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サービス内容店　舗　名

タピオカドリンクお買い上げで
タピオカ増量サービス（50円分）※全てのサイズ対象
〈7/14（日）～7/28（日）〉

ディッパーダン

鑑賞料金1,100円（特別興行を除く）Denkikan

ワンドリンクサービス南国食堂 ヤシの樹

フライドポテトレギュラー1皿サービス
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

JOYSOUND
熊本新市街店

ハミルトンウォッチ　20％OFF
腕時計革ベルト交換  20％OFF

宝石時計
斉藤時計店

サンロード新市街
サービス内容店　舗　名

現金でお買い物された方にポイント2倍ポールスミスコレクション

現金でお買い物された方にポイント2倍イル・ビゾンテ熊本

現金でお買い物された方にポイント2倍ブレイズナディ

ワンドリンクサービス
（グラスワイン・生ビール・ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク）Amoshi

コーヒーサービスAging Beef MIZUKI

シャワー通り

パークシティ24H白川公園、パークシティ24H水道町、パークシティ24H新市街パーキング、NPC24H熊本県営駐車場、
みずほモータープール三年坂、熊本立体駐車場、パスート24上通、パスート24銀座プレス、パスート24銀座タワー、
パスート24熊本中央、パスート24辛島公園、パスート24熊本市辛島公園地下駐車場　　　　　　　　　　　　　　

熊本駐車場協会加盟の駐車場ご利用で
ゆかた祭に参加のお客様のお車1台につき100円サービス！

ゆかた祭 協力駐車場
100円割引クーポン券

7月27日（土）・28日（日）の2日間限り有効

※ゆかた着付については、イラストマップをご参照ください。※イベントは変更になる場合もございますのでご了承ください。

第15回 城下町くまもと ゆかた祭 2019年 7月27日［土］・28日［日］

上通縁日
7月27日（土）12：00～19：00
　  28日（日）11：00～15：30
ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、千本釣り、
輪投げ、射的（予定）
子供たち大喜びの人気アイテムを準備しました。

上　通 サンロード新市街

三年 坂

ゆかた祭名物
「三年坂そうめん流し」
7月28日（日）12：30～15：00
※そうめん流し参加券が必要です。
（下通インフォメーションで30分前より配布します）

ゆかたを着て来ると、サービスがいっぱい！
下記の店舗で、サービスが受けられます。

※ゆかた着用でお店のサービスを受けられる際は、各店舗で事前に確認の上ご利用下さい。
※基本的に7月18日（木）～8月4日（日）のサービス内容となります。

浴衣子ども
ファッションショーや
音楽ステージで
大盛上がり！

ゆかた姿でぶらり歩けば、特典いっぱい！

キッズランド
休けいスペース
（カガワの自転車
 並木坂店2F）

ゆかた着付ステーション（無料）

※内容につきましては、変更になる場合がございます。ご了承ください。

はインフォメーションブース

マンゴーかき氷550円→400円米白餅本舗

水道町

2019

ゆかたステージ
（びぷれす広場特設ステージ）

27日（土）15:00～19:00
オープニングセレモニー
必由館高等学校  和装文化部
子供民謡 光祥会社中　　　　
唄 西本奈々美・竹内彩乃・本郷陽愛・荒木虹慧
鎮西高等学校　　　　　　　
芸術・ダンス・舞台科目（舞台類型）
凛音
2S
Book Bear

15：00
15:30
16:00
　
16:30
　
17:10
17:45
18:30

28日（日）12:00～15:30
Hoaloha Hula studio
和洋学園専門学校
尚絅高等学校　　　　　　　
バトン部・合唱部・和装礼法部
浴衣こどもファッションショー
アイスキャンデー早食い大会
りんどう美装きもの学院

12：00
12：30
13:00
　
14:00
14:30
15：00

主催 熊本市中心商店街等連合協議会
　上通商栄会・下通繁栄会・サンロード新市街・熊本市中央繁栄会連合会・安政町商興会・熊本市駕町通り商店街振興組合・銀座通繁栄会
　シャワー通り商店会・水道町親和会
熊本商工会議所

協力

（予定）
後援

（株）鶴屋百貨店、カリーノ下通、（協）全熊本きもの振興会、（株）熊日会館、熊本市現代美術館、熊本大学工学部まちなか工房、熊本YMCA、
熊本市立必由館高校、FM791、くまにち すぱいす、タウン情報クマモト、熊日中央販売センター、熊本城下のまちづくり協議会 桜町地区会議、
熊本城城下町精霊流し市民の会、五木食品（株）、繊月酒造、熊本駐車場協会、ZenDesignProject、熊本市国際交流会館、尚絅高等学校、
熊本中央高等学校、熊本信愛女学院高等学校、（一財）熊本国際観光コンベンション協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本市、（財）熊本市美術文化振興財団、熊本日日新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビ、熊本朝日放送、エフエム熊本 （いずれも順不同）

協賛
熊本ホテルキャッスル　   ホテル日航熊本　   日本たばこ産業株式会社熊本支店　　　　　　　　サントリー酒類株式会社

 サントリービバレッジサービス株式会社

子どもステージ（踊り・ダンス・バンド）
7月27日（土）13：00～

新市街カラオケバトル
7月27日（土）15：00～

お宝発掘!子ども氷柱
氷柱の中に埋められたお宝を素手で発掘
7月27日（土）13：00～お宝が無くなり次第終了

風鈴づくり
7月27日（土）13：00～無くなり次第終了

肥後華灯籠ワークショップ
7月27日（土）13：00～

お子様限定

30個限定

2019まちなか+ONE
障がい者スポーツ「ボッチャ」等の体験や
「おとなりマルシェ」を開催
7月27日（土）13：00～18：00

肥後華灯籠展示
7月28日（日）10：00～16：00

OK MUSIC Festival 2019マーケット
7月28日（日）10：00～16：00

参加費無料

親子で作ろう！
手作りうちわワークショップ
7月28日（日）11：00～14：00
なくなり次第終了　下通マクドナルド前付近
誰でも簡単に参加できる、
竹製うちわのワークショップです。
好きな絵を描いて、オリジナルうちわを作ろう！ 

下　通
参加費無料200本限定

ゆかた着付ステーション
［村上屋ビル2F］
ゆかたを持ってきてね！ ゆかた着付ステーション

［カラオケ館］
ゆかたを持ってきてね！

ゆかた着付ステーション
［新市街事務所（サンロードビル）］
ゆかたを持ってきてね！

城東小学校児童
の絵画を展示

子どもステージや
カラオケバトルを
開催します

縁日など楽しさいっぱい！

27日［土］13：00～18：00（下通カラオケ館は19：00まで）
28日［日］11：30～17：00
［上通］村上屋ビル2F　［下通］カラオケ館下通り本店1F
［サンロード新市街］サンロード新市街事務局
※ゆかたをご持参ください。　※着崩れをお直しします。

熊 本 城 復 興 応 援 事 業

YUKATA Festival

三年坂そうめん流しで
美味しいそうめんをいただこう。
●28日［日］午後12時30分～午後3時
ゆかたで参加しよう！

宵のオープンカフェ&
カラオケ・ライブステージ
27日［土］
午後4時～午後9時

親子で作ろう！手作りうちわワークショップ
●28日［日］午前11時～午後2時
無くなり次第終了

肥後華灯籠
ワークショップ・
展示

1回10分
25名程度

■2019 城下町くまもと ゆかた祭り　A4パンフレット［表面］
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サービス内容店　舗　名 サービス内容店　舗　名 サービス内容店　舗　名 サービス内容店　舗　名 サービス内容店　舗　名 サービス内容店　舗　名

下記の店舗で、サービスが受けられます。　※ゆかた着用でお店のサービスを受けられる際は、各店舗で事前に確認の上ご利用下さい。 ※基本的に7月18日（木）～8月4日（日）のサービスとなります。ゆかたを着て来ると、サービスがいっぱい！

着付・ヘアセットで3,000円（税別）  ※完全予約制
〈7/20（土）～8/4（日）〉

ｇ²  for hair

買取り額ＵＰさかえ屋

全商品10％ＯＦＦ橋元屋洋傘店

冷茶サービス〈7/27（土）・28（日）のみ〉舒文堂河島書店

ディナータイムドリンク1杯サービス
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

ピッツェリア ダ ロッコ

お弁当　540円→500円　　430円→400円温石惣菜

「くまモンメガネ拭き」プレゼントメガネの大宝堂  上通本店

くまモングッズ１０％ＯＦＦ(一部除外品有）大谷楽器店

商品15％OFF〈7/20（土）～8/4（日）〉カットハウスモア  上通店

アイスコーヒー  or  冷茶にキャンディをプレゼントジュエラーキヨタ

ドリンクサービス
カレーハウスCoCo壱番屋
熊本上通店

簡単アレンジ1,080円～　
※ヘアーアイロンをしっかり使用したアレンジは2,160円
〈7/20（土）～8/4（日）〉

Suite Hair & make

お食事された方にギョーザ（3個）サービス山水亭

Miele限定キッチンクロスプレゼントミーレショップ熊本

小学生制服・体操服20％OFF ※割引対象外の商品有
※弊社で扱ってる商品に限ります

学生服のタケモト
上通店

かき氷のソフトクリームトッピング無料お茶の堀野園   茶以香

飲食10％OFF　※定食除く
居酒屋ナポレオン
＋堤酒店

バッグ10％ＯＦＦ　
※くつ下、アクセサリー、くまモングッズ除く岩崎かばん店

ゆかた購入の方10％ＯＦＦきもの鈴乃屋  熊本店

缶ビール1本サービス（お子様にはラムネ）
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

こむらさき  中央店

ご利用金額より10％割引（割引対象外有）ホテル日航熊本
ティー＆カクテルラウンジ「ファウンテン」

商品購入＆SNSにて『＃JINS熊本上通り』入りで
メガネの写真をアップすると10％OFF

JINS熊本上通り店

お買い物をされた方全員に鳩居堂ポストカードを
1枚進呈（当日限り）〈7/20（土）～8/4（日）〉

文具の大型専門店
甲玉堂

デザートサービスすき焼　加茂川

チラシをご持参の方に
仲介手数料10％キャッシュバック（家賃1ヶ月分＋税）
※駐車場契約は除く

明和不動産

ゆかた撮影料金無料（プリント代別途）上通写真館

浴衣ヘアー1,000円ていこ

サービスライター他プレゼント今池商店

かき氷、生ビール半額レストランパーラー・ジン

お買い物された方に美容ドリンク1本進呈同仁堂  上通店

ポイント２倍サービスT-LAB

ドリンクカード（ポイントカード）ポイント2倍進呈シアトルズベストコーヒー

全商品10％ＯＦＦ洋装のタバラ

5％OFFひさ屋

お茶とお菓子サービスモレナ

全商品10％OFFマテリア

商品15％OFF〈7/20（土）～8/4（日）〉New Wave TETE  下通店

カード払い10％OFF　現金払い15％OFFかばんのみどりや

グッズプレゼントアニメイト熊本

眼鏡、コンタクト、サングラス20％OFFメガネスーパー熊本下通店

スタッフゆかた着用にて接客下通り献血ルーム　

商品お買い上げでスキンケアセット（ポーチ付）プレゼント
※先着20名様〈7/27（土）・28（日）のみ〉

COCOSA 2F
Piumagi（ピュマージ）

扇子全商品5％OFF〈7/27（土）・28（日）のみ〉COCOSA 3F
織部

ゆかた着付無料  ※要予約0120-529151
〈7/27（土）・28（日）のみ〉池田屋

1F商品のみ10％OFF（一部除外品有）三国屋本店

「もやしトッピング」サービス黒亭 下通店

「Tapi-mo」のタピオカ2倍無料サービスドン・キホーテ  下通り店

当店でご利用頂ける割引券1万円分プレゼント髙栁時計宝飾店

スマホケース・シール10％OFF
〈7/27（土）・28（日）のみ〉ドコモショップ下通店

浴衣飾りお買い上げでピアスプレゼントアクセサリーJOY

ゆかた着くずれ110番よそほひの帯屋

タピオカドリンクお買い上げでタピオカ増量無料
※テイクアウト限定（ご本人様のみ）〈7/27（土）・28（日）のみ〉

COCOSA 1F
ブリオッシュドーレ アンド カフェ

お食事ご注文の方にセットドリンク（200円）をサービス
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

COCOSA 4F　
カフェアンドミールムジ

栄養ドリンクサービスor天然さとうきび酢無料試飲太陽堂薬局  並木坂店

来店撮影で全商品20％ＯＦＦ原田写真場

全商品10％ＯＦＦオーダーメイドアロマストア
Ayame Organic

店内商品10％ＯＦＦ天野屋

上　通

安政町

並 木 坂

下　通

ご購入の方20％OFFノエル

お花をお買い上げでお花1本プレゼントフラワーショップ  メイ

ご購入いただくとスコーンを1個プレゼントAngelus パンの家

洋服のリフォーム10％OFFシャイニング 駕町通り店

全商品10％OFF花咲か爺さん

100円OFF〈7/27（土）・28（日）のみ〉熊本ミルクティ

当店メンバーズカードポイント2倍
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

polcadot

税込1,000円以上お買い上げでヘアアクセプレゼント
〈7/20（土）～8/4（日）〉

walet chouchou

お買い上げで宮崎ベジフルスムージー160ｇ 
1本プレゼント 〈7/20（土）～8/4（日）〉

九州パンケーキKitchen

名入れ刻印（通常税込540円）を無料
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

BusinessLeatherFactory

修理、シューケア用品10％OFF
〈7/27（土）・28（日）のみ〉DICEfactory

新規来店で結婚準備（結婚式場相談・結納・リング・
アイテム）の相談をされた方にオリジナル
タンブラーペアでプレゼント〈7/27（土）・28（日）のみ〉

レイ＆トゥエルヴ
コンシェルジュ

かき氷100円OFF〈7/27（土）・28（日）のみ〉Patisserie Cuore

スペシャルティコーヒー
アイスまたはホットを50％OFF〈7/27（土）・28（日）のみ〉AND COFFEE BREWERS

クール商材・ハンディファン20％OFF
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

蔦屋書店  文具・雑貨

サンプルプレゼント〈7/27（土）・28（日）のみ〉アットコスメストアー

阿部牧場のソフトクリーム100円OFF
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

ヒノマルマルシェ

ソフトドリンク1杯無料（1オーダー必須）
〈7/27（土）・28（日）のみ〉

三年坂モリコーネ

ドリンク100円OFF〈7/27（土）・28（日）のみ〉地下モリコーネ

電池交換50%OFF　
セイコー、シチズン、カシオ20％OFF（一部除外品有）

セコンド

ドリンク1杯サービス（1グループ全員）カレーショップ  クレイン

お茶1,300円以上お買い上げで10％OFF
（一部対象外商品有）お茶のつじの

ドリンク1杯サービス　ホルモンマン

お食事された方にミニパフェサービス大文字

ドリンク1杯サービス最中（モナカ）

①11：00～15：00 ランチ注文でソフトドリンク１杯無料
②18：00～24：00 カラオケ歌い放題・飲み放題・おつまみ付き
2時間3,000円（貸切日除く）

レストバー・スターライト熊本

駕町通り

新 天 街

2 番 街

店内商品10％OFF（セール品除く）
〈7/27（土）・28（日）のみ〉Decoration

12歳までのゆかた着用のお子様、商品10％OFF
（セール品除く）〈7/27（土）・28（日）のみ〉

コグマ子供服店

全商品10％OFF東京神田屋

税込5,000円以上500円OFF
税込10,000円以上1,000円OFF

ABC-MART

商品10％OFF(一部除外品有）マツモトキヨシ
ベスト電器熊本下通店

商品15％OFF〈7/20（土）～8/4（日）〉カットハウスモア下通店

2点以上お買い上げで10％OFF（一部除外品有）
ストーンマーケット
熊本下通店

商品お買い上げでノベルティプレゼント田尻洋服店

3 番 街

4 番 街

お食事された方に
「抹茶白玉黒蜜きな粉がけ」をサービス

焼肉 花秀苑

4 丁 目

5 丁 目

3 丁 目

●デザインあ展in KUMAMOTO 〈6/30（日）～9/8（日）〉
　※7/27（土）・28（日）に限りゆかた着用の方は観覧料半額
●新しい古本
　〈7/10（水）～8/25（日）〉入場無料
●火の国まつりこどもおばけ屋敷〈7/25（木）～8/4（日）〉
　※要・参加希望の前日申込
　　096-328-2944／受付時間10:00～12:00
　　（定員になり次第受付を終了します。）
●ミュージアムショップ
　※7/27（土）・28（日）に限り
　　ゆかた着用の方は10％OFF（一部除外品有）
●カルフォルニアファーマーズ
　※7/27（土）・28（日）に限り
　　ゆかた着用の方でお食事をされた方は
　　ソフトドリンク及びコーヒー1杯無料

商品1点以上（1,000円以上）お買い上げの方、
「茶屋セット」サービス
2,000円以上（一部商品除く）お買い上げの方、8％引き
3,240円（税込）以上お買い上げの方、8％引き
明太子製品2,000円以上お買い上げの方、8％引きサービス
お食事の方、ソフトドリンク（1杯）サービス
店内の商品お買い上げの方、8％引き
1,000円以上（一部商品除く）お買い上げの方、8％引き
5％引き（一部商品除く）
お食事・喫茶ご利用の方、「鶴田一郎ポストカード」プレゼント
（物販）1,000円以上お買い上げの方、5％引き
（飲食）お食事の方、ビール［小］（１杯）または、
ソフトドリンク（１杯）サービス
2,000円以上お買い上げの方、グラスワイン（1杯）または、
1,000円以上お買い上げの方、

●本館7階 レストランアベニューでお食事の方に
　ソフトドリンク1杯をサービス
●本館7階 ビアガーデンでお食事の方に
　ビール小ジョッキまたはソフトドリンク1杯をサービス
　（各日先着30名様）
●鶴屋オリジナルうちわ進呈
　（計300本限り、本館・東館各1階 案内所にて）
●ゆかたの着崩れを無料でお直し（東館5階 呉服売場にて）
●ゆかたに似合うリップお試しサービス
　（本館1階 化粧品／アナ スイ、イヴ・サンローラン、シュウウエムラ、
　  MAC、Dior、ジルスチュアート、ADDICTION、RMK）

　※アナスイではボディシールサービスも行います。
　※お客様の状況によっては、お待ちいただく場合がございます。

鶴屋百貨店 096-356-2111問7/27（土）・28（日）

熊本市現代美術館 096-278-7500問

●ゆかた撮影会開催　7/27（土）12：30～16：30
　下通インフォメーションブースにて、オリジナルうちわプレゼント！

くまにち すぱいす 096-361-3345問

桜の馬場城彩苑 096-288-5577問

福田農場オリジナル「甘夏ジュース」1杯進呈（7オンス）
ぶどうジュース（1杯）サービス
お食事ご注文の方、甘味サービス
お食事の方、「ソフトドリンク（1杯）」サービス
3,000円以上お買い上げの方、
「緑茶のティーパック（15袋入り）」プレゼント
馬肉メンチカツ50円引き
お買上げの方、粗品プレゼント
お食事の方、「鶴田一郎ポストカード」プレゼント
かき氷8％引き
2,000円以上お買い上げの方、粗品プレゼント
3,000円以上お買い上げの方、5％引き
2,000円以上お買い上げの方、粗品プレゼント
2,000円以上お買い上げの方、
「鶴田一郎ポストカード」プレゼント

香梅庵

MONARIO（もなりお）
森からし蓮根
五山房 壱の蔵

阿蘇庭 山見茶屋
阿蘇たかな漬本舗 菊屋

高田蒲鉾
あんたがたどこさ
茶房「櫻ン坂」

天草海食まるけん

くまもと酒蔵

福田農場

和食 郷土料理 花雅
肥後めしや 夢あかり

お茶の泉園

馬肉専門店菅乃屋
ＴＥＮＴＥ（てんて）

ビュッフェレストラン ぎんなん
白玉屋新三郎
五木屋本舗

いきなりやわたなべ
小間物や みやび

旬彩館

●貸しゆかた 7/27（土）28（日）1,500円（1泊の場合プラス1,000円）
　〈土曜日〉10：00～20：30（最終受付19：00）
　〈日曜日〉10：00～18：00（最終受付16：00）
　※雨天時は中止の場合あり　お問合せ/090-8838-3869（蔵原）

●城彩苑夜市（7月20日～8月24日の土曜のみ）17時～20時 ※中雨決行
●「熊本城ミュージアム わくわく座」ゆかた着用の方、入館料無料
●ゆかたでお越しのお客様に粗品プレゼント（総合案内所にて）

●城彩苑「桜の小路」ゆかた優待特典

●屋根や壁、窓やドアなどを自由に組み合わせて
　自分だけのおうちを作ろう！
　完成したらミリーヌシールがもらえる♪
　上通アーケード入口の会場でお待ちしています。
　※幼児～小学生向けです。

明和不動産

●街中不動産とし、上通縁日コーナーにて、
　千本つりを行います！
　※上通縁日お遊び券が必要になります。

サンヨーホームズ

◆オープンカフェ
　（焼鳥・地鶏焼き・生ビール・焼酎など）
◆ラガーマンに挑戦！カラオケ大会
◆MICAライブステージ TRY again
　（熊本県ラグビー協会公式ソング）
◆ラグビートークショー

宵のゆかた祭り
ゆかたで乾杯！ラグビーの楽しさ発信！
7月27日（土）16：00～21：00

城見町通り

主催／城見町全栄会・城東校区12町内会
後援／熊本市中央繁栄会連合会
協賛／繊月酒造株式会社
　　　サントリービア＆スピリッツ株式会社
　　　株式会社エクシング JOYSOUND

熊本市国際交流会館 link café（リンクカフェ） 096-359-4992問

●ゆかた着用の方、カフェメニュー全商品10％OFF

※右記内容につきましては、
　変更になる場合がございます。
　ご了承ください。各種イベント

期間中、ゆかた姿でご来店のお客様を対象に
次のサービスをご用意。

■2019 城下町くまもと ゆかた祭り　A4パンフレット［中面］


