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2 0 1 9 年 ５ 月 2 4 日 

熊本県・（公社）熊本県観光連盟 

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

 

 

 

熊本デスティネーションキャンペーン 

「五感、ひびく、観動旅 もっと、もーっと！くまもっと。」の開催について 

 

熊本県とＪＲグループでは、大型観光キャンペーン「熊本デスティネーションキャンペーン（以下

「熊本ＤＣ」）を、2019年７月１日（月）から９月 30日（月）にかけて開催します。 

この熊本ＤＣは、令和になって初めてスタートするデスティネーションキャンペーンで、熊本県で

の開催は８年ぶり、熊本県単独での開催は 22年ぶりとなります。 

熊本ＤＣは、「五感、ひびく、観動旅 もっと、もーっと！くまもっと。」をキャッチコピーに、く

まもっと湯美人、くまもっとグルメ、くまもっと遺産探訪、くまもっと観動絶景、くまもっと感動体

験の５つのテーマで、熊本県の魅力を存分にお楽しみいただける素材やプランをご提案します。 

また、これまでにはない熊本観光の魅力をアピールするため、①新たな観光素材 100 件の紹介や、

②100 件を超える体験プランの販売、③ＷＥＢ利用を念頭に置いたＤＣガイドブックの発行等を行い

ます。 

熊本ＤＣ期間中は、県内各地でさまざまなＤＣ特別企画を実施するほか、新たに開発・ブラッシュ

アップした魅力ある観光素材、心のこもった「おもてなし」で、全国の皆さまをお迎えいたします。 

この機会に、ぜひ熊本の旅をお楽しみください。 

 
 

                   2019 年７月１日（月）～ ９月 30 日（月） 
 
 

 

                   五感、ひびく、観動旅 もっと、もーっと！くまもっと。 
 

              

 

 

 

                      

                                           

                                           

 

 

 

 
 

 

※観動＝「観る」「観光」「感動」を組み合わせた造語です。 

※写真・イラストは全てイメージです。 

 

 

                 熊本県・公益社団法人 熊本県観光連盟 
                  

キャンペーン期間 

“もっと” 五感に訴えられる旅を、“もっと” 感動で

きる旅を、いつもより、“もーっと” 印象に・思い出

に残る旅を、私たちは提供したい！ 

 

熊本ＤＣは、これまでにない、 

『もっと、もーっと！くまもっと』楽しい旅になる。 

 

熊本デスティネーションキャンペーン。 

2019年夏、いよいよスタートです。 

実施主体 

キャッチコピー 

キャンペーンロゴ 
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「わかりやすく！」「便利に！」熊本ＤＣを楽しんでいただくため、熊本の様々な魅力を発信する

新たなブランド・認定制度を設立しました。 

 

１ くまもと観動プロジェクト 100 

 熊本ＤＣにあわせて、「人に教えたい」「自慢したい」熊本の素晴らしい 景 

  色や食、食の風景、伝統芸能、工芸など、「熊本のとっておき」の観動 スポッ 

ト情報を、応募総数 2,093 点より 100点選出しました。 

  ＤＣ特別企画や、ガイドブックでの素材紹介、ＷＥＢでの情報発信を 行っ 

てまいります。 

 

２ くまもっと旅行社。 

多くの皆さまに熊本へお越しいただき、お食事・ご見学・体  験 

などの熊本ＤＣ特別プランをご用意しています。また、当プラン 

の継続的な運営と利用拡大を目指し、お客さまに対してＷＥＢや 

電話によるプランのご相談・受付窓口業務を行う“熊本旅行のプラットフォーム”として、「くまも

っと旅行社。」（運営：九州産交ツーリズム株式会社）を設置しています。また、これまで以上に旅行

会社 の皆さまとの連携を強化しています。 

（https://www.kyusanko.co.jp/kumamoto-kanko/） くまもっと旅行社 検索 

 

３ くまもっと観光応援店 

     熊本へのご旅行前に、観光情報の入手や、熊本ゆかりの食事・素材が楽しめる県外の飲食店を「く 

まもっと観光応援店」として認定し、ここでしか手に入らない旬の情報や、おトクな情報の発信拠点 

としての設置を拡大しています。現在、大阪や福岡の店舗を中心としておりますが、全国へ認定店舗 

を拡大してまいります。  

 

４ くまもっと湯美人 

   熊本の温泉は、源泉数・湧出量共に全国第５位で、美容・美肌作用を促す泉質（「弱アルカリ性 単

純温泉」「硫黄泉」「硫酸塩泉」「炭酸水素塩泉」「塩化物泉」）が豊富です。今年１月、女性をメインタ

ーゲットに、温泉旅館の女将たち自らが先頭になってＰＲしていく温泉ブランドとして、「くまもっと

湯美人」を立ち上げました。地域ごとの美人・美肌パワーを詳しく紹介する専用ＷＥＢサイトなどを

ぜひご覧いただき、スキンケアアイテムを選ぶかのようにお出かけ先を選んでは いかがでしょうか。 

 （https://kumamoto.guide/yubijin/） くまもっと湯美人 検索 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぶと岩展望所からの景色 

人吉温泉さくら会 

熊本ブランド 

https://www.kyusanko.co.jp/kumamoto-kanko/
https://kumamoto.guide/yubijin/
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１ 「レストランバス」で行く★旬を食する旅 in Kumamoto 

“産地と観光を食でつなぐ”をコンセプトに、熊本県内の魅力的な 

「食」や「観光スポット」を便利につなぎます。バスで移動しながら、 

美しい景色とともに料理を楽しむことができる様々なコースをご用意 

します。 

旅行代金：15,000円  

発売箇所：くまもっと旅行社。 

             実施時期（予定）： 

県北コース（金栗四三コース）：７月８日（月）・９日（火）・10日（水） 

  人吉コース：７月 22日（月）・23日（火）・24日（水） 

  八代コース：７月 28日（日）・29日（月）・30日（火） 

  阿蘇コース：８月４日（日）・５日（月）・６日（火） 

  天草コース：８月 25日（日）・26日（月）・27日（火） 

※詳細は、くまもっと旅行社。ＷＥＢページをご確認ください。（６月中旬頃公開予定） 

（https://www.kyusanko.co.jp/kumamoto-kanko/） くまもっと旅行社 検索 

 

２ 金
かな

栗
くり

四三
し そ う

のびっくり飯「くまもっトン（豚）すき焼き」 

   「日本マラソンの父」と称される金栗四三が生まれ育った地域限定 

で食べられる新しいご当地グルメ「くまもっトン（豚）すき焼き」を、 

金栗四三が生まれ育った玉名市・和水町・南関町の全 25軒が開発しま 

した。金栗四三が好んで食していたと言われている豚のすき焼き。 

これに、熊本県が日本有数の生産量を誇るトマトを組み合わせ、 

オリジナルメニューとして提供します。 

 （https://kumamoto.guide/idaten/butasukiyaki.html） くまもっトンすき焼き 検索 

   

３ スマートフォンを活用したスペシャルコンテンツ 

（１）くまもと来たら、みーんな、くまモン。 

     熊本ＤＣのスペシャルコンテンツがスタート。まずは、無料スマホアプリ「ＣＯＣＯＡＲ２」  

 をダウンロードして起動し、カメラ機能を使って熊本ＤＣロゴ「もっと、もーっと！くまもっと。」

を読み込むと、くまモンの耳・鼻・ほっぺを付けた写真が撮れ、誰でもくまモンに変身できるス

ペシャル企画です。また、熊本県内の限定スポットでしか利用できない特別バージョンのくまモ

ンも登場。さらに秘密のスポットでは激レアくまモンに出会えるかも・・・。 

  Instagram（インスタグラム）を活用した「くまモンに変身フォトコンテスト」も開催予定です。 
  ※期間限定コンテンツです。GPS機能により熊本県内でのみご利用できます。 

   ※ＣＯＣＯＡＲ２（ココアルツー）は、STARTIA LAB INC.が提供している、無料のクラウド型 ARアプリケーションサービスです。 

 ※Instagram（インスタグラム）は、Facebook Inc.が提供している無料の写真共有アプリケーションです。 

 
〈Androidの場合〉                〈iOS(iPhone)の場合〉                  
右のＱＲコードから、または Google Play                   右のＱＲコードから、または 

で「ＣＯＣＯＡＲ２」と検索。                            AppStoreで「ＣＯＣＯＡＲ２」と 

パンダマークのアプリをタップして、ダウ         検索。パンダマークのアプリをタップ    

ンロードしてください。                   して、ダウンロードしてください。 
  

 

                                                            

レストランバス車内イメージ 

レストランバス外観 

ＤＣ特別企画 

オリジナルメニューのイメージ 

https://www.kyusanko.co.jp/kumamoto-kanko/
https://kumamoto.guide/idaten/butasukiyaki.html
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（２）カメラを使って、動画を観てみよう！ 

     無料スマホアプリ「ＣＯＣＯＡＲ２」をダウンロードして起動し、熊本ＤＣガイドブックの 

  「MOVIEマーク」  が付いたページを読み込むと、熊本県内イチオシの絶景・温泉などの動画  

    を観ることができます。 

   ※ＣＯＣＯＡＲ２（ココアルツー）は、STARTIA LAB INC.が提供している、無料のクラウド型 ARアプリケーションサービスです。 

 

（３）熊本観光周遊アプリ「mawaru」 

  熊本県内の旬な観光情報の入手や、観光モデルコースをナビゲートする無料アプリ「mawaru」   

が登場。しおり機能を使って旅の計画を立てたり、他の利用者がアップしたしおりを使って 

    Googleマップのナビゲーションで旅行をすることもできる便利なアプリです。また、スタンプ 

   機能を使って集めたスタンプを、おトクな特典や抽選券に引き換えることができる優れもの。 

   熊本観光には欠かせないアプリになること間違いなしです。 

   
〈Androidの場合〉                〈iOS(iPhone)の場合〉                  
右のＱＲコードから、または               右のＱＲコードから、または 

Google Playで「mawaru」と検                AppStoreで「mawaru」と検索。  

索。赤いマークのアプリをタッ                 赤いマークのアプリをタップして、    

プして、ダウンロードしてください。               ダウンロードしてください。 

  ※Googleマップは、Google inc.がインターネットを通して提供している、無料の地図・ローカル（地域）検索サービスです。 

 

４ 「ぐるなび」とのタイアップ 

   株式会社ぐるなびとタイアップして、熊本県観光公式 

Instagram（インスタグラム）や「ぐるなび」サイトを 

使って、熊本のおいしい食や絶景をＰＲします。 

また、熊本の食及び観光をＰＲする協力店 160店舗と提携し、 

熊本グルメの販売を行うと共に、熊本観光の魅力を幅広く発信 

    するほか、プレゼントキャンペーンの実施など、熊本県への誘 

客促進を図る熊本ＤＣ限定企画を実施します。 

 ※Instagram（インスタグラム）は、Facebook Inc.が提供している無料の写真共有アプリケーションです。 

 

５ ＪＲ九州スペシャルウォーキング 

      熊本ＤＣにあわせて、ＪＲ九州スペシャルウォーキングを開催します。ＪＲ九州ウォーキング 

     は参加費無料、事前申込み不要のウォーキングイベントです。ゴールするともらえるウォーキン

グポイントを貯めると素敵な賞品と交換することができます。ＤＣ開催期間中の熊本県内のコー

スは、全てスペシャルウォーキングとして開催し、ウォーキングポイントが通常コースポイント

に加えて１ポイント追加になります。 

 

（１）阿蘇復興祈念！水と食と大自然の恵みを歩いて感じるスペシャルウォーキング 

〇開催日：2019年９月７日（土）【８時～11時受付】 

〇スタート駅：宮地駅 

   

 

 

 

 阿蘇門前町水基 

熊本火の国ワールド 
（協力店舗の一例） 
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（２）九州・山口の祭り＆グルメが熊本に大集結！「祭りアイランド九州」を楽しむスペシャルウ   

    ォーキング   

〇開催日：2019年９月 28日（土）【８時～11時受付】 

〇スタート駅：熊本駅 

  ※この他にも多くのコースを設定する予定です。詳細は、ＪＲ九州ウォーキングホームページ 

をご確認ください。（８月中旬頃公開予定） 

   https://www.jrwalking.com/ ＪＲ九州ウォーキング 検索 

 

 

 

 熊本ＤＣを楽しむ様々な特別プランを 100 種類以上ご用意しています。ここでご紹介できなかっ

たＤＣ特別プランは「くまもっと旅行社。」に掲載しています。また、ＤＣ特別プランは「くまもっ

と旅行社。」または主な旅行会社でご購入いただけます。（旅行会社では一部販売していない商品が

あります。）※本プレス資料では、ＤＣ期間中の設定期間のみを記載しています。 

 

 

 

①  グルメサイクリング“たべコギ” 

 阿蘇駅または内牧温泉からスタートし、阿蘇の雄大な景色を 

  楽しみながら、７枚綴りの商品交換チケットを使って、地元の 

人気グルメ・スイーツなどを味わえるサイクリングプランです。 

   〇旅行代金：3,500 円 

   〇制限時間：４時間以内 

   〇設定期間：木曜日以外 

〇出発時間：10：00、11：00、13：00 

  

②  南阿蘇鉄道ゆうすげ号トロッコ列車優先予約チケット 

  雄大な阿蘇のカルデラの中を、窓のない開放感たっぷりの車両 

 で走る人気の観光トロッコ列車。震災の被害により、中松駅～高 

 森駅間（約７ｋｍ）に区間を縮小して運行しています。 

   〇旅行代金：往復 1,380円 

   〇所要時間：往復約１時間 

   〇設定期間：土曜、日曜、祝日及び 2019年７月 20日（土）から９月１日（日）の毎日 

   

 

 

① 天草のおいしい思い出を「丼」でお持ち帰り 伝統工芸品「丸尾焼」で食べる天草海鮮丼 

天草で大人気の海鮮丼を、国指定伝統工芸品「丸尾焼」の器で食べることができる、とても

贅沢なプラン。「丸尾焼」は洗って持ち帰ることができ、自分用にも、お土産にも最適です。 

   〇旅行代金：3,900 円 

   〇開始時間：11：00、12：30、13：30 

   〇所要時間：約１時間 

   〇設定期間：毎日（不定休） 

たべコギのイメージ 

南阿蘇鉄道「ゆうすげ号」 

海鮮丼と丸尾焼 

阿蘇エリア 

天草エリア 

ＤＣ特別プラン 

https://www.jrwalking.com/
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② 人懐っこい猫と過ごすおだやかな島時間“猫島”湯島ガイドツアー 

   島民より猫が多いと言われる天草諸島の沖合に浮かぶ“猫島”湯島で、 

  ちょっとひといき「ゆったり時間」を過ごしてみませんか。湯島の魅力や 

絶景・歴史を地元ガイドがご案内します。 

 〇旅行代金：500円 

 〇開始時間：10：40 

〇所要時間：約１時間 

〇設定期間：土曜、日曜、祝日 

※江樋戸港～湯島港間の船代は含まれておりません。江樋戸港発 10：00までにご乗船ください。 

    https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/406/9958.html  

上天草 湯島 時刻表 検索 

 

    

 

① 熊本駅「肥後よかモン市場」おトクなショッピングチケットセット 

熊本の玄関口熊本駅構内にある名店街「肥後よかモン市場」で使える、500円分のショッピン

グチケット２枚に、特典クーポンがセットになって、とてもおトクな商品です。 

   〇おねだん：850円 

   〇設定期間：毎日 

 

 

② 熊本城おもてなし武将隊がご案内！ＤＣ特別ステージと今しか見られない熊本城 

人気の「熊本城おもてなし武将隊」によるツアー参加者だけの特別ステージを鑑賞後、復興

に向けて歩む“今しか見られない”熊本城と、加藤神社のガイドツアーへいざ出陣！熊本城を

知り尽くした武将隊ならではの逸話や心あたたまる案内をご堪能いただいた後は、武将隊と記

念撮影ができます。 

   〇旅行代金：2,000 円 

   〇出発時間：10：30 

   〇所要時間：約１時間 30分 

   〇設定期間：2019年７月 21日（日）、28日（日）、 

８月 11 日（日・祝）、25日（日）、   ９月 16日（月・祝）、23日（月・祝） 

 

③ 清和文楽定期公演 ＤＣ特別プラン 

   九州で唯一現存する人形浄瑠璃芝居「清和文楽」。定期公演の観劇後は、 

地元保存会の案内で舞台裏見学ができます。人形操作体験もできる特別 

プランです。 

   〇旅行代金：1,300 円 

   〇出発時間：毎週日曜 13：30 

   〇所要時間：約２時間 

   〇設定期間：毎週日曜日 

 

 

 

湯島の猫 

ショッピングチケット 

ガイドツアーのイメージ 

清和文楽 

熊本市・県央エリア 

見本 

イメージ 

https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/406/9958.html
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① なごみ（得）満喫クーポン 

   大河ドラマ「いだてん」の主人公の一人で、「日本マラソンの父」と称される金栗四三の人物

像や功績を紹介する「金栗四三ミュージアム」の入館券と、和水町の対象施設で利用できる 500

円のお買物券がセットでお得なクーポンです。 

   〇おねだん：750円 

   〇所要時間：約１時間～２時間 

      〇設定期間：毎日 

 

 

② 米米惣門ツアーと八千代座見学のセット券 

古くから米の集積地として歴史がある惣門地区、風情ある街並みの 185 年続く麹屋、明治創

業の酒蔵などを案内人と巡るお米がテーマの米米惣門ツアー。国の重要文化財でもある築 100

年以上の現役芝居小屋「八千代座」の見学がセットになっておトクなプランです。 

   〇旅行代金：2,300 円 

   〇開始時間：９：30、11：00、13：00、14：00、15：00  

   〇所要時間：約１時間 

   〇設定期間：八千代座定期公演以外の日 

   http://www.y-kankoukyoukai.com/sp_page01.php 八千代座定期公演 検索 

 

 

 

 

① 大海原で伝統漁法を体験＆絶品エビ丼を堪能 芦北観光うたせ船 

   真っ白い帆に海風を受け、不知火海を進むうたせ船。「海の貴婦人」とも呼ばれ、７つの袋網

で海底の獲物を引き上げる伝統の底引き漁見学体験を、ＤＣ特別プランとして設定しました。 

          〇旅行代金：午前便 4,500円（昼食付き） 

          午後便 3,500円（昼食無し） 

      〇開始時間：午前便 10：30、午後便 13：30 

   〇所要時間：乗船約１時間～１時間 30分 

      〇設定期間：土曜、日曜、祝日 

 

 

② 「国宝青井阿蘇神社特別参拝とＳＬ人吉の旅」前売券 

国宝青井阿蘇神社の特別参拝と御守り、文化苑の入場に加え、今年で運行開始 10周年を迎えた「Ｓ

Ｌ人吉号」の特別記念乗車証（ＤＣ特別デザイン）がセットになった前売券です。 

    〇おねだん：2,000円 

    〇開始時間：参拝 12：45 

    〇所要時間：約１時間 

   〇設定期間：土曜、日曜、祝日 

※特別記念乗車証は「ＳＬ人吉号」の車内で受取りとなります。 

 

金栗四三ミュージアム 

特別記念乗車証イメージ 青井阿蘇神社 

うたせ船 

八千代座 

県北エリア 

県南エリア 

http://www.y-kankoukyoukai.com/sp_page01.php
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１「阿蘇ぐるっと周遊バス」を運行 

ＪＲ豊肥本線の不通区間（肥後大津駅～阿蘇駅間）と、阿蘇・黒川エリアを周遊するバスを期

間限定で運行します。途中の停車時間を利用して、立ち寄り観光やお食事、お買物なども可能で

す。バス外観だけでなく車内にもくまモンがたくさんで、旅の気分を盛り上げてくれます。 

  

〇旅行代金：1,000円 

   ※乗車区間に関わらず同一料金です。  

〇設定期間：2019年７月～12月の土曜、日曜、祝日 

 〇運行区間・運行時刻 

肥後大津駅前（10：00）→阿蘇駅・道の駅阿蘇（10：50～11：20）→阿蘇神社・門前町（11：

40～13：00）→内牧温泉（13：20 着発）→大観峰（13：45～14：30）→黒川温泉（15：10～16：

15）→肥後大津駅前（17：30） 

 

 

２ 金栗四三ゆかりの地を巡る「金栗四三周遊バス」を運行 

新玉名駅や玉名駅など、玉名温泉を経由して金栗四三ゆかりの 

地(玉名市内)を結ぶ無料シャトルバスです。 

〇おねだん：無料 

〇運行期間：2020年１月 13日(月・祝)までの毎日 

〇運行区間 

 

玉名駅－いだてん 大河ドラマ館－玉名温泉－新玉名駅－小田地区(金栗四三の住家、金栗四三

の墓地) －玉名市立歴史博物館こころピア 

※平日は１時間に１便、土日祝日は１時間に２便程度で運行します。 

 

 

３ 「いだてん大河ドラマ館」と「金栗四三ミュージアム」間を結ぶ無料シャトルバス 

玉名市「いだてん大河ドラマ館」と和水町「金栗四三ミュージアム」間を結ぶ無料シャトルバ

スです。 

〇おねだん：無料 

〇運行期間：2019年９月 29日(日)までの土曜、日曜、祝日 

〇運行区間 

 

いだてん大河ドラマ館(玉名市)－金栗四三ミュージアム(和水町)－金栗四三生家記念館(和水町) 

※１日あたり３往復程度運行 

 

 

 

 

 

バス外観 バス車内 

交通アクセスの整備 

金栗四三周遊バス 
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４ 駅から観タクン 

ＪＲの主な駅発着の事前予約不要、定額制の観光タクシープラン「駅から 

観タクン」２駅（４コース）を追加設定しました。既存コースとあわせて、 

ぜひご活用ください。  ※ご利用当日でもお買い求めいただけます。 

 

【阿蘇駅新規コース】３時間 9,000円 

コース名 コース内容 

阿蘇 B 大観峰→阿蘇神社・門前町 

阿蘇 C 阿蘇ファームランド→大野勝彦美術館または葉祥明阿蘇高原絵本美術館 

 

【新水俣駅新規コース】２時間 5,000 円 

コース名 コース内容 

新水俣 B 
湯の児温泉→スペイン村福田農場 

※毎週月曜日はご利用になれません。 

新水俣 C 
湯の鶴温泉→エコパーク水俣→道の駅みなまた 

※毎週月曜日はご利用になれません。 

 

【熊本県内コース】２時間 5,000円 

コース名 コース内容 

新玉名 A 
歴史博物館→広福寺→石貫横穴古墳→玉名展望館 

※歴史博物館は月曜休みのため、高瀬裏川水際公園(高瀬眼鏡橋）、高瀬蔵に変更 

新玉名 B 蓮華院誕生寺（奥之院）→小岱焼窯元（末安窯又はふもと窯） 

新玉名 C 
蓮華院誕生寺（奥之院)→ハーブの里 

※第２・第４火曜日はご利用になれません。（ハーブの里が定休日のため） 

熊本 A 
武蔵 Aコース 

水前寺公園→武蔵塚公園→泰勝寺 

熊本 B 
武蔵 Bコース 

霊厳洞→五百羅漢→岩戸観音→本妙寺 

新八代 A 
市立博物館・松濱軒→八代城跡（八代宮）→立神峡 

※毎週月曜日はご利用になれません。 

新八代 B 
市立博物館・松濱軒→八代城跡（八代宮）→春光寺→八代神社 

※毎週月曜日はご利用になれません。 

人吉 A 
市内周遊（文化財）コース 

青井阿蘇神社→永国寺→人吉城跡→願成寺 

人吉 B 
市内周遊（物産）コース 

みそ・しょうゆ蔵→山の幸蔵→焼酎蔵 

新水俣 A 
水俣病資料館・熊本県環境センター・水俣病情報センター→親水護岸 

※毎週月曜日はご利用になれません。 

阿蘇 A 阿蘇火山博物館→草千里 

 

 

 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 



10 

 

 

 

熊本県内主要観光地へのＪＲ券と主要交通機関の乗り放題がセットになったおトクなきっぷをご

用意しました。ＪＲ利用の旅行商品とご一緒にお買い求めください。 

 

【共通のご案内】 

○発売期間：2019年６月１日（土）～2019年９月 30日（月） 

○設定期間：2019年７月１日（月）～2019年 10月２日（水） 

○有効期間：お客さまが指定する３日間 

○発売箇所：ＪＲ東海・ＪＲ西日本・ＪＲ四国・ＪＲ九州エリア内の主な旅行会社、ＪＲ九州の

みどりの窓口、ＪＲ九州旅行の窓口 

※周遊きっぷのみの単独発売は行いません。ＪＲ利用の旅行商品とご一緒にお買い求めください。 

 

１ 天草・松島周遊きっぷ 

おねだん：4,000円 

【自由周遊エリア】 

    Ｊ Ｒ 線：熊本駅～三角駅 

          ※特急「Ａ列車で行こう」の指定席がご利用いただけます。 

熊本市電：熊本市交通局全線（田崎橋～健軍町/健軍町～上熊本駅前） 

     高 速 船：㈱シークルーズ 三角港～前島港間 

   ※高速船「イルカ号」もご利用いただけます。 

 

２ 天草・本渡周遊きっぷ 

おねだん：6,000円 

【自由周遊エリア】 

       Ｊ Ｒ 線：熊本駅～三角駅 

        ※特急「Ａ列車で行こう」の指定席がご利用いただけます。 

   熊本市電：熊本市交通局全線（田崎橋～健軍町/健軍町～上熊本駅前） 

    高 速 船：㈱シークルーズ 三角港～前島港間 

  ※高速船「イルカ号」もご利用いただけます。 

  路線バス：前島～本渡バスセンター間（産交バス（「快速あまくさ号」） 

  周遊バス：「天草ぐるっと周遊バス」ＡコースまたはＢコース（産交バス） 

        ※「天草ぐるっと周遊バス」は、期間中に１回に限りご利用いただけます。 

 

３ 熊本・人吉周遊きっぷ 

おねだん：4,000円 

【自由周遊エリア】 

    Ｊ Ｒ 線：熊本駅～人吉駅 

         ※特急列車及び「ＳＬ人吉号」の指定席がご利用いただけます。 

        ※特急「かわせみ やませみ」の「やませみベンチシート」も 

ご利用いただけます。 

  熊本市電：熊本市交通局全線（田崎橋～健軍町/健軍町～上熊本駅前） 

   周遊バス：人吉周遊バス「じゅぐりっと号」（産交バス）全線 

周遊きっぷ 
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４ 阿蘇・奥豊後周遊きっぷ 

おねだん：4,000円 

【自由周遊エリア】 

    Ｊ Ｒ 線：別府駅～阿蘇駅 

       ※特急列車の指定席がご利用いただけます。 

       ※特急「あそぼーい！」の「白いくろちゃんシート」も 

ご利用いただけます。 

 

 

１ 熊本ＤＣオープニングイベント in熊本駅「つばめ夏まつり」 

熊本駅前広場にて、熊本ＤＣオープニングイベント「つばめ夏まつり」を開催します。熊本Ｄ

Ｃ開催記念セレモニーのほか、くまモンや伝統芸能のステージイベント、県内の特産品やグルメ

の販売なども予定しています。 

○開 催 日：2019年７月６日（土）、７日（日） 

○時  間：７月６日 11：00～20：00（予定） 

７月７日 11：00～16：00（予定） 

○開催場所：ＪＲ熊本駅白川口駅前広場 

 

２ 熊本ＤＣオープニングセレモニーin新大阪駅 

新大阪駅ホームにおいて、くまモンや関係者による熊本ＤＣオープニングセレモニー及び、Ｄ

Ｃオープニングツアーの出発式を実施します。 

○開 催 日：2019年７月６日（土） 

○時  間：８：30～９：15（予定） 

○開催場所：ＪＲ新大阪駅新幹線ホーム 

 

３ 熊本ＤＣ特別イベント in大阪駅 

大阪駅アトリウム広場において、熊本ＤＣ特別企画や観光素材のＰＲ、熊本県で運行するＤ＆

Ｓ（デザイン＆ストーリー）列車のパネル展示やＶＲ体験会を実施するほか、県内の特産品やグ

ルメの販売なども予定しています。 

○開 催 日：2019年７月 20日（土）、21日（日） 

○時  間：11：00～16：00（予定） 

○開催場所：ＪＲ大阪駅アトリウム広場 

 

４ 祭りアイランド九州 

博多祇園山笠、八代妙見祭などユネスコ無形文化遺産に登録されている５つの祭りをはじめ、

九州・山口９県から 40あまりの祭りが熊本に一堂に集結し、圧巻の競演を魅せます。さらに、九

州・山口９県の食・物産・観光も同時に集結し、お酒や焼酎も楽しめるほか、特産品も販売しま

す。 

○開 催 日：2019年９月 28日（土）、９月 29日（日） 

○開催場所：熊本市中心部 

 [メイン会場] シンボルプロムナード 

    [サブ会場] 熊本城 城彩苑、下通 新天街・二番街など 

         [山車展示] サンロード 新市街 

特別イベント 

メイン会場イメージ 
https://matsuri.welcomekyushu.jp/ 祭りアイランド九州 検索 
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５ 熊本ＤＣ特別イベント in熊本駅「秋のみずほまつり」 

熊本駅前広場にて、熊本ＤＣ特別イベント「秋のみずほまつり」を開催します。熊本ＤＣの観 

光素材体験のほか、伝統芸能のステージイベント、県内の特産品やグルメの販売等も予定してい

ます。 

○開 催 日：2019年９月 28日（土）、29日（日） 

○時  間：11：00～16：00（予定） 

○開催場所：ＪＲ熊本駅白川口駅前広場 

 

 

 

１ 熊本ＤＣオープニング特別運行 

    熊本ＤＣの開催を記念して、多彩な特別列車を運行します。 

    ※団体臨時列車として運行します。駅のみどりの窓口での発売はございません。詳しくは主催   

  の各旅行会社におたずねください。 

 

【第１弾】特急「Ａ列車で行こう」特別区間運行 

熊本駅～三角駅間で運行している特急「Ａ列車で行こう」が、博多駅 

から出発する特別運行を行います。 

○出 発 日：2019年７月１日（月） 

○運行時刻：博多駅（８：25発）→三角駅（12：01着） 

※運行時刻は変更になる場合があります。 

※途中の玉名駅で約 20分間停車し、地元の皆様によるおもてなしがあります。 

○編 成：キハ 185 形２両    

○主 催：㈱阪急交通社 

 

【第２弾】ＤＬ＆ＳＬ人吉リレー号（仮称） 

熊本駅～人吉駅間で運行している「ＳＬ人吉号」が、博多駅から出発す 

 る特別運行を行います。 

○出 発 日：2019年７月１日（月） 

○運行時刻：博多駅（９：43発）→熊本駅（12：16着）→人吉駅（16：12着） 

          ※運行時刻は変更になる場合があります。 

○編 成：50系客車３両 

       ※博多～熊本間はＤＬ（ＤＥ10）で牽引、熊本～人吉間はＳＬで牽引します。 

○主 催：クラブツーリズム㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別列車の運行 

編成イメージ 

編成イメージ 

特急「Ａ列車で行こう」 



13 

 

【第３弾】特急「Ａ列車で行こう」特別区間運行 

熊本駅～三角駅間で運行している特急「Ａ列車で行こう」が、熊本駅 

から人吉駅間で特別運行を行います。 

○出 発 日：2019年７月２日（火） 

○運行時刻：熊本駅（10：41発）→人吉駅（12：39着） 

人吉駅 （14：04発）→熊本駅（16：00着） 

    ※運行時刻は変更になる場合があります。       

○編 成：キハ 185 形２両 

        ※車内ではジャズの生演奏や球磨焼酎の試飲体験などがあります。 

○主 催：クラブツーリズム㈱ 

 

【第４弾】くまモンと行く熊本への旅 

山陽・九州新幹線で運行しているＮ700系で貸切運行を行い、このツアー 

限定で、車内でくまモンの登場や地元のおもてなし共演を行う特別なツアー 

です。 

○出 発 日：2019年７月６日（土） 

○運行時刻：新大阪駅（９：14発）→熊本駅（12：41着） 

※運行時刻は変更になる場合があります。 

○編 成：Ｎ700系８両 

○主 催：㈱日本旅行 

 

２ 熊本ＤＣプレミアム運行 

【第１弾】JRKYUSHU SWEET TRAIN 「或る列車」の特別運行 

熊本ＤＣ期間中、豪華スイーツコースで大人気の 

「JRKYUSHU SWEET TRAIN『或る列車』」が、豊肥本線大分駅 

～阿蘇駅間を特別運行します。 

 

○出 発 日：７月 26 日（金）、８月 30日（金）、９月 13日（金）、９月 20日（金） 

○運行時刻：大分駅（11：29発）→ 阿蘇駅（13：33着） 

         阿蘇駅（14：38発）→ 大分駅（16：40着） 

○基本プラン：おひとり 25,000円～（２名様用席をお二人でご利用の場合） 

              ※旅行会社が主催する募集型企画旅行商品として発売します。 

  

【第２弾】「サロンカー明星号」で行く熊本の旅 

   関西発熊本行きの夜行列車を、サロンカーなにわ車両で復活運行します。 

○出 発 日：2019年８月 23日（金） 

○運行時刻：【往路】８月 23日 大阪駅（16：18発）→８月 24日 熊本駅（11：17着） 

【復路】８月 25日 博多駅（16：00発）→８月 26日 大阪駅（６：06着） 

※運行時刻は変更になる場合があります。 

○編 成：14系欧風客車７両 

○主 催：㈱日本旅行 

 

 

編成イメージ 

「或る列車」運行イメージ 

パンフレットイメージ 

特急「Ａ列車で行こう」 
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【第３弾】復活急行「阿蘇号」で行く熊本の旅  

山陽本線・鹿児島本線等で運行していた急行「阿蘇号」を、12系客車で復活運行します。 

○出 発 日：2019年９月 28日（土） 

○運行時刻：【往路】９月 28日 広島駅（９：19発）→熊本駅（18：50着） 

【復路】９月 29日 博多駅（14：00発）→広島駅（20：37 着） 

※運行時刻は変更になる場合があります。 

※往路の折尾駅～原田駅間は筑豊本線経由で運行します。 

○編 成：12系客車６両 

○主 催：㈱日本旅行 

 

 

 

 

熊本ＤＣの開催を記念して、くまモンをデザインした記念乗車券を発売します。 

熊本でしか購入できない特別デザインの乗車券と台紙がセットになっており、発売駅によって台

紙のデザインも異なります。熊本へのご旅行記念に、ぜひお買い求めください。 

 

○発売箇所：熊本駅・人吉駅 

○発売日時：2019年７月７日（日）午前７時から 

○おねだん：１セット 2,000円 

○セット内容 

 

【熊本駅版】※4,000セット限定 

熊本駅からの片道乗車券４種類＋Ａ５版台紙のセット 

熊本駅⇒上熊本駅（210円） 

熊本駅⇒荒尾駅（840円） 

熊本駅⇒西熊本駅（210円） 

熊本駅⇒八代駅（740円） 

 

 

 

【人吉駅版】※2,000セット限定 

人吉駅からの片道乗車券４種類＋Ａ５版台紙のセット 

人吉駅⇒西人吉駅（210円） 

人吉駅⇒八代駅（1,110円） 

人吉駅⇒大畑駅（280円） 

人吉駅⇒矢岳駅（400円） 

 

※記念乗車券の個別発売は行いません。詳細は後日ＪＲ九州ホームページでご案内いたします。 

 

 

 

 

ＤＣ記念乗車券 

中面デザインイメージ 

表紙デザインイメージ 

編成イメージ 
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１ 各種ガイドブックの発行 

熊本県内の観光に便利なテーマ別ガイドブックを配布し、全国からのお客さまをお迎えします。   

   ※ガイドブックは、熊本県内の主な観光案内所、宿泊施設などで配布します。 

① くまもっと湯美人 

② くまもっとグルメ/くまもっと観動絶景 

③ くまもっと感動体験 

④ くまもっとぐるりんマップ 

 

 

 

２ 「ＫＹＢ４５」の結成 

「温泉ソムリエ」などの温泉にまつわる資格を有した女将たちを中心に 

チーム「ＫＹＢ４５」を結成し、温泉の効果・効能を踏まえた入浴方法や、 

周辺の観光情報のご案内を積極的に行うほか、温泉関連の体験プラン開発など 

を行います。 

※ＫＹＢ＝くまもっと湯美人 

 

３ くまモンの駅装飾でお出迎え 

   熊本ＤＣの開催期間中、熊本駅の駅コンコースなどでは、熊本ＤＣのバナーやのぼり旗、フラ 

    ッグなどを設置するほか、ＪＲ九州の主な駅ではミニのぼり旗を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

４ おもてなし横断幕とフラッグでお出迎え 

   熊本ＤＣの開催期間中、熊本県内の主要駅では、貸切列車のツ 

アーなどで熊本へお越しいただく皆さまを、くまモンをデザインした 

横断幕やフラッグでお出迎えします。 

 

 

５ おもてなしのぼり旗でお出迎え 

広く県民に熊本ＤＣを周知するとともに、皆さまへのおもてなしとして、県内各地において、

熊本ＤＣのぼり旗、ミニのぼり旗を設置します。 

 

 

 

 

 

おもてなし 

ミニのぼり旗 のぼり旗 

ガイドブック表紙 

横断幕 

バナー・のぼり旗イメージ バナーイメージ 

（※ＫＹＢ４５認定マーク） 
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６ おもてなしバッジの着用でお出迎え 

   熊本県内のＪＲ九州の駅係員を中心に「熊本ＤＣおもてなしバッジ」を着用し、皆さまをあた

たかくお迎えします。 

 

 

 

  全国の皆様に熊本の魅力をお伝えするため、駅や列車でのポスター、ガイドブック掲出をはじめ、

様々な宣伝を展開いたします。 

１ 熊本ＤＣガイドブック 

各エリアの観光情報やキャンペーン期間中に開催されるＤＣ特別企画、イベン 

ト情報などを掲載した熊本ＤＣガイドブック約 40万部を、全国のＪＲ主な駅や 

旅行会社窓口を中心に配布します。 

  

 

２ ５連貼りポスター「くまもと来たら、みーんな、くまモン。」 

熊本県が制作した５連貼りポスターを、2019年６月１日（土）～30日（日）の間、全国のＪＲ主な 

  駅に掲出します。ＤＣガイドブックでも紹介する、スペシャルコンテンツのＡＲカメラ“ＣＯＣＯＡ  

  Ｒ２”の活用をイメージしたポスターです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）天草イルカウォッチング   （Ｂ）黒川温泉      （Ｃ）太平燕       （Ｄ）熊本城     （Ｅ）草千里ヶ浜 

 

３ ＪＲ６社制作ポスター 

今回のポスターのタイトルは「クマなつ」です。熊本の夏を満喫するデザインとなりました。 

（掲出時期）2019年５月 24日（金）～９月 30 日（月）まで全国のＪＲの主な駅・車内等に掲出。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドブック表紙 

宣伝展開 

デザインイメージ 

デザインイメージ 
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４ キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社によるドリンク協賛 

  ＪＲの主な駅（熊本県内およびその近隣の駅を除く）の「みどりの窓口（きっぷうりば）」「旅

行センター」または主な旅行会社で、熊本県内を目的地とする乗車券類または旅行商品などを購

入されたお客さまに、「引換券つき専用乗車券袋」をお渡しいたします。ただし、ＪＲ東日本では

「びゅうプラザ」などで、熊本県内を目的地とする旅行商品を購入された方に限ります。期間中、

「引換店」表示のあるキヨスク・ファミリーマート（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、「引

換券つき専用乗車券袋」１枚につき、「キリン生茶(PET)」「キリン午後の紅茶 各種(PET)」「キ

リン淡麗 各種(350ml缶)」「キリン氷結® 各種(350ml缶)」のいずれか１本と交換いたします。 

※ 引換期間は 2019年７月１日（月）から９月 30日（月）です。 

※ 「引換券つき乗車券袋」は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

※ 「引換券つき乗車券袋」のお渡しは、お一人様分につき１枚に限ります。第三者への譲渡・換金はできません。 

※ 引き換えの際、乗車券類などのご提示をお願いする場合があります。 

 

５ 熊本ＤＣ記念応援デザインラベルの発売 

  熊本ＤＣの開催にあわせて、熊本で活躍中の油絵画家：松永健志氏の草千里のデザインを採用 

し、熊本デスティネーションキャンペーンのキャッチコピー「もっと、もーっと！くまもっと。」 

をデザインに盛り込んだデザインラベルを発売します。 

 

（１）キリン一番搾り生ビール「熊本デスティネーションキャンペーン」応援デザイン缶                 

   〇発 売 日：2019年６月 18日（火） 

   〇発売地域：九州７県 

（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）                    

〇販売本数：約 16万８千本 

     ※無くなり次第、販売終了となります。 

 

（２）キリン 午後の紅茶 おいしい無糖「熊本デスティネーションキャンペーン」 

応援デザインラベル 

〇発 売 日：2019年７月９日（火） 

   〇発売地域：九州沖縄８県 

（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄） 

〇販売本数：約 19万本 

     ※無くなり次第、販売終了となります 

 

この他にもＤＣ特別企画を多数ご用意しております。 

詳しくは、全国のＪＲ駅、主な旅行会社などで配布する「熊本デスティネーションキャンペーン

ガイドブック」または、熊本県公式観光サイト「もっと、もーっと！くまもっと。」

(https://kumamoto.guide/)をご覧ください。 

もっと、もーっと！くまもっと。 検索 

 

 

 

 

� 2010 熊本県くまモン 

デザインイメージ 

デザインイメージ 

https://kumamoto.guide/

