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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

協会事務所
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

【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】９：００～１７：３０
【休み】12月30～31日
【その他】英語対応スタッフ、free wifi完備

【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
【その他】英語対応スタッフ、free wifiエリア
　　　　乗車券販売（1日乗車券）

【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
【その他】英語対応スタッフ、free wifiエリア
　　　　乗車券販売（1日乗車券）

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）

【住所】熊本市東区健軍5丁目14-2
【営業日】毎週土・日・祝のみ営業（当面の間）
【営業時間】9:00～16:30

動植物園売店

【住所】熊本市中央区二の丸2-3
【電話番号】096-321-6150
【営業時間】9:00～17:00(予定)
【休み】12月30～31日

熊本城二の丸無料休憩所

観光案内所

熊本観光スマートフォンＡＲアプリ
熊本に遊びに来た際に、熊本のグルメスポット
観光スポット情報を手軽に見つけられるように
スマートフォン専用アプリ「layar」を利用して
現地観光情報を発信しています。観光の途中
で道に迷ったり、目的地探しに悩んだ際のお
手伝いツールとして便利なナビゲーションア
プリを是非ご利用ください。

景色にカメラを
かざすと周辺情
報が出てくるよ!!

熊本交通センター
バスターミナル

9月
Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

5月
Ｍａｙ

第54回九州外科学会
第54回九州小児外科学会
第53回九州内分泌外科学会

第17回日本ソフロロジー法研究会総会

ワイズメンズクラブ国際協会第20回西日本区大会

第61回九州地区高等学校ＰＴＡ連合会大会　熊本大会

第20回日本脳低温療法・体温管理学会

第3回日本医薬品安全性学会学術大会

平成29年度九州附属中学校連絡協議会技術・家庭科部会（熊本大会）

第59回日本婦人科腫瘍学会学術講演会

第36回全国デイ・ケア研究大会2017in熊本

第41回九州地区難聴・言語障害教育研究会熊本大会

平成29年度　第50回九州地区高等学校商業教育研究大会熊本大会

第48回中四九地区医師会看護学校協議会

日喉連九州ブロック指導員養成研修会

第55回日本生物物理学会年会

日本火山学会2017年度秋季大会
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全国
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5月26日～27日

5月27日～28日

6月10日～11日

6月15日～16日

7月7日～8日

7月22日～23日

7月27日～28日

7月27日～29日

8月4日～5日

8月7日～8日

8月17日～18日

8月19日～20日

9月13日～15日

9月19日～21日

9月21日～24日

ホテル メルパルク熊本

くまもと県民交流館パレア

菊池市文化会館、ホテル日航熊本

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

市民会館シアーズホーム夢ホール

ホテル メルパルク熊本

熊本大学附属中学校

ホテル日航熊本

熊本県立劇場

くまもと森都心プラザ

熊本ホテルキャッスル

ホテル日航熊本

アークホテル熊本城前

熊本大学黒髪地区

熊本大学工学部百周年記念館

コンベンション名 規模 参加者数 開催期間 会　　場

7月
Ｊｕｌｙ

熊本市内の主な施設の最新情報を発信しております。詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.kumamoto-icb.or.jp/

6月
Ｊｕｎｅ

8月
Ａｕｇｕｓｔ

2月25日に
営業再開しました

4月上旬
開設予定

くまもと観光&グルメ情報
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【東十八間櫓】
　熊本地震により倒壊した東十八間櫓（国指定重要文化財）の応
急工事を行いました。
　倒壊した東十八間櫓の部材や石材を回収し、遺構に影響を与え
ないよう養生した上にモルタルを吹き付け、崩れ落ちている栗石
等を移動させました。同様の行程で、北十八間櫓や五間櫓の応急
工事を行いました。

みなさん、ご支援
ありがとう

ございます。

熊本城は
復旧へ
歩みはじめました。

CONTENTS
くまもと地震から1年を振り返って ････03
熊本市動植物園一部営業再開しました ････03
熊本城見学ルート案内 ････04
観光施設情報 ････05
まち咲き案内人・くまもとさるく ････06
桜町再開発施設のご案内 ････07
熊本地震後の主なコンベンション施設の状況 ････07
CONVENTION REPORT～大会報告～ ････08
コンベンション等開催支援制度のご案内 ････09
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EVENT GUIDE ････15
コンベンション開催カレンダー ････16

【奉行丸の石置き場】
　熊本城の頬当御門や南大手門の崩落した石垣は奉行丸に運ば
れ、ナンバリングされ並べられています。現在は、頬当御門も撤去
され、大天守・小天守などの工事のための仮設スロープが設置さ
れました。2019年の天守エリアの公開を目指し作業が進められて
います。

くまもとよかとこ案内人の会

※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。

(午前9時～午後4時)
ＴＥＬ ０９６－３５６－２３３３

http://www.k-yokatoko.com/

【開園日】毎週土・日・祝日のみ開園（当面の間）　【開園時間】９時～１７時（入園は１６時３０分まで）
【入園門】南門（江津湖側）・画図橋バス停そば臨時門（植物園側）
         ※正門（健軍水源地側）及び西門（植物園側）は復旧作業のため入園できません。

【入園料】無料（西門復旧までは無料）
【開園エリア】花畑周辺エリア、動物ふれあい広場、動物資料館の一部、ゾウ・キリンの展示エリア
　　　　　　遊戯施設の一部　※復旧作業の影響により開園エリアは変更になる場合があります。

【駐車場料金】軽・普通・中型車２００円・大型車１，０００円

シマウマ舎やシロサイ舎
の運動場の壁に亀裂が
入りました。

道路の亀裂、地盤の隆起、
液状化、断水、漏水といっ
た大きな被害をうけまし
た。地中の排水管が壊れ
てるため、いまだに水が
使えない場所が多数あ
り、消防ホースをつなぎ
合わせて水を供給してい
ます。

水湿生植物園内の友誼亭
は完全に倒壊しました。

駅舎が倒壊。列車「弁慶号」
も脱線して横倒しになりま
した。

熊本地震の影響により休園しておりました、熊本市動植物園が
平成２９年２月２５日（土）より一部開園しました。

シマウマ舎 園内の道路ゆうぎてい 子ども列車

観光ボランティアガイド

　平成28年4月に発生した熊本地震により、熊本城は大きな被
害を受けました。熊本城を拠点として活動していた、私達くまもと
よかとこ案内人の会の活動も一旦休止。そして震災からおよそ2
ヶ月後、関係各所の協力もあり、6月17日からガイドを再開する
ことができました。案内人の会員の中には被害を受けた人もいま
す。このような状況の中、「観光ガイドの火を絶やさない」というこ
とを大前提に動きはじめました。
　ガイドを再開するに当たって、会員全体の意思の統一と意識の
統一を行いました。「傷ついたお城を案内したくない」という意見
や、「被災し大変な状況の人の前で観光してもいいのか。」という
不安があったからです。「私達は観光という視点から、復興に寄与
している」という意思の統一を図り、「ただ観光ガイドをしている
わけではない」という意識の統一を行いました。その後、会員全員
を対象とした研修を行い、熊本城の被害状況を把握した上でどう
いった案内をしていくのか、改めて確認し合いました。
　9月は、なんと1万人以上の方がガイドを利用されました。震災
前は年間4万5千人前後の方をご案内しましたので、1年の内の
4分の1をわずか1ヶ月で対応することになりました。たくさんの
お客様は嬉しい限りでしたが、1人で1日に何度も案内するなど、
忙しい日々を送りました。また、通常よりも短い時間で案内しない
といけないこともあり、大変でした。

ガイドの火を絶やさぬように ～チーム復興熊本城～
　国内のお客様は戻りつつありますが、外国人観光客の方は大
幅に減ったままです。次年度は外国人へのPRを意識して、発信し
ていかないといけないと考えます。
　もう一つの課題として、これからのガイドのやり方を十分に考
える必要があります。熊本城の復旧作業が進むにつれて、むき出
しだった長塀にはビニールシートがかけられ、倒壊した東十八間
櫓なども綺麗に整えられてきました。そうすると実際の被害状況
とはまた違った風景になってしまい、熊本地震の被害を正確に伝
えることが難しくなってしまいます。修復が進むものに対してどう
ガイドしていくのか、私達のガイドスキルをあげ、案内の方法をよ
く練る必要があると感じています。また、地震の体験談を語る「語
り部」になってほしいという声もあります。これからのガイド内容
についてしっかり考えていかなければいけません。
　震災から慌ただしい数ヶ月を過ごしてきました。熊本城復旧に
は多くの人の支えがあって成り立っています。私達もその一助と
なるよう、これからも「チーム復興熊本城」をテーマとしてがんば
って参ります。

くまもと地震から1年を振り返って インタビュー

熊本市内及びその周辺
午前９時～午後５時まで
案内希望日の３日前までにお申し込み連絡ください。
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。

【案内区域】
【案内時間】
【お申し込み】
【必要経費】

くまもとよかとこ案内人の会　 検索

ゆうぎてい

平成28年10月 平成29年1月

【熊本城の石垣撤去】
　熊本地震により、熊本城の石垣の約1割が崩
落しました。現在、市民の生活に影響のある箇
所や復旧工事に支障がある石垣の撤去を進め
ています。全ての石垣の修復には長い期間が
必要ですが、復興に向けて地道な作業を続け
ていきます。

くまもとよかとこ案内人の会　会長　吉村 徹夫さん

【園内の被害状況】

動植物園復興
応援サポーター
募集中！！

◆サポーター特典
　1回につき個人は５，０００円以上、
　団体は２０，０００円以上提供された方
　　 ・職員手作りの記念品の進呈（個人サポーターのみ）
　　 ・部分開園時「動植物園被災状況見学会」へのご招待（要応募）
　　 ・全面開園前「リニューアル猛獣舎の内覧会」へのご招待（要応募）
　　 ・全面開園後園内にお名前又は団体名を３年間掲示

◆募集期間
　平成２９年２月２５日
　から全面開園の前日までの間

◆復興応援サポーター受付窓口
　熊本市動植物園南門
　※受付日時は、土・日・祝日の開園日
　　９時～１６時３０分まで
お問合せ先
熊本市動植物園
TEL 096-368-4416　URL http://www.ezooko.jp/

平成28年9月 東十八間櫓部材回収

平成28年11月 築石回収

平成29年1月 崩落面養生(モルタル拭き付け)、基準石回収

～熊本市動植物園～営業再開しました
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（歩行のみ）
二の丸・天守閣ルート
周遊ルート
立入禁止区域

熊本城は、平成２８年４月に発生した地震により、大きな被害を受けました。
現在、多くの場所に立ち入ることができませんが、
二の丸広場や加藤神社、その周辺から、天守閣や櫓等がご覧いただけます。

■無料シャトルバス　桜の馬場 城彩苑 ⇔ 二の丸駐車場　
＜運行時間＞９時～１７時　※最終二の丸発
　※１５分～２０分間隔で運行

■熊本城周遊バス しろめぐりん
＜バス停＞「桜の馬場 城彩苑」または、「熊本城二の丸駐車場」下車
＜運行時間＞熊本駅前始発午前９時から最終午後５時までの
　　　　　  ２０分間隔運行。
　　　　　  ただし、正午から午後２時台は３０分間隔
＜運賃＞ 均一料金　　大人 １５０円、 小人 ８０円
　　　   １日乗車券　大人 ４００円、 小人 ２００円
 徒歩での見学が難しい方は、
しろめぐりんに乗車して熊本城を周遊するのがおすすめ！

■二の丸駐車場・三の丸第二駐車場
　＜営業時間＞ 3月～11月　８時～18時30分（最終入庫は１７時３０分まで）
　　　　　　　12月～2月　８時～17時30分（最終入庫は16時３０分まで）
※二の丸駐車場はバス・普通車・二輪車利用可能。
※三の丸第二駐車場は普通車のみ利用可能。

9

震災直後

平成29年3月

震災直後

平成29年3月

熊本市役所の１４階は、展望フロアと
して自由にご利用いただけます。
天守閣や本丸御殿、一本の石組みで
支えられている飯田丸五階櫓の鉄骨
で補強し倒壊を防いでいる様子など
がご覧いただけます。

＜１４階展望フロアの入場時間＞
月曜日～金曜日
　8時30分～22時
　（18時以降は南側エレベーターのみ）
土曜日、日曜日、祝日
　9時～22時
　（南側エレベーターのみ）
※12月29日～1月3日は
　閉庁のためご利用いただけません。

熊本市役所14階

9

熊本市内の観光施設　元気に営業中！ 平成２9年3月16日現在

頬当御門

不開門

熊本城
二の丸無料
休憩所 北十八間櫓

東十八間櫓

須戸口門

櫨方門

行
幸
坂

監物台樹木園
（４月～９月）９：００～１８：00（１０月～３月）９：００～１７：00
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
3／20～5月末は無休　　　　高校生以上 200円　

●
●
開
休

お問い合わせ ℡ 096-352-5781

9：0０～１7：3０ （入館は１７：００まで）
１２／29～３１
高校生以上 300円、小中学生 100円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-288-5600

夏目漱石内坪井旧居
※庭園のみ一部公開 

常時開放　　無休
(H29年度夏頃より工事のため非公開予定)
一部公開のため、一時的に無料

●

●

開

￥

●休
お問い合わせ ℡ 096-325-9127

小泉八雲熊本旧居
※旧居及び庭園の一部を公開

９：３０～１６：３０
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
一部公開のため、一時的に無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-354-7842

熊本県伝統工芸館
９：００～１７：００
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２８～１／４
大人 210円、大学生 130円 （２階企画・常設展示室のみ）

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-324-4930 熊本市現代美術館
１０：００～20：0０ （展示会入場は19：30まで）
火曜（祝日の場合は翌平日）１２／29～１／3
常設展示：無料　企画展示：有料（企画により異なる）

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-278-7500

島田美術館
10：００～１7：00 (入館は16：30まで)
火曜(祝日の場合は開館)年末年始
一般700円、大学・高校生400円、小中学生200円

●
●
●

開
休
￥

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-352-4597

熊本国際民藝館
１０：００～１６：００　※一階展示場のみ開放
月曜（祝日の場合は翌日）年末年始
大人 500円、高中生 350円、小学生 300円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-338-7504 立田自然公園
８：３０～１7：0０(入園は16：30まで） ※一部立入禁止区域有
１２／２９～３１
高校生以上 200円、小中生 100円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-344-6753武蔵塚公園
常時開放
無休
無料

お問い合わせ ℡ 096-245-5050

夏目漱石大江旧居（第三旧居）
９：３０～１６：３０ ※内部を特別に無料公開しています
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-328-2039神風連資料館
１０：００～１６：３０
火曜 年末年始（要問合せ）
大人 300円、高中生 200円、小学生 100円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-343-5504 徳富記念園
９：３０～１6：３０(入館は16：00まで) ※庭園及び資料館2階まで公開
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
一部公開のため、一時的に無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-362-0919

くまもと文学・歴史館
９：３０～１７：１５
火曜（祝日の場合は翌日）、毎月最終金曜日、１２/２８～１/3、特別整理期間
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-384-5000 フードパル熊本
10：００～１7：00
年末年始
無料　　　　　　　　　　※店舗によって異なります

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-245-5630

御馬下の角小屋
９：３０～１６：３０
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
高校生以上 200円、小中生 100円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-245-2963

雲巌禅寺（霊巌洞･五百羅漢）
８：００～１７：００
無休
高校生以上 200円、小中生 100円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-329-8854

熊本市水の科学館
９：００～１７：００
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-346-1100

金峰森の駅 みちくさ館
（４月 ～ ９月 ）７：００～１８：００（１０月～３月）８：００～１７：００
１２／２９～１／3
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-277-2727 峠の茶屋公園（資料館）
９：００～１７：００
火曜（祝日の場合は翌日）１２／２９～１／３
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-277-2157 くまもと工芸会館
９：００～１７：００
月曜（祝日の場合は翌日）１２／２８～１／４
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-358-5711

六殿神社楼門
常時開放
無休
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-357-4127 木原不動尊
７：００～１７：００
無休
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-357-4515

火の君マルシェ
9:00～19:00
毎月第2水曜日

●
●
開
休

お問い合わせ ℡ 0964-28-8831 後藤是山記念館
9:30～16:30
月曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3
高校生以上200円　小中学生100円

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-382-4061

塚原古墳公園
常時開放
無休
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 0964-28-5962

お問い合わせ ℡ 096-368-4416くまモンスクエア
１０：００～１９：００
年末年始
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-327-9066 肥後の里山ギャラリー
９：３０～１６：３０
日曜・祝日 １２／３１～１／３
無料

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-326-7800

熊本県立美術館（本館）

9：30～17：15 （入館は16：45まで）
年末年始・展示替休館あり
月曜（祝日の場合は翌日）
大人 270円、大学生 160円※特別展別途

●
●

●

開
休

￥

お問い合わせ ℡ 096-352-2111
細川コレクション常設展示室

9：30～17：15 （入館は16：45まで）
年末年始・展示替休館あり
月曜（祝日の場合は翌日）
大人 210円、大学生 130円

●
●

●

開
休

￥

お問い合わせ ℡ 096-352-2111

水前寺成趣園

（３月～10月）７：30～１8：0０ （入園は17：30まで）
（11月～２月）８：30～17：00 （入園は16：30まで）
無休
高校生以上 400円、小中学生 200円

●

●
●

開

休
￥

お問い合わせ ℡ 096-383-0074

田原坂公園

9：００～１7：００　桜開花時期は21：00まで
無休
無料 

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-272-1115
熊本市田原坂西南戦争資料館

９：00～１7：0０ (入館は16：30まで)
１２／２９～１／３
高校生以上 300円、中学生以下 100円

９：00～１8：3０
毎月第3木曜(祝日の場合は翌平日)
1／1～1／3

●
●
●

開
休
￥

お問い合わせ ℡ 096-272-4982

植木温泉
お問い合わせ 
植木温泉観光旅館組合 ℡ 096-274-6830
美人湯として有名な植木温泉。各宿ごとに一つ
の源泉がある全国でも珍しい温泉街です。

道の駅 すいかの里 植木

●
●
開
休

お問い合わせ ℡ 096-272-2333

熊本市動植物園
毎週土・日・祝のみ一部開園（当面の間）
9:00～17:00(入園は16:30まで)
無料(西門復旧前までの間は無料)　※一部開園

●
　
●

開

￥

桜の馬場 城彩苑　桜の小路

物販店 (3月～11月)９：00～１9：00
 　　　(12月～2月)９：00～１8：00
飲食店11：00～22：00(店舗により営業時間が異なります)
無休(店舗により異なります)

●

●

開

休

お問い合わせ ℡ 096-288-5577

熊本城おもてなし武将隊 ステージ
＜時間＞１１時３０分～・１４時３０分～
＜場所＞桜の馬場 城彩苑 親水空間
演舞もしくは座談会・写真撮影等
※予告なしに変更、中止になる場合があります。

下記の施設は、現在休園・休館中です。
〇熊本城　〇旧細川刑部邸　〇熊本市立熊本博物館（リニューアル工事のため）　
〇熊本県立美術館(分館)工事のため　〇北岡自然公園
〇リデル、ライト両女史記念館　〇熊本大学　五高記念館　
〇熊本洋学校教師ジェーンズ邸　〇横井小楠記念館（四時軒）　〇本妙寺宝物館
〇熊本市塚原歴史民俗資料館　〇石光真清記念館

●￥

桜の馬場 城彩苑 歴史文化体験施設 湧々座
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熊本地震後の主なコンベンション施設の状況
【公共ホール】   

市民会館シアーズホーム夢ホール

熊本市国際交流会館
くまもと森都心プラザ
くまもと県民交流館パレア
熊本県立劇場
熊本市男女共同参画センターはあもにい

熊本産業展示場グランメッセ熊本

   
【スポーツ施設】   

熊本県立総合体育館

熊本県民総合運動公園
えがお健康スタジアム(陸上競技場)
パークドーム熊本
藤崎台県営野球場

熊本市総合体育館・青年会館

水前寺野球場・競技場

アクアドームくまもと

096-355-5235

096-359-2020
096-355-7400
096-355-4300
096-363-2233
096-345-2550

096-286-8000

   

096-356-1233

096-380-7599
096-380-0783
096-388-2180
096-322-3367

096-385-1010

096-381-9323

096-358-2711

一部使用可

使用可
一部使用可

使用可
使用可

一部使用可

一部使用可

休館中

一部使用可
使用可
休館中
使用可

一部使用可

一部使用可

一部使用可

施  設  名 備　　　考 電話番号営業状況
H29.3.21現在

大ホールは休館中　大会議室その他会議室は使用可
但し平成29年4月1日以降は当分の間全館休館
全館使用可
４F図書館とプラザホールは使用不可（平成29年4月1日再開予定）

メインホール使用不可　平成29年5月1日再開予定
屋外展示場のみ使用可　コンベンションホールは平成29年4月再開予定、
展示ホールは平成29年7月再開予定

   
温水プール、トレーニング室は、平成29年3月27日再開
その他は再開時期未定
有料施設はすべて利用可
観客席の一部使用不可
平成29年4月再開予定
スタンドの一部使用不可
青年会館ホール、小体育室、武道場、トレーニング室等利用可
大・中体育室、プール、弓道場、第２会議室等は再開時期未定
野球場は使用可　競技場は平成29年４月再開予定
トレーニングルーム、会議室、合宿所は利用可
その他は平成29年５月再開予定

全館使用可
全館使用可

桜町再開発施設のご案内
　熊本桜町再開発株式会社が施行する熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業が本年１月着工されました。
本事業により整備される複合ビルには、バスターミナル、商業施設、ホテルなどとともに大型コンベンション施設である
（仮称）熊本城ホールが配置され、平成３１年夏の完成予定です。
　熊本市では（仮称）熊本城ホールだけでも年間４6万人の集客を試算しており、その経済効果は中心市街地に留まらず
広く県域に及ぶことが期待されます。

外観イメージ 再開発全体イメージ

ホテルラウンジイメージホールホワイエイメージ
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コンベンション等開催支援制度のご案内
　熊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を対象に、以下のような助成・支援制度を設けて
おります。会議・大会、スポーツ大会など開催の際には是非ご活用ください。

◆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、県外からの参加者30名以上かつ県外からの
　　　　　 熊本市内宿泊者が延べ３０泊以上のコンベンション（大会・学会等）。

【助成金額】 大会規模、内容により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】県外からの大会参加者・関係者が熊本市内に宿泊し、九州大会規模以上のもの。

【助成金額】

◆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助成を受けているもの、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ヶ月前まで）が必要となります。
○ 助成制度は平成28年度のものです。今後予告なく変更することがあります。

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。 詳しくは、事業推進課までお問合せください。

※ 営利を目的とするものや、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の２０％を上限とします。

※ 但し、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

※ プロチームのキャンプを対象とした助成制度もあります。(最高50万円)　
※ 宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

県外からの延べ宿泊者数 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

事業推進課では、学会・大会等のコンベンションの開催をお手伝いいただけるボランティアを募集しています。

受付の補助や観光案内、日本文化の紹介など、あなたの特技を生かして熊本でのコンベンション開催を盛り上げましょう！

外国語はできなくても大丈夫です。熊本の歴史や文化など様々な情報を日本はもとより世界に発信していくお手伝いをいただける方を

募集しています。

まずは事前登録を !!

● 交通費（一律2,000円）支給。
● ボランティア保険に加入していただ
　きます。（保険料は当協会で負担）

空いた時間で地域貢献、まずはご登録を！

コンベンションサポート

観　光　案　内

日 本 文 化 紹 介

参加 or 不参加

学会等の開催ごとに募集
（FAX or メールでご連絡します）

ボランティア事前登録

コンベンション・ボランティア　募集中

受付・登録補助、会場案内、通訳その他会場内でのお手伝い
（日本語及び外国語）
観光案内ブースにおける観光案内、現地視察等へ同行してのガイド

（日本語及び外国語）
茶道、華道、着付け、舞踊などの日本文化の紹介、体験に関する
お手伝い

お問合せ先
事業推進課
TEL 096-359-1788
mice@kumamoto-icb.or.jp

CONVENTION REPORT

期　日　平成28年12月17日（土）
会　場　独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
参　加　893名
主　催　独立行政法人国立病院機構熊本医療センター

第14回国立病院看護研究学会学術集会

　国立病院看護研究学会は、2004年に国立病院が独立行政法
人に移行する年に設立された学会です。国立病院に勤務する看
護職を中心に運営され、毎年、学術集会が開催されています。
　今回は「火の国熊本で未来の看護を熱く語る」をテーマとして
準備をしてきました。平成28年熊本地震で予定しておりました市
民会館が使用できなくなり、一時は学会の開催が危ぶまれました
が、病院内の研修ホールと看護学校を会場に行いました。学会で
は口演40題、ポスター87題の発表が行われました。記憶に残る
学会にしたいと熊本県のスペシャルゲストとして『くまモン』に出
場を依頼いたしました。アカデミックな学会ですが、全国から参加
された皆様は、存分に熊本を満喫されていました。

大会会長　佐伯 悦子

期　日　平成29年2月3日（金）～8日（水）
会　場　熊本県民総合運動公園他
参　加　33名

レノファ山口 熊本トレーニングキャンプ

－春季キャンプを熊本で実施するきっかけは?
川口　まず昨年の東京で開催されたJリーグのマネージャ
ーミーティングで熊本キャンプの資料を頂き、熊本のキャン
プ地情報を知りました。そして大きなきっかけとなったのは、
昨年4月に熊本でのリーグ戦（ロアッソ熊本戦）時にコンベン
ション協会の黒田さんから再アプローチをいただき、もう一
度資料を頂いて熊本をキャンプ地の候補として考えるよう
になりました。また昨年12月にキャンプ地視察として2日間
にわたり宿泊施設やグラウンドを拝見させてもらい、具体的
に熊本でキャンプを行うという方向に定まっていきました。

－初めて熊本でのキャンプとなりますが、その印象は?
川口　コンサドーレ札幌が毎年キャンプをしていることは知
っていましたが、あまり熊本がキャンプ地として挙がらない
理由は何なのかなという疑問を持っていましたが、実際にキ
ャンプを行ってみて、雪が降ることもなく、練習をして気候が
気になることもほとんどありませんでした。
また、この2月にも関わらず、あれだけしっかりした芝生を見
てびっくりしました。

－チームについて教えて下さい。
川口　3年前にJFL、一昨年J3、昨年J2というようにチーム
としては経験したことのない新たなステージで日々いろいろ
なことを経験しております。選手も若い選手が多く活気ある
チームだと思います。

－最後に今シーズンの抱負をお聞かせ下さい。
川口　昨年、さまざまな方のおかげでJ１ライセンスを取得
することができました。１つ１つの試合を大切にし、少しでも
上の順位をめざして戦い、最終的には、昇格プレーオフや自
動昇格に絡んでいけたらと思います。

－2017シーズンのレノファ山口のご活躍をお祈り申し上げます！－

　山口県のJリーグチーム『レノ
ファ山口』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川口 
真史さんにお話を伺いました。
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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

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

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

（一財）熊本テルサ

熊本東急REI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

Guest House ティガ

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

ザ・ニューホテル熊本（旧ホテルニューオータニ熊本）

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

スマイルホテル熊本水前寺

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

ホテル日航熊本（くまもと新世紀（株））

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

九州産業交通ホールディングス（株）

九州産交運輸（株）

九州産交バス(株)

九州旅客鉄道（株）熊本支社

九商フェリー(株)

096-351-2222

096-356-7272

0967-34-0811

0967-35-2111

096-354-2111

096-323-8111

096-344-5600

096-325-2222

096-381-6221

096-387-7777

096-322-0109

096-326-3311

096-355-0410

096-352-5101

096-355-0121

096-273-6797

0967-67-2411

0964-59-0111

096-211-8411

096-326-1111

096-354-8000

096-351-9000

096-383-8410

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

096-211-1526

096-388-1188

096-322-5001

096-354-9191

050-5847-7557

096-213-1331

096-353-1241

096-352-1131

096-355-6310

096-340-0727

096-312-3511

096-355-3110

096-381-1331

096-325-8229

096-377-2135

096-325-0557

096-352-0818

0957-65-0456

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）

熊本フェリー（株）

（株）産交タクシー

（株）シークルーズ

（株）ソラシドエア

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

九州産交ツーリズム（株）

（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

東武トップツアーズ（株）

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・コム

（株）AD858

（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）ツカサ創研

（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

フラッグス（株）

（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

熊本市広告美術協同組合

（資）彩美堂

フタバ九州（株）

096-232-2311

096-379-8182

096-343-2526

096-370-8181

096-311-4330

096-355-7111

0969-56-2458

096-233-1057

096-322-5351

096-355-3170

096-387-8777

096-351-0125

096-325-8240

096-325-4891

096-288-3730

096-322-4115

096-237-6763

096-354-5765

096-288-2891

096-326-1611

096-354-4488

096-354-4351

096-351-3811

096-352-5500

096-371-8585

096-369-8494

096-322-1939

096-327-3161

092-716-7116

096-373-9188

096-329-0955

096-355-3381

096-359-7918

096-381-6001

096-346-1711

096-235-2351

096-355-5351

096-355-3161

096-356-8787

096-311-5415

096-247-6050

096-311-1874

096-275-2030

096-354-0773

096-367-6677

096-370-5591

096-363-2222

096-324-3131

熊本ワシントンホテルプラザ
（ワシントンホテル（株））

印刷・出版

（有）アートペーパー

（有）ウルトラハウス

エース出版(株）

（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

弘栄印刷（株）

（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）バド・プレスト

（株）フォーカス

（株）碧水社

ホープ印刷（株）

（株）ポルト

（株）マインド

（有）宮井事務所

（株）リーバン

各種レンタル

熊本日産観光（株）

（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）ヒライ

（株）味春

熊延観光（株）

ホール等

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）

味千ラーメンチェーン本部　重光産業(株)

096-245-6667

096-354-3822

096-339-8555

096-279-3440

096-213-1505

096-359-3311

096-368-8100

096-389-5570

096-371-3771

096-286-3366

096-362-1255

096-370-1400

096-242-5111

096-366-1251

096-354-4191

089-941-6008

096-312-7720

096-345-6209

03-3294-3101

096-338-0500

096-321-7788

096-324-7600

096-279-3947

03-3390-515１

096-324-6363

096-388-7171

096-383-4111

096-329-4159

096-346-8828

096-354-2345

096-212-0011

096-324-3666

096-360-0023

096-378-4294

096-312-8620

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

096-389-7111

096-353-2393

096-358-3300

0968-74-5110

096-356-2818

096-351-0824

096-319-2931

096-319-1777

096-311-5050

096-211-1414

096-321-8880

0966-22-2375

096-322-5353

096-354-8911

096-363-2626

096-352-8821

096-356-5075

096-352-5187

096-352-6786

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

096-319-5477

096-351-2250

0967-67-3101

096-352-8010

096-356-2905

096-351-4129

096-323-6068

096-345-3830

096-351-0535

096-354-1839

096-356-8775

096-355-3558

096-286-0268

096-352-1967

096-277-1237

096-272-4949

096-312-8060

096-325-8947

096-356-6256

096-354-3488

096-351-4581

096-387-0300

096-237-7507

096-357-9020

味処　お川

（株）天草海食まるけん

一心会館たんぽぽ堂

ウイスキーキャット

縁ーえにしー

お好み焼本舗　熊本近見店

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

熊本炉端　安坐

クラブ　志保（（有）志保企画）

GRILL　de　GYAN

憲Ｑ百

源ＺＯ－ＮＥ

現代和食　笑う門

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

寿司・活魚料理　天草（（有）天草）

Second Sight

創作料理　佳昇

Ｄｉｎｉｎｇ　伍乃４０

ダイニング　六花

ちきゅうや

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

中山酒店　シャワー通り店

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

（有）まるみ（中国料理まるみ）

（株）瑞恵

水戸黄門

(有)むつ五郎

最中×最中乃仲

ＹＯＫＯＢＡＣＨＩ

りょうり亭　多喜加和

料理方秘　神の水

（有）若松屋

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

0967-34-0301

096-234-1110

096-359-0120

096-355-1221

096-380-1511

096-357-8960

096-275-2277

096-344-7211

096-379-4811

0967-67-3123

096-359-7711

096-355-4511

096-245-5538

0966-22-3207

096-282-7682

096-380-6175

0968-71-1255

0966-45-0200

0966-42-2366

096-288-2106

096-370-0066

0966-42-2381

096-354-8469

096-378-5161

0968-82-3366

096-288-0811

0968-34-2055

096-288-3212

096-329-7111

096-248-7991

096-234-0015

096-286-0020

0966-42-2008

096-356-3488

096-338-1100

096-353-6795

096-351-0001

0967-34-1673

096-232-3300

096-293-2456

045-478-2158

096-326-0311

096-380-0666

03-3624-4141

096-288-2288

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

096-353-6554

096-323-2500

096-359-0072

075-256-9393

096-377-5682

096-377-2300

096-355-1111

075-311-3669

096-372-3100

03-3556-7789

096-380-1211

096-285-7351

0964-28-0170

096-213-5511

096-285-7563

096-355-3111

096-356-2025

092-408-6000

096-323-2111

0968-48-0018

072-330-6991

092-407-7694

096-366-4101

096-334-3328

06-6473-5800

096-359-0206

096-377-2228

096-311-3902

096-356-7337

096-289-5511

096-377-2111

096-324-3155

096-355-0331

092-503-2728

096-355-3311

096-367-5914

075-231-5357

096-293-1111

（株）松本企画

（株）丸菱

(株)丸本本店

まるや商事(株)

(有)未来

メテオAPAC（株）

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

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

(株)光助

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

096-288-5880

096-286-1500

096-326-0123

096-235-6121

096-363-0919

044-750-7793

052-501-0020

096-323-2611

096-245-2347

096-328-6154

0967-67-1230

072-729-2185

096-352-6837

096-245-5211

096-275-2300

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

096-324-4488

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

（宗）高橋稲荷神社

（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

税理士法人　近代経営

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

096-329-8004

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

096-285-1111

096-321-3250

096-325-6680

096-384-1111

096-364-5161

096-344-2111

096-326-3111

096-382-1141

096-327-3679

0967-34-1600

096-274-6830

096-344-1211

096-353-1638

0968-25-0513

096-324-1541

096-366-5151

096-357-8700

096-379-1187

（公社）熊本県観光連盟

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

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

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

096-382-2660

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

096-353-2897

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

096-354-6688

096-288-5577

096-353-2897

096-323-2721

096-352-6655

096-356-6787

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）

支援企業一覧 は出捐企業
支援企業一覧 は出捐企業

アーフェリーク迎賓館　熊本
（(株)テイクアンドギヴ・ニーズ）

（株）アペックス西日本　南九州支社

石川玩具（株）

(株)イズミック熊本支店

（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

熊本石油（株）

熊本大同青果（株）

(有)黒川商店

（株）くろちく

国分九州（株）

（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

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）

千寿堂

(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

（株）トライアード

（株）ナガタニヤ

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

弘栄印刷（株）　（株）トライアード　（株）バド・プレスト　（株）葉山　（有）宮井事務所
新賛助会員のご紹介

平成29年3月10日までに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！

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）菊池食品

(株)木村甲佐工場

キリンビールマーケティング(株)熊本支社

熊本製粉（株）

熊本乳業（株）

熊本ヤクルト（株）

熊本ワイン（株）

（株）弘乳舎

コカ・コーラウエストベンディング（株）

（株）古今堂

サントリー酒類（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

（株）杉養蜂園

繊月酒造(株)

（株）千興ファーム

（有）そのや

（有）大同食品

（合）高田酒造場

高橋酒造（株）

（有）長寿庵

（株）通宝

（株）恒松酒造本店

(株)伝承の館

西日本食品工業（株）

（株）農業法人　明るい農村天水

橋本醤油（資）

花の香酒造（株）

（株）華まる堂

浜田醤油（株）

（株）葉山

（株）肥後そう川

（有）富喜製麺所

房の露（株）

（株）フタバ

ホシサン（株）

（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



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

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

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

（一財）熊本テルサ

熊本東急REI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

Guest House ティガ

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

ザ・ニューホテル熊本（旧ホテルニューオータニ熊本）

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

スマイルホテル熊本水前寺

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

ホテル日航熊本（くまもと新世紀（株））

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

九州産業交通ホールディングス（株）

九州産交運輸（株）

九州産交バス(株)

九州旅客鉄道（株）熊本支社

九商フェリー(株)

096-351-2222

096-356-7272

0967-34-0811

0967-35-2111

096-354-2111

096-323-8111

096-344-5600

096-325-2222

096-381-6221

096-387-7777

096-322-0109

096-326-3311

096-355-0410

096-352-5101

096-355-0121

096-273-6797

0967-67-2411

0964-59-0111

096-211-8411

096-326-1111

096-354-8000

096-351-9000

096-383-8410

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

096-211-1526

096-388-1188

096-322-5001

096-354-9191

050-5847-7557

096-213-1331

096-353-1241

096-352-1131

096-355-6310

096-340-0727

096-312-3511

096-355-3110

096-381-1331

096-325-8229

096-377-2135

096-325-0557

096-352-0818

0957-65-0456

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）

熊本フェリー（株）

（株）産交タクシー

（株）シークルーズ

（株）ソラシドエア

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

九州産交ツーリズム（株）

（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

東武トップツアーズ（株）

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・コム

（株）AD858

（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）ツカサ創研

（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

フラッグス（株）

（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

熊本市広告美術協同組合

（資）彩美堂

フタバ九州（株）

096-232-2311

096-379-8182

096-343-2526

096-370-8181

096-311-4330

096-355-7111

0969-56-2458

096-233-1057

096-322-5351

096-355-3170

096-387-8777

096-351-0125

096-325-8240

096-325-4891

096-288-3730

096-322-4115

096-237-6763

096-354-5765

096-288-2891

096-326-1611

096-354-4488

096-354-4351

096-351-3811

096-352-5500

096-371-8585

096-369-8494

096-322-1939

096-327-3161

092-716-7116

096-373-9188

096-329-0955

096-355-3381

096-359-7918

096-381-6001

096-346-1711

096-235-2351

096-355-5351

096-355-3161

096-356-8787

096-311-5415

096-247-6050

096-311-1874

096-275-2030

096-354-0773

096-367-6677

096-370-5591

096-363-2222

096-324-3131

熊本ワシントンホテルプラザ
（ワシントンホテル（株））

印刷・出版

（有）アートペーパー

（有）ウルトラハウス

エース出版(株）

（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

弘栄印刷（株）

（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）バド・プレスト

（株）フォーカス

（株）碧水社

ホープ印刷（株）

（株）ポルト

（株）マインド

（有）宮井事務所

（株）リーバン

各種レンタル

熊本日産観光（株）

（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）ヒライ

（株）味春

熊延観光（株）

ホール等

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）

味千ラーメンチェーン本部　重光産業(株)

096-245-6667

096-354-3822

096-339-8555

096-279-3440

096-213-1505

096-359-3311

096-368-8100

096-389-5570

096-371-3771

096-286-3366

096-362-1255

096-370-1400

096-242-5111

096-366-1251

096-354-4191

089-941-6008

096-312-7720

096-345-6209

03-3294-3101

096-338-0500

096-321-7788

096-324-7600

096-279-3947

03-3390-515１

096-324-6363

096-388-7171

096-383-4111

096-329-4159

096-346-8828

096-354-2345

096-212-0011

096-324-3666

096-360-0023

096-378-4294

096-312-8620

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

096-389-7111

096-353-2393

096-358-3300

0968-74-5110

096-356-2818

096-351-0824

096-319-2931

096-319-1777

096-311-5050

096-211-1414

096-321-8880

0966-22-2375

096-322-5353

096-354-8911

096-363-2626

096-352-8821

096-356-5075

096-352-5187

096-352-6786

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

096-319-5477

096-351-2250

0967-67-3101

096-352-8010

096-356-2905

096-351-4129

096-323-6068

096-345-3830

096-351-0535

096-354-1839

096-356-8775

096-355-3558

096-286-0268

096-352-1967

096-277-1237

096-272-4949

096-312-8060

096-325-8947

096-356-6256

096-354-3488

096-351-4581

096-387-0300

096-237-7507

096-357-9020

味処　お川

（株）天草海食まるけん

一心会館たんぽぽ堂

ウイスキーキャット

縁ーえにしー

お好み焼本舗　熊本近見店

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

熊本炉端　安坐

クラブ　志保（（有）志保企画）

GRILL　de　GYAN

憲Ｑ百

源ＺＯ－ＮＥ

現代和食　笑う門

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

寿司・活魚料理　天草（（有）天草）

Second Sight

創作料理　佳昇

Ｄｉｎｉｎｇ　伍乃４０

ダイニング　六花

ちきゅうや

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

中山酒店　シャワー通り店

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

（有）まるみ（中国料理まるみ）

（株）瑞恵

水戸黄門

(有)むつ五郎

最中×最中乃仲

ＹＯＫＯＢＡＣＨＩ

りょうり亭　多喜加和

料理方秘　神の水

（有）若松屋

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

0967-34-0301

096-234-1110

096-359-0120

096-355-1221

096-380-1511

096-357-8960

096-275-2277

096-344-7211

096-379-4811

0967-67-3123

096-359-7711

096-355-4511

096-245-5538

0966-22-3207

096-282-7682

096-380-6175

0968-71-1255

0966-45-0200

0966-42-2366

096-288-2106

096-370-0066

0966-42-2381

096-354-8469

096-378-5161

0968-82-3366

096-288-0811

0968-34-2055

096-288-3212

096-329-7111

096-248-7991

096-234-0015

096-286-0020

0966-42-2008

096-356-3488

096-338-1100

096-353-6795

096-351-0001

0967-34-1673

096-232-3300

096-293-2456

045-478-2158

096-326-0311

096-380-0666

03-3624-4141

096-288-2288

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

096-353-6554

096-323-2500

096-359-0072

075-256-9393

096-377-5682

096-377-2300

096-355-1111

075-311-3669

096-372-3100

03-3556-7789

096-380-1211

096-285-7351

0964-28-0170

096-213-5511

096-285-7563

096-355-3111

096-356-2025

092-408-6000

096-323-2111

0968-48-0018

072-330-6991

092-407-7694

096-366-4101

096-334-3328

06-6473-5800

096-359-0206

096-377-2228

096-311-3902

096-356-7337

096-289-5511

096-377-2111

096-324-3155

096-355-0331

092-503-2728

096-355-3311

096-367-5914

075-231-5357

096-293-1111

（株）松本企画

（株）丸菱

(株)丸本本店

まるや商事(株)

(有)未来

メテオAPAC（株）

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

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

(株)光助

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

096-288-5880

096-286-1500

096-326-0123

096-235-6121

096-363-0919

044-750-7793

052-501-0020

096-323-2611

096-245-2347

096-328-6154

0967-67-1230

072-729-2185

096-352-6837

096-245-5211

096-275-2300

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

096-324-4488

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

（宗）高橋稲荷神社

（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

税理士法人　近代経営

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

096-329-8004

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

096-285-1111

096-321-3250

096-325-6680

096-384-1111

096-364-5161

096-344-2111

096-326-3111

096-382-1141

096-327-3679

0967-34-1600

096-274-6830

096-344-1211

096-353-1638

0968-25-0513

096-324-1541

096-366-5151

096-357-8700

096-379-1187

（公社）熊本県観光連盟

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

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

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

096-382-2660

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

096-353-2897

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

096-354-6688

096-288-5577

096-353-2897

096-323-2721

096-352-6655

096-356-6787

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）

支援企業一覧 は出捐企業
支援企業一覧 は出捐企業

アーフェリーク迎賓館　熊本
（(株)テイクアンドギヴ・ニーズ）

（株）アペックス西日本　南九州支社

石川玩具（株）

(株)イズミック熊本支店

（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

熊本石油（株）

熊本大同青果（株）

(有)黒川商店

（株）くろちく

国分九州（株）

（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

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）

千寿堂

(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

（株）トライアード

（株）ナガタニヤ

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

弘栄印刷（株）　（株）トライアード　（株）バド・プレスト　（株）葉山　（有）宮井事務所
新賛助会員のご紹介

平成29年3月10日までに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！

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）菊池食品

(株)木村甲佐工場

キリンビールマーケティング(株)熊本支社

熊本製粉（株）

熊本乳業（株）

熊本ヤクルト（株）

熊本ワイン（株）

（株）弘乳舎

コカ・コーラウエストベンディング（株）

（株）古今堂

サントリー酒類（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

（株）杉養蜂園

繊月酒造(株)

（株）千興ファーム

（有）そのや

（有）大同食品

（合）高田酒造場

高橋酒造（株）

（有）長寿庵

（株）通宝

（株）恒松酒造本店

(株)伝承の館

西日本食品工業（株）

（株）農業法人　明るい農村天水

橋本醤油（資）

花の香酒造（株）

（株）華まる堂

浜田醤油（株）

（株）葉山

（株）肥後そう川

（有）富喜製麺所

房の露（株）

（株）フタバ

ホシサン（株）

（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
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当協会を通じて、熊本城災害復旧支援金へ寄付しました。 ３，336，8０２円
㈱広島東洋カープ
㈱テレビ新広島
㈱世田谷サービス公社

（一社）石巻観光協会
追分温泉旅館
林家たい平

石巻グランドホテル
大都市観光協会連絡協議会
㈱阪急交通社

希望と太陽のロックフェス実行委員会
（公社）倉敷観光コンベンションビューロー
復興イベント「はなばた子どもランド」
菅沼 翔也皆さまからの温かいご支援ありがとうございます。

（平成29年3月8日現在）

熊本城の復旧・復元を目指して「復興城主」募集中！！
「平成２８年熊本地震」により、熊本城は甚大な被害を受け、その復旧・復元には長い
年月と莫大な費用を要することが見込まれます。１回につき１万円以上の寄附をさ
れた方を「復興城主」とします。募金の使途この寄附金は、熊本城復元整備基金に
積み立て、熊本城の復旧・復元のための財源に全て充当いたします。

特典
・「城主証」の発行
・デジタル芳名板にお名前を掲載
・「城主手形」の発行
　熊本市が管理する施設への無料入園や「城主手形協賛」
　の表示のあるお店で、特典が受けられます
・１回につき１０万円以上の寄附をされた方には、感謝状を
   贈呈

お問合せ先
熊本城総合事務所　
ＴＥＬ ０９６－３５９－６４７５
　熊本城公式ホームページ　　検索

募金の方法
①お振込み
　所定の振込用紙をお取り寄せいただき最寄りの
　郵便局よりお振込みください。振込用紙は
   熊本城総合事務所、熊本市役所１階総合案内、
　８階観光政策課等に備え付けてあります。
②現金でのお申込み
　熊本城総合事務所、「桜の馬場 城彩苑」内の
　「湧々座」で受け付けています。
③クレジット決済によるお申込み
　Yahoo!ふるさと納税サイトからクレジット決済に
　よるお申込みを受け付けています。
　http://furusatonouzei.yahoo.co.jp/Iist/43100/j93

　熊本市の人口は約74万人です
が、その水道水源は100％地下水
です。
　これは人口50万人以上の都市
としては日本で熊本市だけで、世界
でも稀少な都市なのです。

(順不同・敬称略)



熊本城売店
“Yahoo! ショッピング”
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熊本城の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！   

EVENT GUIDE 熊本市の主なイベントスケジュール

 出水神社春季大祭　流鏑馬
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１６日（日） 
【時間】１４時から
【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

 城彩苑夜市
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22日（土）～8月26日（土）までの毎週土曜日（計6回）※予定
【時間】午後5時～午後8時※予定
【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

 第４０回火の国まつり
まつりのメーンイベント「おてもやん総おどり」では、約５，０００人の踊
り手が中心部を踊り歩きます。

【期日】８月４日（金）～６日（日）
【場所】熊本市中心部一帯
【問合せ先】
熊本市イベント推進課
 ℡０９６－３２８－２９４８

 植木温泉納涼花火大会
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1日（火）
【時間】２０時～２１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

 出水神社　薪能
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５日（土）
【時間】１８時～２０時３０分まで
【場所】水前寺成趣園内能楽殿
【入園料】１８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

 熊本復興ねぶた
昨年に続き、熊本が元気になれるよう、国の重要無形文化財に指定
されている青森県の雄大なねぶたが披露されます。

【期日】９月２日（土）～３日（日）（予定）
【時間】２日（土）１９時～
　　　２１時・３日（日）１２時～１４時

【場所】熊本城二の丸広場
【問合せ先】
熊本城総合事務所℡096-352-5900

熊本市動植物園の部分開園に伴い、観覧車前の売店をオープンいたしました。
熊本市動植物園売店
営業日：毎週土・日・祝日のみ営業(当面の間)
営業時間：９：００～１６：３０

熊本城限定グッズやくまモングッズ
ひごまるグッズなど販売中!

熊本城売店
“Yahoo! ショッピング”

熊本城売店
“Yahoo! ショッピング”

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kumamoto-castle-shop/

「ありがとう｣の気持ちを込めて
熊本の元気を全国にお届けしています

熊本のお菓子セット
3,000円 （税込）

熊本お気軽よくばりセット
2,000円 （税込）

熊本名物満足セット
3,000円 （税込）

ミニタオル
動物ばんそうこう
マルル消しゴム
えんぴつ３本セット
マルル根付

410円(税込)
３３０円(税込)
310円(税込)
200円(税込)
440円(税込)

KUMAMOTOモノグラムＴシャツ
2,200円 （税込）

カラー ブラック・ネイビー　サイズ Ｓ～ＸＬ

ひごまる
ハンドタオル
300円（税込）ひごまるピンバッジ

400円（税込）
ひごまるフェイスタオル
400円（税込）

熊
本
復
興
応
援

特
産
品
セ
ッ
ト

くまもと
復興応援
グッズ

オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品

当協会の収益の一部を、
熊本城災害復旧支援金(復興城主)へ寄付いたしました。 
　　　　　　　　　　　金1,000,000円也

皆さまからの温かいご支援ありがとうございます。

ひごまる缶バッジ
250円（税込）

 熊本城坪井川園遊会「船上から見る坪井川と城下町」
【運行期間】５月３日（水・祝）～６日（土）
【時間】１０時～１８時（予定）
【運行概要】坪井川　熊本駅前（春日橋）～明十橋付近～熊本駅前
（春日橋）約３ｋｍ（予定）　所要時間３０分　１時間間隔の運行（予定）
【乗船日】無料
【問合せ先】熊本城坪井川園遊会実行委員会℡096-279-4567

 清正公夜市
本年より、前夜祭は7月第三土曜に「清正公夜市」の名称で開催。

【期日】７月１５日（土）
【時間】加藤神社境内
【問合せ先】加藤神社
               ℡096-352-7316

 水前寺成趣園ゆかた月間
ゆかたを着て涼感を満喫。ゆかたの方は入園料無料。土曜日の夜間
開園。夕涼みコンサート、ライトアップなど開催。

【期日】８月１日（火）～３１日（木）
【時間】７時３０分～１８時
※月間中の原則土曜日は７時３０分～２１時

【場所】水前寺成趣園
【入園料】高校生以上400円、
小・中学生200円・ゆかたの方は無料 
※月間中の原則土曜日１８時～２１時は高校生以上100円、
   中学生以下・ゆかたの方は無料 

【問合せ先】出水神社℡096-383-0074 

キリン・ゾウのぬいぐるみをはじめ、
人気の動物レプリカなど、動植物園
来園の記念になるような商品を取り
揃えております。

 清正公まつり
本祭の神幸行列は、７月第四日曜に開催。

【期日】７月２３日（日）
【時間】神幸行列（本祭）
         １５時宮出予定

【場所】加藤神社→京町→上通→
         下通→新市街→加藤神社

【問合せ先】加藤神社
               ℡096-352-7316



平成29年度コンベンション開催カレンダー 　(平成29年3月16日現在)
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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

協会事務所
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

【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】９：００～１７：３０
【休み】12月30～31日
【その他】英語対応スタッフ、free wifi完備

【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
【その他】英語対応スタッフ、free wifiエリア
　　　　乗車券販売（1日乗車券）

【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
【その他】英語対応スタッフ、free wifiエリア
　　　　乗車券販売（1日乗車券）

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）

【住所】熊本市東区健軍5丁目14-2
【営業日】毎週土・日・祝のみ営業（当面の間）
【営業時間】9:00～16:30

動植物園売店

【住所】熊本市中央区二の丸2-3
【電話番号】096-321-6150
【営業時間】9:00～17:00(予定)
【休み】12月30～31日

熊本城二の丸無料休憩所

観光案内所

熊本観光スマートフォンＡＲアプリ
熊本に遊びに来た際に、熊本のグルメスポット
観光スポット情報を手軽に見つけられるように
スマートフォン専用アプリ「layar」を利用して
現地観光情報を発信しています。観光の途中
で道に迷ったり、目的地探しに悩んだ際のお
手伝いツールとして便利なナビゲーションア
プリを是非ご利用ください。

景色にカメラを
かざすと周辺情
報が出てくるよ!!

熊本交通センター
バスターミナル

9月
Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

5月
Ｍａｙ

第54回九州外科学会
第54回九州小児外科学会
第53回九州内分泌外科学会

第17回日本ソフロロジー法研究会総会

ワイズメンズクラブ国際協会第20回西日本区大会

第61回九州地区高等学校ＰＴＡ連合会大会　熊本大会

第20回日本脳低温療法・体温管理学会

第3回日本医薬品安全性学会学術大会

平成29年度九州附属中学校連絡協議会技術・家庭科部会（熊本大会）

第59回日本婦人科腫瘍学会学術講演会

第36回全国デイ・ケア研究大会2017in熊本

第41回九州地区難聴・言語障害教育研究会熊本大会

平成29年度　第50回九州地区高等学校商業教育研究大会熊本大会

第48回中四九地区医師会看護学校協議会

日喉連九州ブロック指導員養成研修会

第55回日本生物物理学会年会

日本火山学会2017年度秋季大会

九州

全国

西日本

九州

全国

全国

九州

国際

全国

九州

九州

西日本

九州

全国

全国

500

160

800

3,000

300

600

35

1,530

1,000

250

380

380

60

1,600

350

5月26日～27日

5月27日～28日

6月10日～11日

6月15日～16日

7月7日～8日

7月22日～23日

7月27日～28日

7月27日～29日

8月4日～5日

8月7日～8日

8月17日～18日

8月19日～20日

9月13日～15日

9月19日～21日

9月21日～24日

ホテル メルパルク熊本

くまもと県民交流館パレア

菊池市文化会館、ホテル日航熊本

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

市民会館シアーズホーム夢ホール

ホテル メルパルク熊本

熊本大学附属中学校

ホテル日航熊本

熊本県立劇場

くまもと森都心プラザ

熊本ホテルキャッスル

ホテル日航熊本

アークホテル熊本城前

熊本大学黒髪地区

熊本大学工学部百周年記念館

コンベンション名 規模 参加者数 開催期間 会　　場

7月
Ｊｕｌｙ

熊本市内の主な施設の最新情報を発信しております。詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.kumamoto-icb.or.jp/

6月
Ｊｕｎｅ

8月
Ａｕｇｕｓｔ

2月25日に
営業再開しました

4月上旬
開設予定

くまもと観光&グルメ情報


