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「くまもと観光物産展」への協力について 

平成2８年６月１日 

《 本件に関するお問合せ先 》 

ふくおかフィナンシャルグループ 営業企画部 担当：廣瀬、山崎 

TEL 092 – 723 – 2512 

以  上 

 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 柴戸隆成、以下「FFG」）は，平成28年 
6月3日（金）～6月5日（日）の期間中、福岡市役所ふれあい広場にて開催される「くまもと観光物産 
展」（主催：熊本県、共催：西日本新聞社）に特別協力企業として参加いたします。 
 
 本イベントは、熊本地震の復興支援を目的としたイベントで、熊本県内の観光協会や事業者様による 
地場食材を使ったご当地グルメ、魅力ある観光スポットをＰＲするものです。 
 
 またイベントスペースでは、大森洋平氏（ＦＦＧブランドＣＭテーマソングを唄うシンガーソング 
ライター）や九州交響楽団（弦楽五重奏）、高校吹奏楽部や当社役職員による演奏なども行い、地域の 
みなさまと一緒に熊本の復興を応援いたします。 
 
 より多くの方々にお越しいただきますよう、ご案内申し上げます。 

日時 
平成28年6月3日（金）～6月5日（日） 

11：00～17：00 ※最終日のみ16：00閉場  

会場 福岡市役所ふれあい広場（福岡市中央区天神1-8-1） 

入場料 無料 

運営組織 

内容 

①観光物産展 

・参加者数 ７９社・団体（物販６１社、観光１８団体） 

・いきなり団子や馬肉の串焼き、熊本ラーメン、新鮮な野菜、メロン、スイーツなど、 
 熊本の特産品を販売します。 

・観光ＰＲ 

 熊本県内各地の観光ＰＲブースが並びます。 

② ステージイベント 

・熊本県内市町村の観光PR（自治体PR、ゆるキャラ出演、山鹿灯籠踊り等） 

・くまモン隊ステージ（毎日） 

・福岡県内の高校生、九州交響楽団、プロミュージシャン等による演奏 

※都合により、一部変更になる可能性があります。 

③ 義援金の募集 

主催 熊本県 

共催 西日本新聞社 

特別協力 ふくおかフィナンシャルグループ 

記 



「くまもと観光物産展」出店者一覧 

別 紙１ 

地域名 参加事業者名 主な取扱い商品

熊本 清正製菓株式会社 月下の熊本城・スイートマロン

熊本 華まる堂 いきなり団子

熊本 熊本国際観光コンベンション協会 くまモン、熊本城グッズ

熊本 不動ちくわ 辛子蓮根、天ぷら

熊本 伝承の館 馬串、馬フランク、焼き鳥

熊本 熊本市観光政策課 熊本市パンフレット

宇城 道の駅宇土マリーナおこしき館 いか天実演販売、加工品販売

宇城 松合食品株式会社 みそ・しょう油・酢

宇城 （株）JAMS九州 土産品・海産物他

宇城 スイーツ工房きこり 美里ぷりん、洋菓子、加工食品

宇城 みやざき屋 干柿、筍水煮、野菜、お茶

宇城 高島園 お茶、ジェラート

玉名 はばねろ工房 ハバネロ調味料辛司

玉名 おっぺしゃん工房 ジャム（３種）

玉名 (株)農業法人明るい農村天水 冷凍みかん、みかんチップス、しらぬい、みかん万十、河内晩柑、温州みかんジュース

玉名 一心会館　たんぽぽ堂 熊本特産品（菓子、雑貨、ラーメン、漬物等）

山鹿 道の駅鹿北 小栗郷 農産物、加工品（まんじゅう、弁当、唐揚げ等）

山鹿 あんずの丘 野菜、果物、生菓子、加工品

山鹿 道の駅水辺プラザかもと パン、お菓子、果物（メロン、小玉スイカ）

山鹿 山鹿地域観光推進協議会 観光ＰＲ

菊池 菊池市商工観光課 観光ＰＲ、ゆるキャラ

菊池 美少年 清酒

菊池 洋菓子シェ・ボワ パウンドケーキ、クッキー、ジャムなど

菊池 庵檀亭（株式会社レイダンス） 馬すじカレー、串焼き、肉巻きおにぎりなど

菊池 道の駅大津　熊本文化の森 くまモングッズ

菊池 道の駅大津　からあげ職人 唐揚げ、高菜ごはん

菊池 キムチの里　大津店（株式会社吉原食品） 漬物・赤牛サイコロステーキ

菊池 肥後製油株式会社 なたね油

菊池 有限会社ファームヨシダ ハム・ソーセージ

菊池 エアポートホテル熊本 スィートポテト、六次産品

菊池 元祖熊本らーめん　こだいこ（Rproject株式会社） ラーメン

阿蘇 インターネットショッピングＡＳＯＭＯ（阿蘇テレワークセンター） 復興支援セット

阿蘇 阿蘇市観光協会 観光ＰＲ

阿蘇 阿蘇カドリー・ドミニオン 加工品、ふれあい動物

阿蘇 南小国町観光協会 プレミアム商品券の販売、まいたけの販売、パンフレット配布　等

阿蘇 南小国町 観光ＰＲ

阿蘇 合資会社　七福醤油店 醤油・味噌・もろみ・甘酒

阿蘇 ㈱うぶやま 乳製品、漬け物

阿蘇 南阿蘇村 観光ＰＲ

阿蘇 阿蘇地域振興局 観光ＰＲ

地域名 参加事業者名 主な取扱い商品

上益城 肌美和（株） 馬油化粧品

上益城 株式会社プレシード あかねグラノラ

上益城 高田精肉店 にらメンコ

上益城 山の都物産館連絡協議会 菓子、ジャム、野菜

上益城 お茶の富澤 かぶせ茶、玉緑茶、chamitut、くまもとのお茶まるごとドレッシング

上益城 上益城地域振興局 観光ＰＲ

八代 とらや蒲鉾店 日奈久ちくわ、ちぎり天、ちくわサラダ

八代 中華料理　太楼 唐揚げ　他

八代 お茶の泉園 お茶

八代 県南広域本部 観光ＰＲ

八代 道の駅竜北 メロン、農産加工品

芦北 (株)福田農場ワイナリー パエリア、地ビール

芦北 モンヴェール農山 豚串、生ウィンナー串、メンチカツ

芦北 （合）木村蒲鉾店 からし蓮根、燻製品

芦北 磯見海産 ちりめん、焼きえび、えびめしの素

芦北 マリーンスポットＭ 地ダコのたこ焼き、サーターアンダギー

芦北 （株）宮本海産物 ひじき、いりこ、おかずいりこ

球磨 人吉温泉さくら会 観光ＰＲ

球磨 人吉市鬼木町臼太鼓踊り保存会 観光ＰＲ

球磨 人吉市 観光ＰＲ

球磨 人吉温泉観光協会 観光ＰＲ

球磨 有限会社　人吉農産 馬油製品/人吉馬ーガー/他

球磨 だんだんな カリントウ、ポン菓子 他

球磨 水上村 観光ＰＲ

球磨 （株）みずかみ 青果物

球磨 子守唄の里　五木 くねぶポン酢、にんにく

球磨 株式会社やまえ 栗まんじゅう、びっくり団子

球磨 有限会社やまえ堂 栗菓子

球磨 球磨村観光協会 観光ＰＲ

天草 羊角水産 みりん干し、塩干し

天草 天草生うに本舗(株)丸健水産 うにコロッケ等の実演販売

天草 アートFLASH とんぼ玉ストラップ他

天草 天草ありあけ(株) 農産物、海産物加工品他

天草 あゆみきのこ（(株)歩産業） きくらげ製品販売

天草 本渡観光旅館・ホテル組合　女将の会 観光ＰＲ

天草 姫コッコ倶楽部 天草大王大手羽焼き・唐揚げ

天草 (株)上天草さんぱーる 海産物、竹輪天ぷら類

天草 （一社）天草四郎観光協会 観光ＰＲ

天草 福田果樹園 野菜、果物、ジュース類



別 紙２ 

「くまもと観光物産展」ステージイベント 

※天候等により、イベント内容・時間等が変更と
なる場合がございます。予めご了承ください。 

 

【アクセス】 

福岡空港：市営地下鉄 福岡空港駅 ―(11分) 
→ 天神駅→ 徒歩約4分 

ＪＲ博多駅：市営地下鉄 博多駅 ―(5分) 
→天神駅→ 徒歩約4分 

西鉄天神福岡駅：徒歩約4分 

福岡市役所 
ふれあい広場 

11:00 スペシャルバージョン（音楽）

11:40 本渡観光旅館女将の会による観光ＰＲ

12:00 熊本の花童（子ども舞踏団）

12:30 山鹿灯籠踊り

13:00 精華女子高校吹奏楽部

14:00 くまモン

14:30 小郡高校吹奏楽部

15:00 山鹿灯籠踊り

15:30 福岡銀行吹奏楽部による演奏

16:00 くまモン

16:20 福翔高校吹奏楽部

16:50 くまモン
17:00 終了

平成28年6月4日（土）

11:00 Folkees（Live）

11:30 人吉温泉さくら会による観光ＰＲ
11:40 人吉市臼太鼓踊り

12:00 西南学院高校・武蔵台高校吹奏楽部

12:30 山鹿灯籠踊り

12:50 きくちくん（ゆるキャラ）による観光ＰＲ
13:00 九州交響楽団

13:30 ＬｉｎＱ（歌）

14:10 きくちくん（ゆるキャラ）による観光ＰＲ
14:20 カヴァーソウル（Live）

15:00 大森洋平（Live）

15:40 くまモン

16:10 終了

平成28年6月5日（日）


