周って
県内各地をぐるっと

LOOK UP Kumamotoキャンペーンで

うまかもん や 体験 を 味わってみらんね！

県北エリア
玉東町

ハニーローザ
玉東町はハニーローザ
の日本一の栽培面積と
生産量を誇っており、町
の特産品です。

阿蘇エリア

玉名市

南関町

玉名市横島町はいちごの生
産が盛んで、毎年2月にいち
ごマラソン大 会が 開 催され
ています。

南関 町の 伝 統食品で一 般
的な揚げ 豆 腐よりも長 期
保存ができ、食感が異なる
のが特徴です。

玉名いちご

南関あげ

小国町 杖立プリン

阿蘇市

あか牛
性格がおとなしく飼育しやすいあか牛
は赤身が多く、適度の脂肪分も含み、う
ま味とやわらかさを兼ね備えています。

お宿がオリジナルのアレンジを加えてぷる
んと仕上げた自慢の味です。立ち寄り湯が
てらにプリンの食べ歩きコースも人気です。

荒尾市

小代焼
荒 尾に約 4 0 0 年
前から伝わる「小
代 焼 」は 、小 岱 山
の麓で採れる良質
の陶土を使って作
られています。

南小国町

焼き菓子しん月
南阿蘇村

県北

和水町

エリア

金栗四三
記念館

阿蘇

エリア

山鹿市

灯籠もなか

日本マラソン界の父、金
栗四三が生まれ育った
生家で、幼少期や金栗
家を展示や映像を通し
て紹介しています。

パリパリと香ばしい皮に、
餡がたっぷり。山鹿灯籠を
形どった、可愛らしいもな
かです。

熊本市
エリア

県央

エリア

珈琲
牛乳の素
通常のコーヒー豆を
白 川 水 源の 湧 水で
丁寧にネルドリップ
し、オリゴ 糖をふん
だん に含 む 甜 菜 糖
を使用しています。

長洲町

長洲金魚
長洲 町は金 魚 養 殖の
盛んな町です。様々な
金魚をご覧ください。

天草

エリア

高森町

高森田楽

天草

エリア

県南エリア

水俣市 和紅茶

人吉市

約300頭の人懐っこい性格のハ
ンドウイルカを眺めることで、癒し
を体験しませんか？

人吉地方に根付いた平家ゆかりの
化粧箱です。桃の節句には女の子
に贈られています。

花手箱

高 森田楽はこの地 方でし
か採れないつるの 子 芋を
より美 味しく長く食べる
為に考えられた料理です。

県南

エリア

天草市

イルカウォッチング

古くからお茶づくりが行われ
ている水俣の「和紅茶」
は緑
茶と同じ茶葉から作るため、
渋みがなく、
フルーティーでほ
んのり甘く、心地よい後味が
口いっぱいに広がります。

五木村

山うにとうふ
五木村で800年以上もの間
受け継がれてきた、歴史のあ
る“豆腐の味噌漬”を現代風
にアレンジした商品です。

県央エリア
宇土市

うと餅・小袖餅
生地が柔らかく，中の餡も口
当たりのいい甘さの 一 口サ
イズ食べやすい小餅です。

天草大王刺し

「あしきた牛」
の
大半が銘柄牛
くまもと黒毛和牛プレミアム
「和王」の
称号を受けている、霜降り牛肉です。

八代市

晩白柚
晩白柚はギネス記 録にも登 録され
ている世界最大級の柑橘類です。

ひおうぎ貝

自然についた赤、黄、
だいだい、
紫、茶など鮮やかな色が特徴の
天草の特産品です。

鱧の湯引き
彦一こま

日本最大級の鶏で柔らかすぎない食
感で弾力さとジューシーさが特徴です。

苓北町

津奈木町
氷川町

水上村

銘肴もろみ豆腐
平家の落ち武者が保存食として豆腐を
味噌漬けにし、
それにもろみを使いやや
甘口に仕上げた
「和製チーズ」
です。

不知火海で獲れた鱧は、
その輝きと美味しさから金
鱧と呼ばれています。

熊本の民話「彦一
とんち話 」に登 場
するタヌキがモデ
ルとなった駒です。

錦町

秘密基地ミュージアム
「人吉海軍航空基地」の跡地
にある、戦争末期の情勢を学
ぶことのできる博物館です。

美里町

フォレストアドベンチャー
緑川ダム湖畔に位置し、森や地形を
そのまま使った本格アウトドアパーク
です。谷を越えダム湖を見下ろすジッ
プスライドは510ｍと日本最長です。

芦北町

あしきた牛
上天草市

黒 川温 泉街の行列のできる
洋菓子店パティスリー麓さん
の大人気の焼き菓子です。

山江村

山江栗
昭和52年に昭和天皇に献
上された、甘くて身がしっかり
と詰まったおいしい栗です。

山都町

益城町

山都町の地域の食材を活かし
た、
オリジナリティーある特産品
として開発したB級グルメです。

吟醸黄麹仕込
みのすっきりと
したフルーティ
な味わいの焼
酎です。

山都コロッケ

焼酎米益

甲佐町

にらメンコ
熊 本 県 一 のニラの 生 産 地 、
甲 佐 町のお 肉とニラがたっ
ぷり入ったB級グルメです。

御船町

恐竜博物館
御船町の御船層群は、白亜紀
後期のものとしては、日本一の
恐竜化石の産出量を誇ります。

物 産 館等情報
リア
エ
北
県
まるごとあらお物産館

道の駅阿蘇
●住所/阿蘇市黒川1440-1
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/年中無休 ●TEL/0967-35-5088

●住所/玉名郡南関町関町419-1
●営業時間/9:00〜19:00
●休館日/1月1日〜1月4日
●TEL/0968-53-0388

ふるさとセンターY・BOX

道の駅水辺プラザかもと

●住所/玉名市横島町横島1716
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/元旦 ●TEL/0968-84-3700

●住所/山鹿市鹿本町梶尾1257
●営業時間/9:00〜19:00
●休館日/12月1日（12月〜1月まで）
●TEL/0968-46-1126

郷○市

●住所/玉名市天水町立花1977-1
●営業時間/9:00〜17:00
●休館日/年末年始 ●TEL/0968-82-5022

リア
エ
南
県

観光ほっとプラザたまララ
●住所/玉名市両迫間308
●営業時間/9:00〜17:00(営業時間短縮中）
●休館日/年中無休
●TEL/0968-57-9663

物産センターなんかん いきいき村

●住所/荒尾市原万田169-22
●営業時間/10:00〜17:00
●休館日/月曜日（祝日の場合は翌日）
●TEL/0968-57-9960

農産物直売所

道の駅鹿北

●住所/山鹿市鹿北町岩野4186-130
●営業時間/9:00〜17:00
●休館日/12月は第2木曜日、
1月は1日〜3日、第3木曜日
●TEL/0968-32-4111

山江村物産館ゆっくり
●住所/球磨郡山江村万江甲423
●営業時間/8:30〜17:30
●休館日/第3月曜日
（祝祭日の場合は翌日）
●TEL/0966-28-3582

氷川町竜北物産館

おかどめ幸福駅売店

●住所/八代市泉町下岳3296-1
●営業時間/平日9:00〜16:00
土日祝日9:00〜17:00
●休館日/水曜日（祝祭日は営業）
12月29日〜1月1日
●TEL/0965-67-3500

●住所/阿蘇郡小国町大字宮原1754-17
●営業時間/8:30〜18:00
（12月中旬〜2月中旬は8:30〜17:30）
●休館日/なし ●TEL/0967-46-4111

道の駅波野・神楽苑
●住所/阿蘇市波野大字小地野1602
●営業時間/8:00〜18:00
●休館日/第2水曜日（5月、8月を除く）、1月1日
●TEL/0967-24-2331

リア
エ
央
県

甲佐町ろくじ館

八代よかとこ物産館

ふれあいセンター いずみ

道の駅小国ゆうステーション

小栗郷

●住所/八代市上日置4459-1
●営業時間/9:00〜18:00（短縮営業中）
●休館日/第2木曜日・1月1日、2日
●TEL/0965-32-3600

●住所/八代郡氷川町大野875-3
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/第2水曜日
（第2水曜日が祝日の場合は翌日）
●TEL/0965-53-5388

リア
エ
蘇
阿

●住所/球磨郡あさぎり町免田西
1438-1
●営業時間/8:30〜17:00
●休館日/木曜日、1月9日〜1月11日
●TEL/0966-45-6604

道の駅たのうら

道の駅宇土マリーナ
おこしき館
●住所/宇土市下網田町
3084-1
●営業時間/9:00〜17:00
●休館日/1月1日、1月2日
●TEL/0964-27-1788

道の駅清和文楽邑
●住所/上益城郡山都町
大平152
●営業時間/9:00〜17:00
●休館日/火曜日
（祝祭日は営業）
●TEL/0967-82-2727

●住所/芦北郡芦北町大字田浦657
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/第2水曜日
12月31日、1月1日
●TEL/0966-87-2230

さかもと館・道の駅「坂本」

道の駅大野温泉

●住所/八代市坂本町荒瀬1239-1
●営業時間/10:00〜18:00
●休館日/火曜日
●TEL/0965-45-2141

●住所/芦北郡芦北町大字天月1000
●営業時間/9:00〜20:00
●休館日/第3火曜日
●TEL/0966-61-7300

錦町農産物直売所
くらんど市

道の駅人吉
クラフトパーク石野公園

●住所/球磨郡錦町大字一武1544-1
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/第3水曜日、1月1日〜1月3日
●TEL/0966-34-5550

●住所/人吉市赤池原町1425-1
●営業時間/9:00〜17：00
●休館日/12月29日〜1月1日
●TEL/0966-22-6700

●住所/甲佐町大字豊内719-2
●営業時間
1月〜2月8:00〜18:00
3月〜12月7:00〜18:00
●休館日/年末年始
●TEL/096-234-2828

道の駅通潤橋
●住所/上益城郡山都町
下市184-1
●営業時間/9:00〜17:00
●休館日/12月31日〜1月1日
●TEL/0967-72-4844

道の駅そよ風パーク
●住所/上益城郡山都町今297
●営業時間/9:00〜17:00
●休館日/水曜日
●TEL/0967-83-0880

リア
エ
草
天
道の駅有明
（リップルランド）
●住所/天草市有明町上津浦
1955
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/年中無休
●TEL/0969-53-1565

道の駅うしぶか海彩館
●住所/天草市牛深町
2286-116
●営業時間/9:00〜18:00
●休館日/物産館 なし
レストラン 第3火曜日、
12月31日・1月1日
●TEL/0969-73-3818

