
１．コンセプト及び目玉素材

（１）家族で楽しめる大自然の宝庫・熊本県

今回のキャンペーンでは、主要ターゲットである「ファミリー層」を念頭に置いた感動体験を

ご紹介。当キャンペーン専用旅行商品専用の特典として、お得な体験プランもご用意しておりま

す。

【主な素材】

① 阿蘇・熱気球体験

３６０度のパノラマ体験は、一生忘れられない絶景！

上空で感じる風はここだけの特別な思い出になります！

（通常料金：おとな２，１６０円、こども１，０８０円）

※当キャンペーン専用旅行商品専用の特典として、

おとな５００円、小学生以下無料で体験できます。

（先着２，５００名様限定）

【問い合わせ先】阿蘇ネイチャーランド

0967-32-4196

② 天草・イルカウォッチング

目の前を優雅に泳ぐイルカの姿にみんな大興奮！国内

屈指の遭遇率を誇るイルカの楽園へいざ出航！

（通常料金：おとな２，５００円、小学生１，５００円、

幼児５００円）。

※当キャンペーン専用旅行商品専用の特典として、

おとな５００円、小学生以下無料で体験できます。

（先着２，５００名様限定）

【実施場所】天草市通詞島周辺

【問い合わせ先】天草イルカインフォメーション

0969-26-4500

③ 天草五橋・五橋クルーズ

来年で開通５０周年を迎える天草五橋は、九州本土と

天草諸島を結ぶ５つの橋。その橋の下をくぐり抜ける五

橋クルーズで天草の美しい海を満喫しませんか。

（通常料金：おとな１，５００円、こども７００円）

※当キャンペーン専用旅行商品専用の特典として、

おとな１，３００円、こども６００円で体験できます。

【問い合わせ先】シークルーズ 0969-56-2458



（２）まだまだあります！ご家族におススメの感動体験

熊本でしか出会えない感動体験はまだまだあります。熊本の大自然に、家族みんなで大感動！

この夏は、熊本中を遊んで旅して、笑顔と感動に満ちた思い出をいっぱい作りましょう！

笑顔と感動を与えるスポット・アクティビティを紹介します。

【主な素材】

阿蘇エリア 圧倒的なスケールの大自然に感動！

① 阿蘇カルデラツアー

＜乙姫スターライトトレッキング＞

美しい夜空を眺めながら、馬に乗って草原を散歩する特別

なツアーです。専門のガイドが丁寧に指導しますので、安心

して乗馬をお楽しみいただけます。（阿蘇・内牧温泉の旅館・

ホテル等からの送迎付き）

○ 実 施 日：木曜・年末年始を除く毎日

○ 料 金：5,000円 ※ おとな･子どもの料金区分なし

○ 実施場所：エルパティオ乙姫

○ 時 間：①19:15～21:15、②19:45～21:45、③20:15～22:15

※ 移動時間を含む。お一人当たりの乗馬時間は約 20 分です。

【予約・お問い合わせ先】観光販売システムズ 052-589-0200

※「阿蘇カルデラツアー」は他にもメニューをご用意しております。詳しくは、観光販売シ

ステムズへお問い合わせください。

② 阿蘇スーパーリング

阿蘇山の四季折々の美しい自然や火山活動、そして未知の

地底を疑似体験できる映像エンターテイメント施設。家族み

んなで感動体験を満喫しよう！

○料金：おとな 500円、子ども 250 円

○アクセス：熊本ＩＣから車で約１時間

【お問い合わせ先】阿蘇スーパーリング 0967-34-0411

③ 阿蘇カドリー・ドミニオン

動物たちと触れ合えるテーマパーク。宮沢トレーナーや

二代目ジェームズたちが演出する「みやざわ劇場」や、世

界で活躍するアニマルトレーナー「ジョン・イリグ」を中

心とした動物ファンタジーショー「アニマリュージョン！」

はみんなが楽しめる人気コンテンツ！

○時間：平日 9:30～17:00 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

○料金：おとな 2,400 円、小中学生 1,300 円、幼児（3歳以上）700 円

○アクセス：ＪＲ阿蘇駅から車で約３分

【お問い合わせ先】阿蘇カドリー・ドミニオン 0967-34-2020



天草エリア 歴史・絶景・美味の三拍子がそろう島、天草。

① 﨑津教会

穏やかな羊角湾を望む天草市﨑津の漁村に建つ教会。教会が

建つ一帯は、「日本の渚百選」や「日本のかおり風景１００選」、

「国の重要文化的景観」に選ばれており、世界文化遺産登録を

目指しています。

○時間：9:00～17:00（毎週日曜日は 9:30 開館）

※葬儀結婚式等教会行事が行われる時は、入館をお控え

ください。

※教会の事情により、臨時に休館する場合があります。

○料金：無料

○定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

【お問い合わせ先】天草宝島観光協会 0969-22-2243

② わくわく海中水族館シードーナツ

日本に２つしかない海に浮かぶ水族館。名前の通りドーナツ型

になっており、７大陸を模したゾーンを巡って、世界中のいろい

ろな魚を観察しよう！

○時間：9:00～17:00（3/20～10/31）

○料金：おとな 1,300 円、子ども 800円

○定休日：無休

【お問い合わせ先】わくわく海中水族館シードーナツ 0969-56-2570

県北エリア 文化・自然遺産を学ぶ旅にでかけよう！

① 万田坑

国の重要文化財に指定され、世界文化遺産登録暫定リストにも

登録されている国内最大級の堅坑。万田坑のシンボルの第二堅坑

など多くの施設が遺存しています。（平成２７年６月現在）

○時間：9:30～17:00（入場は 16:30 まで）

○料金：おとな 410円、高校生 300 円、小中学生 200 円

○定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3

【お問い合わせ先】万田坑ステーション 0968-57-9155

② 八千代座

２０１６年に開業１０５年を迎える八千代座。歌舞伎をはじめ

とする様々な芸能で栄え、江戸時代の伝統的な様式を今に伝える

芝居小屋です。

○時間：9:00～18:00（最終入館受付 17:30）

○料金：おとな 520円、小中学生 260円

○休館日：第２水曜日、12/29～1/1

【お問い合わせ先】八千代座 0968-44-4004



県央エリア ワクワクの歴史体験はここに集まっている！

① 熊本城

日本三名城のひとつ熊本城。敵の侵入を防ぐため上部に行く

ほど垂直に近くなる石垣「武者返し」が特徴です。日本一の長

さを誇る長堀は圧巻！

○時間：8:30～18:00（3 月～11 月）

○料金：おとな 500円、小中学生 200円

○定休日：12/29～12/31

【お問い合わせ先】熊本城総合事務所 096-352-5900

② 城彩苑食べ歩きクーポン

熊本の観光名所、日本三名城・熊本城天守閣の真下に位置する

「桜の馬場 城彩苑」で使えるクーポン。熊本の名産品の食べ歩き

ができる４枚チケットと、歴史文化体験施設・湧々座の入場券１枚

がセットです。

○期間：平成２８年３月まで

○料金：500円（通常最大 1,020 円相当）

○販売場所：城彩苑湧々座 096-288-5600

○実施場所：熊本城桜の馬場城彩苑（利用可能店舗 11 軒）

【お問い合わせ先】観光販売システムズ 052-589-0200

県南エリア 海の恵みとご利益で心も体もチャージしよう！

① 観光うたせ船

白いドレスでおしゃれをした貴婦人のように優雅なうたせ船

は、不知火海のシンボルです。操業中は太刀魚釣りに挑戦する

ことができ、釣れた太刀魚はお土産にどうぞ！

○所要時間：約３時間

○料金：一隻 43,200円（12名まで）

○集合場所：芦北町計石港

【予約・お問い合わせ先】芦北観光うたせ船組合（4～11 月）

0966-82-3936

② 青井阿蘇神社

２０１５年４月、人吉球磨の歴史が「日本遺産」に認定され

ました。人吉球磨地方の総鎮守・青井阿蘇神社は、その歴史を

象徴するスポットであり、本殿や廊など５棟が国宝に指定され

ています。

○時間：場内自由

○料金：参拝無料

＜文化苑＞おとな 300 円、高校生以下 100 円、幼児無料

【お問い合わせ先】青井阿蘇神社 0966-22-2274



（３）くまもと・ふろモーション

熊本は県内に１１８ヶ所の温泉が点在している温泉王国。「おふろ」感覚の温泉がいっぱい。

旅の途中でちょっと「ひとっ風呂」なんてことが気軽にできます。熊本県には、くまもとの「お

ふろの文化」の素晴らしさを広める特命チーム“くまもと・ふろモーション※１”が誕生し、主要

ターゲットである「女性」を念頭に置いた温泉プログラムを設定。また、レイザーラモンＲＧを

フックにした“のぼせモン”ふろモーション※２に加えて、“美肌モン効果”を念頭に置いたふろ

モーション活動も展開しています。

※1 平成 25 年 10 月から熊本県が取り組む温泉プロモーション。県民の日常の中にある温泉を
“おふろ”と称し、県内の温泉をその泉質と効能から“美人の湯”“癒しの湯”“子宝の湯”
に分類しＰＲ。
また、熊本の温泉の２大効果として“美肌モン効果”と“のぼせモン効果”を提唱してい
る。

※2 おふろ感覚でいつでも“はしご風呂”ができるため、いつでも身体はぽっかぽか。さらに、
県民との裸の付き合いで熊本県のポジティブ思考（元気さ・前向きさ）が乗り移ってくる
“のぼせモン効果”のプロモーション。

くまもと･ふろﾓｰｼｮﾝｲﾒｰｼﾞﾎﾟｽﾀｰ のぼせﾓﾝｲﾒｰｼﾞﾎﾟｽﾀｰ

【主な素材】

① 杖立流・Ｎｅｏ湯治

天然の温泉ミストサウナ「蒸し湯」のある宿 11 軒が立ち並ぶ杖立温泉に誕生した新しい温

泉プログラム。「蒸し湯(約 40 分)」「背戸屋めぐり(約 30 分)」「蒸し料理(約 15 分)」を組

み合わせてカラダもココロも喜ぶ新しい湯治スタイル（日帰りプラン）をお楽しみください。

【プラン】

① 基本セット

蒸し湯･温泉入浴料、オリジナルタオル、ミネラルウォーター(500ml)、

ルミカライト付き（1,000 円）

② 美肌＆美髪モンセット

「基本セット」＋クレンジングオイルセット、シャンプー

＆トリートメントセット、シュシュ（1,500 円）

【現地販売箇所】杖立温泉旅館組合 0967-48-0506

② 黒川温泉・美肌モンプログラム

徒歩圏内に７つの泉質が集中している黒川温泉の特色を生かした「機能温泉浴」と、美容・

美肌に欠かせないビタミン補給に重点を置いたおいしい「美タミン食」、「まち歩き（食べ

歩き）」を組み合わせたプログラム。宿泊プランだけではなく、日帰りプランもありますの



で、全国でも人気の温泉地をお気軽にお楽しみください。

【プラン】

＜日帰りプラン＞

美肌モン手形、美タミン食（昼食）及び

黒川温泉湯る～っとクーポンをセットで 3,500円

＜宿泊プラン＞

「日帰りプラン」＋宿泊

１泊２名様以上（平日） １名様１７，２７０円～

【問い合わせ先】黒川温泉観光旅館協同組合 0967-44-0076

③ 黒川温泉湯る～っとクーポン

熊本県を代表する人気温泉地“黒川温泉”で、温泉街にあるスイーツやコロッケなどと交

換できるチケット 6枚をセットして 500 円で販売。最大 1500 円相当の品物と交換可能な、大

変お得な食べ歩きクーポンです。

【問い合わせ先】観光販売システムズ 052-589-0200

【現地販売箇所】黒川温泉観光旅館協同組合 風の舎 0967-44-0076

（４）その他おススメの情報

熊本のご当地グルメや名水スポット、イベント情報を紹介します。

【当キャンペーンで紹介する素材】

ご当地グルメ

＜阿蘇エリア＞あか牛、阿蘇ミルクソフト

＜天草エリア＞天草寿司、天草大王

＜県北エリア＞玉名ラーメン

＜県央エリア＞太平燕

＜県南エリア＞おれんじ食堂

名水スポット 家族みんなでひんやり涼める名水スポットの紹介

くまもとは至る所で天然のミネラルウォーターが湧き出ています！

・鍋ヶ滝

・高森湧水トンネル公園

・白川水源

・菊池渓谷

イベント情報

この夏、熊本で開催される見逃せないイベント情報をパンフレットで紹介しています！

あか牛 天草寿司

鍋ヶ滝 菊池渓谷



（５）２次アクセスが便利です！

もっと便利に、もっとおトクに、熊本の旅をすみずみまで楽しもう！２次アクセスの情報を紹

介します。

【主な素材】

① くまもと旅タク

1 名当たりの料金設定をした観光タクシープラン（定時・定額）。熊本観光の定番“熊本エ

リア”と“阿蘇エリア”で実施しています。その中で「お手軽阿蘇コース」を紹介します。

※ 阿蘇エリアはりんどうタクシーのご利用となります。

【予約・お問い合わせ先】観光販売システムズ 052-589-0200

＜お手軽阿蘇コース＞

阿蘇五岳を一望できる絶好のビュースポット「大観峰」へご案内します。

○ 実 施 日：毎日（除外日なし）※4日前までに要予約

○ 料 金※１：大人 2,900円、小学生 1,900円

○ コ ー ス：阿蘇駅等～大観峰～阿蘇駅又は内牧温泉

○ 時 間：10:00～11:30、13:00～14:30

※その他にもコースをご用意しております。

詳しくは観光販売システムズ（052-589-0200）へお問い合わせください。

② 日帰りバス旅

熊本駅などに発着するバスと観光施設の利用や食事をセット。一部を除き前日 19 時まで受

け付けています。

詳しくは九州産交ホームページ（http://www.kyusanko.co.jp/daytrip/）

○ 料 金：3,000円～8,800 円

【予約・お問い合わせ先】産交バス予約センター 096-354-4845

③ 天草ぐるっと周遊バス

天草の主要観光地を結ぶ定期観光バスを紹介します。

＜Ａコース：潮風とイルカと太陽の宝島コース＞

下田温泉・本渡～イルカウォッチング（別料金）、または通詞島散策～お土産店～本渡

＜Ｂコース：天草の世界文化遺産候補とキリシタン物語コース＞

本渡～天草コレジヨ館～﨑津教会～大江教会・天草ロザリオ館～下田温泉・本渡

＜Ｃコース：南風誘う牛深と天草の世界文化遺産候補をめぐるコース＞

下田温泉～十三仏公園～牛深散策～﨑津教会～大江教会・天草ロザリオ館～下田温泉～

本渡

○ 期間：＜Ａ・Ｂコース＞毎日運行（12/28～1/3除く）

＜Ｃコース＞土曜、日曜、祝日のみ運行（12/27～1/4 除く）

○ 料 金：1,000 円（施設入場料等は別途必要）

【お問い合わせ先】観光販売システムズ 052-589-0200
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２．宣伝展開

(1)Ｂ１ポスター

９００枚作成

ＪＲ西日本京阪神・岡山・広島エリアの主要駅（約４２０箇所）、県内観光案内所等に掲示

(2)Ｂ３ポスター

４，６００枚×２回作成（７月・８月に各１回）

ＪＲ西日本京阪神・岡山・広島エリアの車内吊り

(3)パンフレット

２０万部作成

ＪＲ西日本京阪神・岡山・広島エリアの主要駅（約４２０箇所）、九州内の道の駅、

県内観光案内所等で配布。

(4)ウエストビジョン（ＪＲ車内映像広告）

(5)ＪＲおでかけネット キャンペーン専用ページ作成

(6)西Ｎａｖｉ

約４２万部×４回展開（７月・８月・９月・夏号版）

ＪＲ西日本管内約４２万部、７月・８月は各２ページ、９月・夏号は各１ページ

(7)新幹線車内誌「ひととき」

東海道・山陽新幹線グリーン車車内誌、１ページ（８月号）

(8)提供番組「クチコミ新発見！旅ぷら」（７月・８月）

日本テレビ系列（日曜１０：５５～１１：２５）

３．旅行商品

主な旅行会社では、往復ＪＲ利用に宿泊がセットになったキャンペーン専用の旅行プ

ランを発売します。キャンペーン専用の旅行商品の詳細は、主な旅行会社におたずねく

ださい。




