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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、イリエパーキング、パスート24上通、パスート24銀座プレス、
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、サクラマチ熊本駐車場

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30日（土）・31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18回 城下町くまもと ゆかた祭 2022年 7月30日［土］・31日［日］

上通縁日
7月30日（土）・31日（日） 12：00～19：00
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
「三年坂そうめんすくい」
7月30日（土）14：00～16：00
※そうめんすくい参加券が必要です。
（そうめんすくい受付で30分前より配布します）

期間中にこのチラシを提示すると、お得なサービスがあるよ！
下記の店舗で、サービスが受けられます。
※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ください。

※基本的に7月30日（土）～8月7日（日）のサービスとなります。

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！

※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

ゆかたステージ
（びぷれす広場特設ステージ）

7/30日（土）11:00～17:30
オープニングセレモニー
児童劇団「大きな夢」
熊本子どもミュージカル
尚絅高等学校 
和装礼法部・ギターマンドリン部
必由館高等学校 和装文化部
民謡光祥会 子どもチーム
鎮西高等学校
芸術・ダンス・舞台系科目
舞踏団花童＆はつ喜
りんどう美装きもの学院
嘉悦なつ美

11：00
11:15
　
12:00
　
13:00
14:00

　
15:00
16:00
17:00

ゆかたキッズランド
7月30日（土）12：00～　なくなり次第終了

イラスト・書道うちわの展示
7月30日（土）・31日（日）

親子で作ろう！
手作りうちわワークショップ

夏の風鈴展示イベント

どなたも自由に本が読める
移動図書館「まちピチュ」

7月31日（日）13：00～17：00
なくなり次第終了　COCOSA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！ 

7月21日（水）～8月15日（月）
夜は街灯の光に照らされた
涼しげな風鈴に癒されてください。

下　通

シャワー通り

参加費無料

同時
開催

どなたも自由に本が読める
移動図書館「まちピチュ」

同時
開催200本限定

ゆかた着付ステーション
「YASUDA.BLDG」4F
ゆかたを持ってきてね！

上通縁日など
楽しさいっぱい！

ゆかた
キッズランド
30日［土］
12：00～

ゆかた着付ステーション（無料）
30日［土］・31日［日］11：00～17：00（16：30受付終了）
サンロード新市街「YASUDA.BLDG」4F
※ゆかた、タオル等着付けに必要なものをご持参ください。
※着崩れをお直しします。

三年坂そうめんすくい
美味しいそうめんをいただこう。
●30日［土］14：00～16：00

宵のオープンカフェ＆
宵のライブステージ
30日［土］
15：00～21：00

親子で作ろう！手作りうちわワークショップ
●31日［日］13：00～17：00
無くなり次第終了

イラスト・
書道うちわの
展示

夏の風鈴
展示イベント

1回10組
最大20名

●オリジナルかき氷 好みのシロップかけ放題
●スーパーボールすくい
●モルック体験
●小国杉を使用した遊具体験

サンロード新市街
プレミアムお買物券販売会
7月31日（日）12：00～

●真夏の大にぎわい  －ビアガーデン－
　7/22（金）～7/31（日）17:00～20:00（金曜16:30～、土・日15:00～）
●盆踊り大会　7/30(土)18:30～20:30 ※飛び入り参加大歓迎！

熊 本 城 復 興 応 援 事 業

YUKATA Festival

サービス内容店　舗　名

生ビール・ハイボール・レモンサワー等
営業時間内何杯でも１杯300円（税込）

TAKE CHANGE 
kumamoto kagomachi

生ビール1杯サービス瑞恵

腕時計電池交換500円（特殊品、ブランド品除く）Jewellery&Watch SAITO

ピザのトッピング1つ無料CONA熊本店

浴衣着用、チラシ提示の方お会計10％OFF磯丸水産新市街店

浴衣着用でお会計10％OFFいねや熊本

お会計10％OFFシューズつちや

サンロード新市街

サービス内容店　舗　名

安政町

名物馬刺の７種盛り 1組1人前サービス居酒屋 麦うさぎ 

新型コロナウイルス感染拡大によっては
変更・中止となる場合があります。

当日イベント中止に
ついてはコチラ

協 力 （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、FM791、くまにち すぱいす、熊日中央販売センター
五木食品（株）、繊月酒造、熊本駐車場協会、ZenDesignProject、（一財）熊本国際観光コンベンション協会、花畑広場みらい創造共同企業体

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・SAKURA MACHI Kumamoto
熊本商工会議所

2022

2022

協賛

日本たばこ産業株式会社熊本支店

サントリービバレッジソリューション株式会社 すきたい熊本協議会

■2022 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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下記の店舗で、サービスが受けられます。　※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ください。 ※基本的に7月30日（土）～8月7日（日）のサービスとなります。期間中にこのチラシを提示すると、お得なサービスがあるよ！

●熊本市現代美術館
　「不思議の森に棲む服ひびのこづえ×KUMAMOTO展」
　浴衣着用で観覧料半額 ※7/30・31のみ
●ミュージアムショップ
　浴衣着用で10％OFF(一部除外品あり） ※7/30・31のみ

1,000円(税込)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
2,160円（税込）以上お買い上げの方、8％引き
明太子製品2,160円以上お買い上げの方、8％引き
お食事ご利用の方、ソフトドリンク1杯サービス
1,250円(税込)以上お買い上げの方、8％引き（一部商品除く）
5％引き（一部商品除く）
お食事・喫茶ご利用の方、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(税込)以上お買い上げの方、
グラスワイン1杯または、ぶどうジュース1杯サービス

●ゆかた着用で本館7階 レストランアベニューご利用で、
　ソフトドリンク1杯をサービス（各日先着30名様）
●ゆかた着用で本館7階屋上ビアガーデンご利用で、
　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）
●ゆかたの着崩れを無料でお直し（東館5階 呉服売場にて）
●本館1階 婦人用品 コンプレックスビズにおいて
　無料ヘアアレンジレクチャー
　※コンプレックスビズでお買い上げの商品を使用したスタイルに限る
●ゆかた着用で本館6階大催事場「くまもとの特産品まつり」内の
　下記4ショップにて対象商品を100円引き。(8/5、6、7のみ)
　ジャージー牧場カップル(ソフトクリーム各種)
　お茶の濱大松園(わらびもちドリンク各種)
　caféナナセキ(パフェ)
　球磨川アーティザンズ(カップドリンク各種)

鶴屋百貨店 096-356-2111問 サクラマチクマモト　 096-325-1220問

熊本市現代美術館 096-278-7500問

●ゆかた撮影会開催　7/30（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！
●「すぱいす」ＳＮＳフォローキャンペーン

くまにち すぱいす
「Hanabata Hiroba Square Festival Summer Edition」
●真夏の大にぎわい －ビアガーデン－
　7/22（金）～7/31（日） 17:00～20:00（金曜16:30～、土・日15:00～）
●盆踊り大会
　7/30(土) 18:30～20:30 ※飛び入り参加大歓迎！

花畑広場 096-342-5356問

桜の馬場 城彩苑 桜の小路 096-288-5577問熊本城ミュージアムわくわく座 096-288-5600問

1,000円(税込)以上お買い上げの方、
福田農場オリジナル「甘夏ジュース」1杯進呈（7オンス）
お食事ご注文の方、甘味サービス
3,000円(税込)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
3,000円(税込)以上お買い上げの方、8％引き（一部商品除く）
お買上げの方、粗品プレゼント
お食事の方、ポストカードプレゼント
2,000円(税込)以上お買い上げの方、粗品プレゼント
3,000円(税込)以上お買い上げの方、5％引き
2,000円(税込)以上お買い上げの方、粗品プレゼント
ソフトクリーム・ソフトドリンクお買い上げの方、
ソフトクリーム・ソフトドリンク全種50円引き
2,000円(税込)以上お買い上げの方、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

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
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
五木屋本舗

いきなりやわたなべ
小間物や みやび

杉養蜂園

旬彩館

●城彩苑夜市 （7月23日～8月27日の土曜のみ）17時～20時 ※中雨決行

●優待特典 （7月30日～8月7日） 対象：ゆかた祭りのチラシご提示の方

●ミリーヴグループオリジナルキャラクター『ミリーヌ』の
　ぬりえをしてミリーヌキーホルダーをもらおう♪
　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。

●ゆかたPOPUPショップ
　7/8（金）～8/7（日） 10:00～20:00 2F特設会場
●まちなか昆虫迷路
　7/22（金）～8/21（日） 10:00～20:00 3Fサクラマチギャラリー
サービス内容はサクラマチクマモトインフォメーションブースに
問い合わせてください。

明和不動産

※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

7/30（土）・31（日）  8/5（金）・6（土）・7（日）次のサービスをご用意。

◆宵のオープンカフェ

・DJ.YAMAMO
・ゲット・オン・ミュージックライブ
・落語家 三遊亭好一郎独演会
・嘉悦なつ美ライブステージ
・宵のカオリーズライブステージ

（15:30～16:30）
（16:30～17:30）
（18:00～18:40）
（18:50～19:30）
（19:30～20:30）

主催／城見町全栄会
後援／熊本市中央繁栄会連合会
共催／城東校区12町内自治会
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
※必ずマスクを着用の上ご来場ください。
　発熱など体調のすぐれない場合は
　ご来場をお控えください。

三
遊
亭
好
一
郎

「熊本城ミュージアムわくわく座」／入館料20％OFF ※7/30（土）・31（日）のみゆかた着用の方は入館料無料
「桜の小路」

宵のゆかた祭り
美味しいお酒やライブステージで
宵のひと時を楽しもう！
7月30日（土）15：00～21：00

城見町通り

◆宵のライブステージ（時間は変更になることがあります）

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

浴衣着用orチラシ提示でお会計から10％OFF炉端den.

浴衣着用orチラシ提示で会計から10％OFFセマウル食堂並木坂店

コーヒーサービスRoji　BAKERY

浴衣着用で10％OFF（7/30・31のみ）舒文堂河島書店

浴衣着用orチラシ提示でお弁当を
お買い上げの方に甘味サービス（7/30・8/6のみ）温石惣菜

浴衣着用で来店されると
「くまモンメガネふき」プレゼント

メガネの大宝堂  
上通本店

期間中2点以上お買い上げでさらに10％OFF
(一部除外品あり）

マックレガー熊本店

豚まん1個220円→200円（税込）
※テイクアウトのみ

山水亭

浴衣着用でお茶（コーヒー）サービス。
※ホット、アイスあり

ジュエラーキヨタ

浴衣10％OFF（一部除外品あり）
浴衣着用で来店の方、冷茶サービス、
浴衣着崩れお直し無料

きものやまと

浴衣着用で来店すると記念品プレゼント学生服のタケモト
上通店

浴衣着用でカフェスペースをご利用で
お会計から100円引きお茶の堀野園   茶以香

浴衣着用orチラシ提示で
くまモングッズ10％ＯＦＦ大谷楽器店

飲食代から5％OFF（※ランチは除く）居酒屋ナポレオン
＋堤酒店

浴衣着用、チラシ提示で店内全品20％OFF雑貨屋CochoCocho

10％OFF(単品で1000円以上、お買得商品除外）ハヤカワスポーツ

チラシ提示でご購入時にプレーン増量サービス
浴衣着用でご購入時に
レモネード（ミニサイズ）試飲サービス

松露庵熊本店

浴衣着用で商品購入の方に
ノベルティプレゼント（先着20名様）

イワサキカバン

浴衣着用で、大人缶ビール
（お子様にはジュース）サービス熊本ラーメンこむらさき

浴衣着用orチラシ提示で商品購入の方に
ミニデザート（ブランマンジェ）サービス

加茂川本店
ピッコロメルカート

浴衣着用で来店されるとコーヒーサービスひさ屋

浴衣着用、チラシ提示で10％ＯＦＦ洋装のタバラ

おつまみ1品サービス㈱Trefle T-LAB

ノベルティ（生活用品）プレゼントQTモバイル

デザートサービスすき焼　加茂川

浴衣着用、チラシ提示でお会計10％OFF磯丸水産上通店

10％OFF(他割引、サービスとの併用不可）JINS熊本上通り店

浴衣、着物着用でお買い物された方、
甲玉堂特製ボールペンプレゼント

文具の大型専門店
甲玉堂

ゆかた撮影無料（プリント代別途）上通写真館

浴衣着用、チラシ提示で
「資生堂BQモーニングブースター（200円相当）」を
プレゼント

同仁堂　上通店

選べるご成約プレゼント
（ジュエリートレー・フォトアルバムチケット）アイプリモ熊本店

浴衣着用、チラシ提示で
お食事をオーダーされた方に
ドリンク1杯サービス

Bouche’ｓ Café ECOリサイクルマーカープレゼントアイシティ下通り店

「髪がサラツヤになるヘアエッセンス」
サンプルプレゼントシモカワ下通店

浴衣着用で全商品10％OFFマテリア

全商品8％OFFCOCOSA 1F
PRONTO

プロパー商品のみ10％OFF
COCOSA 1F
Les Sakurai/
PELLETTERIA HITMAN&Co.

人気のマスクシールサンプルプレゼントCOCOSA 1F
@aroma

店内商品10％OFF・電池交換500円OFF
（一部商品対象外あり・修理対象外）

COCOSA 1F
move

アクセサリー全商品5％OFFCOCOSA 1F
Nastro by lipine

お会計から5％OFF
（一部対象商品を除く、他サービスとの併用不可）

COCOSA 1F
treat

先着でルコックのクリアファイルプレゼント
COCOSA 2F
ABC-MART/
ABC-MART SPORTS/Charlotte

先着20名様コスメサンプルプレゼントCOCOSA 2F
Piumagi

YUiNOポイントカードスタンプ2倍COCOSA 3F
YUiNO

上　通

並 木 坂

下　通 生ビールorソフトドリンク1杯サービスなるとキッチン

生ビールorソフトドリンク1杯サービス銀だこ酒場

浴衣着用orチラシ提示で化粧品10％OFFかじクリニック熊本

お茶・袋物1,300円以上1割引
（一部対象外商品有）

お茶のつじの

浴衣着用でグループ全員1ドリンクサービスカレーショップクレイン

浴衣着用で飲み放題・
カラオケ歌い放題・おつまみ付、
おひとり様2時間3,000円

レストランバー
スターライト熊本

浴衣着用で商品をご購入の方、
スコーン1個プレゼント（7/30・31のみ）

Angelus　パンの家

ワッフル購入の方にドリンク1杯サービスワッフルカーン
熊本下通店

店内でご飲食の方にドリンク1杯サービス
（生ビール、サワー、ハイボールのいずれか）

ネネチキン
熊本下通店

電池交換500円引き、メガネ10％OFFセコンド

ドリンク1杯サービス炭焼きグリル孫三郎
かごまち店

駕町通り

新 天 街

植物・ドライフラワー10％OFFCOCOSA 3F
GREEN NOTE-RELISH

1,000円（税込）以上お買い上げで
10％OFF(※15時以降）

COCOSA 4F
Café&Meal MUJI

メガネ・サングラス10％OFF
（ナショナルブランド・コラボ商品対象外）

COCOSA 3F
OWNDAYS

2 番 街

浴衣着用orチラシ提示で
10％OFF(一部除外品有）三国屋本店

浴衣記念撮影会！写真プレゼント堤写真館

ドリンク1杯サービスNOVEMBER

浴衣着崩れ110番よそほひの帯屋

メガネ一式5％OFFeyewearshop Visio

半熟味玉1つサービス黒亭下通店

ゆかた着付無料サービス（7/30・31）
着付時間（10：00～16：00）※要予約池田屋

浴衣着用orチラシ提示でドリンク1杯サービスセンターリバー下通店

ピアス20％OFF髙栁時計宝飾店

3 番 街

4 番 街

4 丁 目

5 丁 目

3 丁 目

①アサイーorイチゴスムージー1杯プレゼント
②スムージーを飲みに来た方がInstagram投稿で
　スペシャルチケットプレゼント
  （酵素カプセル/コラーゲンマシン/タンニングマシン
　の中からお好きなオプションを3回利用無料＆施設
　利用1回無料［レンタル5点セット付］）

ゴールドジム熊本

ファーストドリンク １杯プレゼントホテルメルパルク熊本
レストランパール

食パン1本購入につき
ミニラスク1個プレゼント銀座に志かわ熊本店

水道町

■2022 城下町くまもと ゆかた祭り　A4パンフレット［裏面］


