

熊本乳業（株）

熊本ヤクルト（株）

熊本ワイン（株）

グリーンファーム松岡

（株）弘乳舎

コカ・コーラウエストベンディング（株）

（株）古今堂

サントリービア＆スピリッツ（株）熊本支店

サントリービバレッジサービス(株）九州営業本部

瑞鷹(株)

（株）杉養蜂園

繊月酒造(株)

（株）千興ファーム

（有）そのや

（合）高田酒造場

高橋酒造（株）

（有）長寿庵

通宝海苔（株）

（株）恒松酒造本店

(株)伝承の館

西日本食品工業（株）

橋本醤油（資）

花の香酒造（株）

濱田醤油（株）

（株）ヒライ

（有）富喜製麺所

房の露（株）

（株）フタバ

ホシサン（株）

麻婆亭

（有）村上カラシレンコン店

森からし蓮根(有)

(有)山一食品

（株）山内本店

綿屋製菓（有）

各種製造・卸・小売

（株）ＡＱＵＡ

(株)アパレル福屋

096-322-8537

092-414-3311

096-352-3800

0967-67-4186

096-346-0247

096-227-2222

096-322-3433

096-388-3230

0966-23-2848

096-372-2100

0967-34-0301

096-234-1110

096-288-3212

096-355-1221

096-380-1511

096-357-8960

096-275-2277

096-338-1237

096-344-7211

096-379-4811

0967-67-3123

096-359-7711

096-355-4511

096-357-9671

096-245-5538

0966-22-3207

096-282-7682

096-380-6175

0966-45-0200

0966-42-2366

096-288-2106

096-370-0066

0966-42-2381

096-354-8469

096-378-5161

096-288-0811

0968-34-2055

096-329-7111

096-324-3666

096-286-0020

0966-42-2008

096-356-3488

096-338-1100

096-356-2022

096-353-6795

096-351-0001

0967-34-1673

096-232-3300

096-293-2456

045-478-2158

096-326-0311

(株)イズミック熊本支店

（株）アペックス西日本　南九州支社

（株）エヌ・ビー・シー

大塚製薬（株）熊本支店

小笠原商店

（名）加藤紙店

（株）金田花火

（有）カマノ商会

（株）カメイホールディングス

（株）川上酒店

九州中央魚市（株）

（株）キュート販売

（株）銀染

（株）熊本県教科書供給所

熊本国分リカー（株)

熊本石油（株）

熊本大同青果（株）

(有)黒川商店

（株）くろちく

（株）源武堂

（有）コデラ

金剛（株）

（株）佐々木商店

（有）佐藤商会

三英貿易（株）

（株）サンコー熊本営業所

（株）ジー・ウェイブ九州営業所

農事組合法人　下村婦人会市房漬加工組合

ジャパンステージ（株）

（株）ジャパンビバレッジ九州　熊本営業所

小代焼たけみや窯　近重治太郎（有）

（株）シロヤパリガン

（有）スターカメラ

（株）スピリッツ

大海水産（株）

(株)タカハシ

（株）テイクオフ

東光石油（株）

(有)トータルサポート　サクラス

西日本ビバレッジ（株）熊本支店

西日本ビバレッジ（株）

日東冷菓(有)

ネオス(株)

(株)ハウディ

肥後玩具(有)

ふくとく大成（株）

(有)フリックス

（株）古荘本店

（株）ホームセンターサンコー

堀金箔粉（株）

本田技研工業（株）熊本製作所

（株）松本企画

（株）丸菱

096-288-2288

096-380-0666

06-6384-5921

096-359-1808

096-386-7507

096-354-5423

096-245-0444

096-352-6914

096-326-1094

096-326-1568

096-323-2204

045-620-3910

096-322-7315

096-344-3831

096-377-5682

096-353-6554

096-323-2500

096-359-0072

075-256-9393

096-372-3666

096-377-2300

096-355-1111

075-311-3669

096-372-3100

03-3556-7789

096-380-1211

096-285-7351

0966-43-3827

0964-28-0170

096-213-5511

096-285-7563

096-355-3111

096-356-2025

092-408-6000

096-323-2111

072-330-6991

092-407-7694

096-366-4101

096-334-3328

096-377-2228

096-311-3902

096-356-7337

096-289-5511

096-377-2111

096-324-3155

096-355-0331

092-935-1598

096-355-3311

096-367-5914

075-231-5357

096-293-1111

096-288-5880

096-286-1500

(株)丸本本店

まるや商事(株)

(有)未来

ヤエックス（株）

熊青西九州青果（株）

（有）ヨシダヤ

（株）レイメイ藤井

土産物・特産品製造・販売

阿蘇焼窯元

(有)アルプスメダル

アルプスメダル

(株)岩田コーポレーション

(株)上野デリック

㈱大住工芸（肥後象嵌　光助）

（有）川津刃物卸店

清正製菓（株）

三洋産業社

ＪＲ九州ビルマネジメント（株）えきマチ1丁目熊本

(資)シガキ食品

下田商店

（株）正観寺　丸宝

(有)ダウンタウンアートカンパニー浅草屋

宝物産(株)

（株）たまだ

（資）竹士蒲鉾商店(不動ちくわ)

（株）寅家

日本観光商事（株）

(有)橋本漆芸

原商店

(有)肥後観光工芸

(有)肥後特産

(有)福田屋

(株)藤二誠　九州営業所

(株)フジバンビ

(株)ほがや

(有)マサミ金属工芸

(株)松ノ屋本店

(有）的石商店

わくわく市場（株）

文化観光施設

（宗）出水神社

（宗）岩戸観音 雲巌禅寺

（株）エル・パティオ牧場

加藤神社

（株）吉次園

(一財）熊本県伝統工芸館

熊本産業文化振興(株)

グリーンランドリゾート（株）

(公財)島田美術館

（宗）高橋稲荷神社

096-326-0123

096-235-6121

096-363-0919

052-501-0020

096-323-2611

096-245-2347

096-328-6154

0967-67-1230

072-729-2185

096-352-6837

096-245-5211

096-364-2673

096-324-4488

096-380-3261

096-275-2300

043-278-2081

096-353-5427

0964-22-0139

0967-32-1331

0968-25-3721

096-354-1944

096-349-7910

0969-23-1201

0964-28-2038

0966-23-2432

0133-73-1001

073-482-7630

0943-24-5258

096-381-3400

096-273-0048

096-272-0234

096-289-1230

096-245-5350

096-293-1233

096-344-3211

096-389-1011

096-354-0036

096-352-3938

096-383-0074

096-329-8854

0967-22-3861

096-352-7316

096-273-2544

096-324-4930

096-286-8000

0968-66-3441

096-352-4597

096-329-8004

（宗）藤崎八旛宮

（宗）本妙寺

優峰園フルーツランド

金融・保険

あいおいニッセイ同和損害保険（株）熊本支店

（株）エヌシーくまもと

九州労働金庫　熊本県本部

（株）熊本銀行

熊本県信用組合

熊本信用金庫

熊本第一信用金庫

熊本中央信用金庫

東京海上日動火災保険（株）熊本支店

（株）日専連ファイナンス

（株）肥後銀行

税務・会計

(株)近代経営研究所

基幹サービス業

（株）岩永組

(株)エヌ・アイ・ケイ

九州電力（株）

(株)九電工熊本支店

(株)熊本計算センター

(株)熊本流通情報センター

西部ガス（株）

西部電気工業（株）

（株）建吉組

西日本システム建設（株）

西日本電信電話（株）熊本支店

（株）パスート２４

（株）増永組

各種学校

熊本学園大学

熊本大学

崇城大学

（学）東海大学　東海大学

百貨店・スーパー

（株）鶴屋百貨店

各種団体

阿蘇市観光協会

植木温泉観光旅館組合

（一財）化学及血清療法研究所

上通商栄会

（一社）菊池観光協会

くまもと植木市振興会

熊本観光銘菓協会（お菓子の香梅）

熊本県花き園芸農業協同組合

熊本県花き事業協同組合

（公社）熊本県観光連盟

096-343-1543

096-354-1411

096-277-2518

096-353-3491

096-343-1234

096-366-7111

096-385-1145

096-353-1200

096-326-2211

096-355-6111

096-366-1111

096-372-6111

096-324-4793

096-326-8609

096-227-6000

096-372-3333

096-320-9588

096-386-2200

096-366-2151

096-383-3384

096-377-2055

096-370-8611

096-344-1111

096-343-1111

096-372-1111

096-321-3250

096-325-6680

096-384-1111

096-364-5161

096-344-2111

096-326-3111

096-382-1141

096-327-3679

0967-32-1960

096-274-6830

096-344-1211

096-353-1638

0968-25-0513

096-324-1541

096-366-5151

096-357-8700

096-379-1187

096-382-2660

熊本県経済農業協同組合連合会（ＪＡ熊本経済連）

熊本県酒造組合連合会

熊本県商工会連合会

熊本県鮨商生活衛生同業組合

熊本県石油商業組合

（公財）熊本県体育協会

（社）熊本県タクシー協会

熊本県中小企業団体中央会

熊本県農業協同組合中央会

(一社)熊本県バス協会

（一社）熊本県物産振興協会

熊本県ホテル協会（リバーサイドホテル熊本)

熊本県酪農業協同組合連合会

熊本県レンタカー協会

熊本個人タクシー事業協同組合

熊本市飲食業生活衛生同業組合

熊本市観光農園連絡協議会

熊本市観光旅館ホテル協同組合

熊本市下通二番街商店街振興組合

熊本市下通三番街商店街振興組合

熊本市下通四番街商店街振興組合

熊本市下通新天街商店街振興組合

熊本市社交飲食業組合

熊本市新市街商店街振興組合

（一社）熊本市造園建設業協会

（一社）熊本市タクシー協会

（一社）熊本市物産振興協会

熊本市遊技業協同組合

企業組合 熊本城観光土産品販売所

熊本商工会議所

熊本城桜の馬場リテール（株）

熊本市旅館ホテル組合

熊本青果食品商業協同組合

(一社)熊本青年会議所

熊本邦舞協会

（協組） くまもと名産会

サクセスリンク（株）

ＪＴＢ九州観光ネットワーク推進協議会 熊本地区会

史跡健軍八丁馬場保存会

水前寺公園商店会

水前寺公園内商店組合

（一社）玉名観光協会

（協組）日専連熊本会

（一社）日本自動車販売協会連合会熊本県支部

（一社）人吉温泉観光協会

（株）フードパル熊本

（株）まちづくり熊本

山鹿温泉観光協会

096-300-1183

096-354-4888

096-325-5161

096-385-8710

096-285-3355

096-388-1581

096-368-4101

096-325-3255

096-328-1000

096-352-9694

096-353-1168

096-355-3110

096-388-3511

096-326-0055

096-367-3675

096-389-4186

096-381-6420

096-380-4287

096-353-2897

096-352-3377

096-352-3377

096-352-3377

096-352-3377

096-352-8981

096-356-3877

096-352-8222

096-365-6633

096-352-6200

096-383-1717

096-353-4216

096-354-6688

096-288-5577

096-353-2897

096-323-2721

096-352-6655

096-223-5146

096-352-6200

0968-75-2555

096-354-5054

096-368-2633

096-381-7411

096-381-9302

0968-72-5313

096-322-4321

096-365-0638

0966-22-1370

096-245-5630

096-354-6688

0968-43-2952

熊本県料理業生活衛生同業組合
（うなぎのとくなが近見店）

九州テントリース(株)　　グリーンファーム松岡　　トスインターナショナル(株)
原商店　　(有)福田屋　　堀金箔粉(株)

新賛助会員のご紹介

平成27年3月20日までにご入会いただいた会員様です。

当協会は、各種観光・コンベンションを誘致・支援することによって地域経済の
活性化、観光文化の向上などを目的とした協会です。観光・コンベンションの
振興を応援してくださる方々を募集しています。

【会 費】年間一口２万円（一口以上） 詳しくは、総務課までお尋ねください。

賛助会員募集中！

支援企業一覧 は出捐企業
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Welcome
Kumamoto International Convention and Tourism Bureau
くまもと観光コンベンションニュース

一　　般
財団法人 熊本国際観光コンベンション協会
〒860‒0804 熊本市中央区辛島町８番２３号桜ビル辛島町３階
ＴＥＬ ０９６－３５９－１７８８　ＦＡＸ ０９６－３５９－８５２０
e-mail  kumaconn@kumamoto-icb.or.jp 

交通センター
花畑公園

西辛島町
電停

慶徳校前
電停

辛島公園 辛島町
電停

サンロード
新市街

至市役所 花畑町
電停

本事務所
桜ビル辛島町 3階

※交通センターから徒歩 3分
　辛島町電停から徒歩 2分
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熊本城売店

動植物園売店

【住所】熊本市中央区二の丸1-1-3
　　　（桜の馬場城彩苑内）

【電話番号】０９６-３２２-５０６０
【営業時間】３～１１月　8:30～18:30
　　　　　１２～２月　8:30～17:30

【休み】12月29～31日

【住所】熊本市西区春日3丁目15-1
　　　（JR熊本駅構内）

【電話番号】096-352-3743
【営業時間】8：30～19：00
【休み】年中無休

【住所】熊本市中央区本丸１-１
【電話番号】０９６-３２６-４２９５
【営業時間】

【休み】12月29日～31日

【住所】熊本市東区健軍５丁目14-２
【電話番号】０９６-３６９-７２１３
【営業時間】9:00～17:00
【休み】月曜日（第4月曜日は
　　　開園し、翌日が休園）
　　　１２月３０日～１月１日

【住所】熊本市西区春日3丁目15-1
　　　（JR熊本駅構内）

【電話番号】096-327-9500
【営業時間】8：00～19：00
【休み】年中無休

桜の馬場 城彩苑総合観光案内所

熊本駅総合観光案内所（白川口）

熊本駅総合観光案内所（新幹線口）

３月～1１月　8:30～18:00
12月～2月　8：30～17：00

観光案内所 売　店

熊本市
イメージキャラクター

ひごまる

協会ホームページのお知らせ
楽しい情報盛りだくさん！ぜひご覧ください！！
http://www.kumamoto-icb.or.jp/

熊本国際観光コンベンション協会　検索

平成27年度コンベンション開催カレンダー

4月
Ａｐｒｉｌ

7月
Ｊｕｌｙ

8月
Ａｕｇｕｓｔ

9月
Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

6月
Ｊｕｎｅ

5月
Ｍａｙ

コンベンション名 規模 参加者数 開催期間 会　　場 2015 Spring● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
第２７回九州高校選抜ソフトテニス火の国大会
第３６回熊本オープン卓球大会
全日本女子レスリング強化合宿
第６２回体育堂ラケットワークス杯平成２７年度九州高校バドミンドン春季リーグ戦
日本健康太極拳協会　設立３０周年記念　熊本県支部大会
第１回九州中学選抜卓球大会

第８回アジアンシクロデキストリンカンファレンス / 第３２回シクロデキストリンシンポジウム合同会議
第３７回西日本軟式野球大会１部
第１回日本統合医療学会九州ブロック学術講演会
第４０回日本骨髄腫学会学術集会
第５１回日本肝臓学会総会

IT ヘルスケア学会第９回年次学術大会 ( モバイルヘルスシンポジウム２０１５併催 )
第５１回全国表具経師内装組合連合会　定期総会・学会　熊本大会

 

第３７回日本疼痛学会
第２５回全国病児保育研究大会 IN 熊本
日本プロテオーム学会２０１５年会

第４７回全国公立小中学校事務研究大会（熊本大会）

第４１回全国英語教育学会

第７０回細胞検査士教育セミナー
第９回アジア認知症学会
第２１回日本ＨＤＦ研究会

西日本
九州

スポーツキャンプ
九州
全国
九州

国際
西日本
九州
全国
全国

全国
全国

九州
 

全国
全国
国際

全国

全国

全国

西日本
国際
全国

1,070
2,200

30
900
200
680

200
500
150
400

3,000

500
170

700
 

600
1,000
1,000

2,200

500

1,000

700
500

1,000

４月３日～５日
４月４日～５日
４月８日～１４日
４月１８日～１９日
４月１９日
４月２５日～２６日

５月１４日～１６日
５月１５日～１８日
５月１６日
５月１６日～１７日
５月２１日～２２日

６月６日～７日
６月１２日～１４日

６月１９日～２２日
 

７月３日～４日
７月１８日～２０日
７月２３日～２４日

８月５日～７日

８月２０日～２２日

８月２２日～２３日

９月５日～６日
９月１４日～１６日
９月２６日～２７日

パークドーム熊本
熊本市総合体育館
熊本県民総合運動公園
熊本県立総合体育館
熊本市青年会館
熊本県立総合体育館

くまもと県民交流館パレア
熊本市水前寺野球場
熊本市国際交流会館
くまもと森都心プラザ
ホテル日航熊本

くまもと県民交流館パレア
熊本ホテルキャッスル

熊本県民総合運動公園
 

市民会館崇城大学ホール
ホテルニューオータニ熊本
くまもと森都心プラザ

市民会館崇城大学ホール

ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

熊本学園大学

市民会館崇城大学ホール
KKR ホテル熊本
熊本ホテルキャッスル

　(平成27年3月20日現在)

辛島町
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ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

平成２７年度全九州高等学校体育大会男子第６７回・
女子第４回全九州高等学校サッカー競技大会兼全国高等学校総合体育大会女子サッカー競技九州地区予選会

平成２７年度第５８回全国肢体不自由特別支援学校 PTA 連合会総会
および PTA・校長会合同研究大会「熊本大会」

肥後椿

肥後朝顔

肥後山茶花

肥後菊

肥後芍薬
肥後花菖蒲

肥
後
六
花


