
【キャンペーン期間中の主な特別企画】

１．旅行会社とのタイアップキャンペーン

（１）「世界 70 億人で争奪！オリジナルくまモングッズプレゼントキャンペーン」

① 来店プレゼント（各店舗お一人様１回）

旅行会社の店舗を訪れるだけで、期間中の毎日先着 1,000名様に
「オリジナルくまモングッズ」プレゼント。プレゼントは全部で 3種類！
○ 第 1･2期は、「くまモンオリジナルティーバック」をお一人様 2個プレゼント！
※ 第 3･4期および第 5･6期のプレゼント内容は、ＪＲ西日本の京阪神
エリアの主な駅に設置のポスター･パンフレットをご覧ください。

○ 期間および対象店舗：

第１期：日本旅行 ＴｉＳ大阪支店

平成 24年 10月 22日（月）～平成 24年 10月 28日（日）
10：30～19：30（日曜は、10：30～18：30）

第２期：ＪＴＢ 大阪ステーションシティ支店（ノースゲートビルディング店）

平成 24年 11月 19日（月）～平成 24年 11月 25日（日）
11：00～19：30（土日祝は、10：30～18：30）

第３期：ＫＮＴツーリスト河原町三条営業所

平成 24年 12月 17日（月）～平成 24年 12月 23日（日）
10：30～19：00（土日曜は、10：30～18：30）

第４期：日本旅行 ＴｉＳ大阪支店

平成 25年 1月 21日（月）～平成 25年 1月 27日（日）
10：30～19：30（日曜は、10：30～18：30）

第５期：ＪＴＢ 神戸三ノ宮支店

平成 25年 2月 18日（月）～平成 25年 2月 24日（日）
10：00～19：00（土日曜は、10：00～18：00）

第６期：ＫＮＴツーリスト東大阪営業所

平成 25年 3月 18日（月）～平成 25年 3月 24日（日）
10：30～19：00（土日曜は、10：30～18：30）

○ くまモン隊出動！

10月 22日(月)10：30～11：00および 12：00～12：30 日本旅行ＴｉＳ大阪支店に「く
まモン隊」が出動。ぜひくまモンに会いに来てね。その他のくまモン隊出動スケジュール

は、http://kumamon-official.jp/scheduleでおでかけ前にご確認ください。
○ 旅行会社店舗にも「くまモン」登場！

京阪神エリアの来訪者プレゼント実施店舗で店舗

来訪者プレゼント期間中に、熊本県宣伝部長「くま

モン」を活用した店舗装飾を展開

（店舗スタッフのくまモン法被着用・くまモンパンフ

レットスタンド等）

別紙
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② 純金くまモンが当たる！

キャンペーン期間中に、対象となる旅行商品をご成約されたお客様の中から抽選で 15組様
に「純金くまモン」をプレゼント！

○ 概 要

① 対象旅行プランご成約時に応募ハガキをお渡しします。（１グループにハガキ１枚）

② お名前･ご住所等、必要事項を記載のうえ、切手を貼ってポストに投函

③ キャンペーン終了後、抽選で 15組様（1組 1体）に純金のくまモンをプレゼント
※ 当選の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

○ 対象旅行プラン

京阪神エリア出発となるＪＴＢ･日本旅行･近畿日本ツーリストの

ＪＲ利用熊本県宿泊個人型商品

（２）熊本県特産品プレゼント(平成 24 年 10月 1日～平成 25年 3 月 17 日現地引替分)

キャンペーン期間中に、対象となる旅行プランにてご旅行のお客様に、スクラッチくじで

総勢 1,000名様に「熊本県特産品」詰め合わせをプレゼント！

○ 概 要

・対象旅行プラン購入時に、旅行会社にて引換券をお渡しします。

・熊本駅総合観光案内所で引換券を「スクラッチくじ付ハガキ」に引換し、くじに挑戦！

・「あたり」が出たら、お客様のお名前･ご住所等を記載のうえ「スクラッチくじ付ハガキ」

に切手を貼ってポストに投函

・後日、郵送にてプレゼントをお届けします。

※ 当選の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

○ 対象旅行プラン

ＪＲ西日本管内発となるＪＲ利用の熊本県宿泊個人型商品で、かつ商品パンフレット

に熊本キャンペーン(スクラッチくじ)の情報が掲載されている商品。

例：(京阪神エリア発)ＪＴＢ「びっくり九州」

日本旅行「スーパーチャンス九州」

近畿日本ツーリスト「九州スペシャル」など

○ 熊本県特産品

太平燕、炭焼馬さし、阿蘇たかな漬(油炒め)、からしれんこんチップス

ご飯の友、味千ラーメン、くまモンシール等の詰め合わせ

※ 特産品の内容は変更となる場合がございます。

２．現地おもてなしキャンペーン

（１）くまもと湯巡手形の配布（平成 24 年 10月 1日～）

キャンペーン期間中に熊本県内の協賛旅館･ホテルにお泊りになったお客様、

先着 100,000 組様に、3日間有効の「くまもと湯巡手形」をプレゼント！

お気に入りの１軒を見つけて、無料で温泉にお入りいただくことができます。

にっぽんの温泉 100選に 4箇所が選定されている「温泉大国くまもと」の湯

をお楽しみください！
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○ 湯巡手形の概要

Ａ6版・カラー・16ページ

○ 協賛旅館・ホテル：

・ 県内全域での取組を行うもの［9温泉（郷）87施設］

黒川温泉（24 施設）、阿蘇内牧温泉（15 施設）、南阿蘇温泉郷（6施設）、玉名温泉（5施設）、

山鹿温泉（4施設）、平山温泉（14 施設）、下田温泉（2施設）、人吉温泉（8施設）、

湯山温泉（9施設）

・ 単独温泉地での取組を行うもの［5温泉（郷）41 施設］

植木温泉（9 施設）、菊池温泉（11 施設）、上天草温泉郷（4 施設）、日奈久温泉（9 施設）、

湯の児・湯の鶴温泉（8施設）

（２）泊まって満喫！阿蘇は元気だ！くじ引き祭り（平成 24 年 11 月 1日～）

阿蘇市観光協会加盟宿泊施設（45 軒）にご宿泊のお客様、先着 50,000 組様を対象に、スク

ラッチカードによる抽選会（Ｗチャンス）を開催！

〔チャンス１〕 宿泊施設にてくじ引き！3,000 組様に阿蘇市内の協賛店舗で使える 1,000 円

～10,000 円分のお買物券や特産品があたる。

〔チャンス２〕阿蘇市内の協賛店舗でくじ引き！｢あたり｣(10,000 組様)がでれば各店舗から

「ちょっぴりプレゼント」や「割引」などの特典が受けられます。

（３）“阿蘇カルデラツアー”特別企画 乙姫スターライトトレッキング

(平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

阿蘇温泉観光旅館協同組合に加盟している宿泊施設 22軒と乙姫ペンション 5軒の計 27軒に

お泊りのお客様を対象とした人気の“阿蘇カルデラツアー”に期間限定の特別企画が登場！幻

想的な夜の阿蘇山麓で、ロマンチックな乗馬をお楽しみください！

・ 内 容：約１Km を引き馬なしで乗馬

(別の馬に乗ったインストラクターが先導しながらお客様の安全を確保します)

・ 料 金：4,000円/人

・ 時 間：20 時集合、21時解散

・ 休 み：毎週水･木曜と年末年始

・ 注意事項：雨天時は中止します。当日の 17 時までにご予約ください。

阿蘇温泉観光旅館協同組合加盟施設宿泊者等限定企画です。

・ 実施場所：阿蘇ハイランド乗馬クラブ“エルパティオ 乙姫”(乙姫ペンション村内)

・ 問合せ先：阿蘇インフォメーションセンター（0967‐32‐1960）

（４）黒川温泉プレゼント企画（平成 25 年 1月 5日～）

黒川温泉観光旅館協同組合加盟宿泊施設

（24 軒）にご宿泊のお客様を対象に、黒川

温泉街の 11店舗でスイーツなどと交換で

きる「黒川温泉湯る～っとクーポン」を抽

選で 500 組様にプレゼント。
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★ その他にも！

１．熊本の情報満載のキャンペーンガイドブック・ポスターを発行

キャンペーン期間中に毎月エリアを変えて、熊本県の「食」「温泉」等の魅力満載のキャンペ

ーンガイドブック「月刊くまもと」（各月 20万部）・ポスター（1,600枚）を配布
〔紹介エリア(予定)〕 １０月号：内牧・南阿蘇エリア

１１月号：黒川・わいた・小田・杖立・田の原・満願寺エリア

１２月号：天草エリア

１月号：人吉球磨エリア

２月号：玉名・山鹿・菊池・植木エリア

３月号：日奈久・芦北・水俣エリア

※ 紹介エリアは、変更となる場合がございます。

２．「阿蘇ミニぐるりんパス」の販売（平成 24年 10 月 1 日設定開始）

阿蘇エリアをお得に便利にまわれる商品が登場！各旅行会社が設定する旅行商品(ＪＲセット

プラン)のオプション商品として、ＪＲの乗車券・特急券、産交バス阿蘇登山線乗車券、阿蘇山

ロープウェー乗車券と観光施設の入場券がセットになった｢阿蘇ミニぐるりんパス｣を発売開始。

①設定期間：平成２４年１０月１日から平成２５年３月３１日まで

②発売期間：平成２４年９月１日から平成２５年３月２９日まで

②発売箇所：ＪＲ西日本、ＪＲ四国の旅行センター及び旅行会社の支店・営業所（ＪＲセット

プランのオプション販売。）

②料 金：3,700円（こども 1,850円）

③有効期間：3日間

④特 徴：

・ＪＲ豊肥線（熊本駅～宮地駅間）の普通列車、特急列車（あそぼーい！を含む。）普通車

指定席に何度でも自由に乗り降りできる。

・「阿蘇ミニぐるりんパス」の提示により、産交バス阿蘇登山線（阿蘇駅～阿蘇山西駅）に

何度でも自由に乗り降りできる。

・「阿蘇ミニぐるりんパス」の提示により、「阿蘇火山博物館」、「阿蘇カドリー・ドミニオン」

に何度でも入場できる。

・阿蘇山ロープウェーは「引換券」により引き換えられた「乗車券」で１往復に限り乗車で

きる。（ロープウェーが運休の場合は、乗り場併設の売店で利用できる金券と引換。）

・その他、「阿蘇ミニぐるりんパス」を提示することにより、はな阿蘇美の地産地消バイキ

ングの割引特典（1,260 円→1,000 円）及びエル・パティオ牧場の割引特典（ホーストレ

ッキング１０％割引）を受けることができる。


