くまもとのグリーン・ツーリズム
本パンフレットでは、訪日外国人旅行に対応できる施設名や連絡先、サービス料
金等を紹介します。
なお、掲載内容については平成２９年１月時点の情報です。

熊本県むらづくり課
平成２９年３月作成

はじめに

農山漁村地域には、豊かな自然や美しい景観、代々受け継がれた伝統芸能、新鮮な農産物を使用した
食文化や生活様式などの多彩な魅力があります。
これらの多様な資源を活用して、農作業体験や農家民泊など農村で休日を過ごす“滞在型グリーン・
ツーリズム”が近年広がってきています。
“グリーン・ツーリズム”は、消費者や都市住民に対する価値ある余暇の提供、教育旅行等の受け入れ
など、様々な癒し効果や、住民による地域資源（文化・遺構・自然等）の再認識、地域づくりへの意欲喚起
など様々な社会的活性効果が副次的に見込まれるため、地域活性化策として県内各地で取り組まれてい
ます。
熊本県では、地域の高齢化・過疎化、農林水産物の価格低迷等、農山漁村の経済的活力が沈滞する
中農山漁村の活性化を図り、併せて、都市住民、消費者、子ども達へ農業・農村の多面的な機能の周知
啓発など、グリーン・ツーリズムの取組みを支援しています。
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掲載一覧
熊本市
(1)観光農園吉次園
宇城市
(2)サンサンうきっ子みすみ
(3)不知火温泉有限会社
(4) (有）アグリパーク豊野
(5)サンサンうきっ子「宇城彩館」
(6)宮川洋蘭
美里町
(7)フォレストアドベンチャー・美里
(8)美里フットパス協会
玉名市
(9)ふるさとセンターY・BOX
山鹿市
(10)山鹿温泉観光協会
菊池市
(11)きくちふるさと水源交流館
阿蘇市
(12)道の駅阿蘇（ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所）
南阿蘇村
(13)一般社団法人 みなみあそ村観光協会
(14)田上観光ぶどう園
(15)南阿蘇ふれあい農園
(16)ノースグレープファーム
(17)南阿蘇トーマス農園
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(18)道の駅「あそ望の郷くぎの」
(19)あか牛の館
(20)物産館「自然庵」
(21)体験民宿なかむら牧場
(22)古民家の宿「野わけ」
八代市
(23)DMOやつしろ
(24)五家荘緑紅
水俣市
(25)みなまた観光物産協会
人吉市
(26)古時香
(27)郷土の家庭料理ひまわり亭
湯前町
(28)語らいの宿ねこの家（湯前町）
球磨村
(29)田舎の体験交流館さんがうら
(30)ランドアース
(31)球磨川リバーサイドキャンプ場
天草市
(32)農事組合法人「宮地岳営農組合」
(33)御所浦アイランドツーリズム推進協議会
(34)天草宝島観光協会

番号 取り組み類型

施設名

連絡先（住所・電話・email）

提供サービス・料金等

観光農園 吉次園

熊本市北区植木町木留556-1
096-273-2544
info@kichijien.co.jp

苺（１２月～５月）、ぶどう（７月～９月）、梨（８月～１０月）、みか
ん（９月～１１月）、りんご（８月～１１月）、柿（１０月～１１月）の収 中国語（繁体語）のパンフレットがあ
http://www.kichijien.jp/
穫体験ができます。
ります。
食べ放題・持ち帰りコースがあります。

(2) 農産物直売所 サンサンうきっ子みすみ

宇城市三角町三角浦1160-179
0964-53-4188

宇城・三角地域の農産物や食料品をそろえた道販所です。
特に、温州みかんや発祥の地であるデコポンが有名で、胡蝶蘭
も特産品となっています。

http://www.jauki.or.jp/tyokubai.h
tml

(3) 農産物直売所 不知火温泉有限会社

宇城市不知火町永尾1910-1
0964-42-3300

温泉入浴料大人１名５００円子供１名２００円家族風呂入浴料別
途５０分１０００円～１５００円レストランあさり貝汁定食９８０円お
刺身定食１３５０円物産館かんきつ類９月中～７月デコポン１２月
中～４月上ぶどう７月～９月農産物は時価販売

http://www.shiranuhi-spa.co.jp/

(4) 農産物直売所 (有）アグリパーク豊野

宇城市豊野町山崎599
0964-45-2339

敷地内にあるバイキングレストラン「あぶみ野」で地元で採れた
野菜、果物、馬肉を中心とした郷土料理の提供料金大人１２００
円７５才以上と小学生～４才８８０円３才未満無料

http://agriparktoyono.net/publics/index/12/

宇城市松橋町久具757-3
0964-34-0377

野菜、果物の品揃えが豊富。持ち帰り
デザートにジェラートも大人気。
シングル ２７０円 ダブル ３７０円

http://ukisaikan.jp/

宇城市三角町戸馳397
0964－53－0752

ハウスで咲いた洋蘭を乾燥してガラスの中にアレンジしてオリジ
ナルのフラワーギフト（記念品）が作れ、持ち帰ることができま
す。
英語対応が出来ます。
（料金）
ミニガラス 1,800円（税別）
通常ガラス 3,000円（税別）
豪華ガラス 5,000円（税別）

http://www.livingorchid.com/

利用条件小学４年生以上または身長１４０cm以上体重１３０kgま
で
英語の案内板があります。
予約制となっております。
※詳しくはホームページでご確認下さい。

http://fa-misato.foretaventure.jp/

(1) 観光農園

(5) 農産物直売所

サンサンうきっ子
「宇城彩館」

(6) 観光農園

宮川洋蘭

(7) アクティビティ

熊本県下益城郡美里町畝野
フォレストアドベンチャー・美 3081-1
080-8387-3310
里
misato@foret-aventure.jp

(8) アクティビティ

美里フットパス協会

外国人向けサービス

HP

熊本県下益城郡美里町馬場749フットパスは地域に残る素晴らしい農村景観などを楽しみながら
英語を話せるガイドをご紹介します
1
歩く、新しい観光です。現在１５コースを開設。イベントに参加、セ
https://misatofp.jimdo.com/
（有料）
0964-53-9997
ルフで歩く、ガイドを予約して歩く等の方法があります。
mfa@town-misato.net
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番号 取り組み類型

施設名

連絡先（住所・電話・email）

提供サービス・料金等

外国人向けサービス

HP

(9) 農産物直売所 ふるさとセンターY・BOX

玉名市横島町横島1716
0968-84-3700

横島が誇るいちご、トマト、ミニトマトや、地元の新鮮な野菜など
を販売しています。12月～5月頃にはいちご狩り（食べ放題で時
間制限なし）もできます。（要事前予約、小学生以上1500円、幼
児500円）

(10) 観光案内

山鹿温泉観光協会

熊本県山鹿市中央通510-2
観光・温泉案内
0968-43-2952
宿泊施設紹介（キャンプ場含む）
y-kankoukyoukai@viola.ocn.ne.jp 体験案内（収穫体験含む）

(11) その他

きくちふるさと水源交流館

菊池市原1600番地
0968-27-0102
kirari@suigen.org

(12) 観光案内

阿蘇市黒川1440-1
道の駅阿蘇（ＡＳＯ田園空間
0967-35-5077
博物館総合案内所）
denku-y@aso-denku.jp

(13) 観光案内

一般社団法人
みなみあそ村観光協会

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石 草莓的收获体验（１２月中旬～５月中旬）。有边采边吃和采摘两
パンフレット
2807番地
种方式。
（英語、韓国語、中国語）
0967-67-2222
新开业了甜品店。

http://minamiasokanko.jp/

(14) 観光農園

田上観光ぶどう園

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字白川 入園無料
１kg １２００円ー１５００円
651番地1
（ぶどう）９月ー１０月
0967-62-1522

（なし）

(15) 観光農園

南阿蘇ふれあい農園

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字一関 イチゴ（１２月中旬～５月中旬）の収穫体験ができます。食べ放
題プランとつみ取りプランありスイーツ店を新しくオープンしまし
1273番地1
た
090-2717-4478

(16) 観光農園

ノースグレープファーム

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田 ぶどう狩り体験（９月）入園無料収穫したブドウは１kg当たり１２５
英語、中国語での簡単なぶどう狩り http://userweb.www.fsinet.or.jp/
０円の量り売りぶどうを使ったジュース、ソフトクリーム、レーズン
858番地
の説明文あり
dorimu/
などの加工品も有り１０名以上は要予約
0967-62-9051

（なし）

http://www.ykankoukyoukai.com/

日本ならではの田舎にある施設。自然豊かな里山を感じる体
験、食事、宿泊を提供。人気の体験は農業用水路をカヤックで
韓国語通訳常駐
下る「イデベンチャー」や地域を散策するフットパス、竹細工、郷
土料理など。相談受けます。

http://www.suigen.org/

観光案内、お買い物、休憩室・ｗｉｆｉ・駐車場・駐輪場・給水場・２４
英語フランス語中国語でのご案内
時間トイレ・電源共有設備・電気自動車・バイク充電設備、一時
（現地スタッフによる）
荷物預り

http://www.aso-denku.jp/
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英語や中国語の案内板あり

http://www.fureainoen.com/

番号 取り組み類型

施設名

連絡先（住所・電話・email）

提供サービス・料金等

外国人向けサービス

(17) 観光農園

南阿蘇トーマス農園

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字中松 いちご（１２月～５月）までいちご狩りが出来ます
90番地
入園料は無料です。
090-1925-1477
つみ取、たべ放題コースもあります。

http://www.asonavi.jp/spots/det
ail/2414

(18) 農産物直売所

道の駅
「あそ望の郷くぎの」

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石 食事処あじわい館、芝生広場と無料ドッグラン、湧水「古代の
あじわい館の食事は、英語での簡
2807番地
泉」、久木野パークゴルフ場、物産販売所「旬鮮あじわい館」・あ
単なメニューを用意
0967-67-3010
か牛の精肉販売・焼肉レストラン「あか牛の館」。

http://asokugino.jp/asobou.html

(19) 農家レストラン あか牛の館

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石
2815番地
和牛「あか牛」の焼肉が楽しめます。
0967-67-0848

(20) 農産物直売所 物産館「自然庵」

営業時間 ＡＭ9：00～17：00
休館日 不定休
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字白川
農産加工品・土産品・
2096-1
ミネラルウォーター販売
0967-62-3303
駐車場 大型バス10台 普通車100台
駐車可能

(21) 農林漁家民宿 体験民宿 なかむら牧場

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字一関
１泊２食（農業体験、温泉料込）９０００円（４、５月、９月+１０００
858番地
円）
0967-62-9019

(22) 農林漁家民宿 古民家の宿「野わけ」

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 基本素泊まりですが平日￥３０００～￥３５００休祭日前￥４０００
～￥４５００朝食付き（パン、コーヒー、サラダ）です。（夕食はあり
3617番地8
ません。）
0967-67-0744

(23) 観光案内

DMOやつしろ

八代市上日置町4774− 2
0965-31-8200

やつしろ舟出浮き
・4月中旬～11月末
・30,000円（5名）～
1名追加毎に5,000円追加
一艘に10名程度までの乗船
・※1週間前までの要予約

(24) アクティビティ

五家荘緑紅
（ごかのしょうりょこう）
代表：橋崎 晋吾

八代市泉町椎原148-2
TEL:090-1976-1812
FAX:096-300-3845
Email:schingo.tk@gmail.com

・五家荘での九州脊梁トレッキング(登山)
･1月～12月
・1グループ30,000円～
･行程などの条件によって料金は変化します
・送迎あり

-5-

HP

英語・中国語・韓国語のメニューが http://www.asoあります。
kugino.jp/akaushi.html

http://shizenan.asohakusui.com/

Wi-Fi利用可外国人受入可特に外
https://ja国人用のサービスはありません。コ
jp.facebook.com/nakamura.bokuj
ミュニケーションは翻訳アプリを利
yo/
用している。

http://minamiasokanko.jp/yado/
nowake.html

多言語マップ有り

http://www.dmo8246.jp/ja/

通訳案内士によるガイド

https://gokanosho.com/

番号 取り組み類型

施設名

連絡先（住所・電話・email）

提供サービス・料金等

外国人向けサービス

(25) 観光案内

みなまた観光物産協会

熊本県水俣市初野305-1
電話0966-63-2079
info@minamata-kbk.or.jp

・各種観光案内
・レンタカー・サイクル手続き

英語、中国語、韓国語のパンフレッ
http://minamataト設置あり。
kbk.or.jp/index.php
英語通訳あり。

(26) 農林漁家民宿 古時香

(27) 農家レストラン

郷土の家庭料理
ひまわり亭

(28) 農林漁家民宿 語らいの宿 ねこの家

熊本県人吉市下原田町字嵯峨里
1439-2
○アイガモでの米作り（６月～９月）○山菜収集して料理
0966-22－6535

熊本県人吉市矢黒町1880-2
TEL:0966-22-1044
Email:h-setsu@giga.ocn.ne.jp

HP

英語中国語（普通話）韓国語の案内
（なし）
板があります。

地元のお母さんたちによる安心・安全で真心こもった手作り料理
ハラルやベジタリアンメニューもご
を楽しめるレストラン。メニューは定食1080円、月替わり御膳
相談下さい。
1620円。

http://himawari-tei.com/

【ねこの家（自宅）】
ピザ体験（野菜の収穫から）
竹筒で焼くパン・竹めし（要予約）
熊本県球磨郡湯前町2102番地1 五木で習った自然薯そば
080－2750－2020
【山小屋】
８０名収容の山小屋の山小屋（焼肉他）
ホタル観賞（５月中旬～６月下旬）
そうめん流し（７月～９月）

（なし）

http://www.sangaura.com/

(29) 農家レストラン

田舎の体験交流館
さんがうら

熊本県球磨郡球磨村大字三ケ浦
乙629-3
食事として、田舎料理（郷土料理）を提供します。
0966-32-0443
食事代1食1,000円。
sangaura@kmbb.jp

(30) アクティビティ

ランドアース

熊本県球磨郡球磨村大字渡乙
1379-1
0966-34-7222

(31) キャンプ場

・コテージ宿泊１棟５名まで￥１７０００（税別）
・オートキャンプ１泊￥４０００（税別）
熊本県球磨郡球磨村大字三ケ浦
・ＢＢＱ（食材込）大人１名￥２５００（税別）
球磨川リバーサイドキャンプ
乙1534
・ピザ体験１名１枚￥１５００（税別）
場
0966-33-0002
・ラフティング￥５５００（〃）
※１０名以上団割有

１dayラフティングツアー￥１３８００（税込）
１/２dayラフティングツアー￥８０００（税込）
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web予約英語対応英語対応ガイド
乗船販売用ＤＶＤ海外発送団体割り http://www.landearth.co.jp/
引き有り

http://kumacamp.com/

番号 取り組み類型

施設名

農事組合法人
(32) 農林漁家民宿
「宮地岳営農組合」

(33) 農林漁家民宿

(34) 観光案内

連絡先（住所・電話・email）

提供サービス・料金等

天草市宮地岳町5434-2
0969-27-8933

農事組合法人「宮地岳営農組合」では、交流事業を拡大・定着す
ることを目的に組合員18戸が農家民宿を開業、県内外から交流
客を受け入れています。
民泊料金＝6,500円（２食付）
体験料金＝2,000円（体験のみ）～5,000円（昼食込み）

天草市御所浦町牧島219-2
御所浦アイランドツーリズム
0969-67-1080
推進協議会
m-h1954@theia.ocn.ne.jp

天草宝島観光協会

外国人向けサービス

HP

http：//www.miyajidake.jp/

台湾からのお客様の受け入れ実績
漁業体験と化石発掘体験を主軸とした島での生活体験を実施し があり、一部のジオパークサイトに
http://www.goshoura.org/
ています。
は、英語、中国語、韓国語の案内
板もあります。

天草市中央新町15-7 天草宝島
外国語パンフレット設置
国際交流会館ポルト内1階
イルカウォッチングや農家民宿の紹介など様々なグリーンツーリ
（英・韓・中国語）
0969-22-2243
ズムをご案内できます
外国語での案内（英・韓）
info@t-island.jp
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熊本県内MAP

小国町
和水町
山鹿市
(10)

南小国町

南関町

産山村

菊池市
(11)

荒尾市

阿蘇市
(12)

長洲町 玉名市
(9)
玉東町

合志市

大津町

菊陽町
西原村

熊本市
(1)

南阿蘇村
(13）～(22)

益城町
嘉島町
御船町

宇土市

山都町

甲佐町
宇城市
(2)～(6)

美里町
(7)(8)

氷川町
苓北町
八代市
(23)(24)

上天草市

五木村

天草市
(32)～(34)

水上村
山江村

相良村

芦北町
球磨村
(29)～(31)

湯前町
(28)

津奈木町
あさぎり町 多良木町
水俣市
(25)

人吉市
(26)(27)
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錦町

高森町

JNTO認定外国人観光案内所
観光案内所については、観光庁が定めた「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針（平成24年1月制定、平成26年8月改
定）」に基づき、JNTOで外国人観光案内所の認定を行っています。県内で認定された案内所は以下のとおりです。
案内所名
桜の馬場 城彩苑総合観光案内所
熊本駅総合観光案内所（西口）
熊本駅総合観光案内所（東口）
宇城市観光物産協会 観光案内所
阿蘇インフォメーションセンター
阿蘇くまもと空港総合案内所
(公財）阿蘇火山博物館
道の駅 阿蘇
九州自動車道 北熊本サービスエリア 下り線 インフォメーション
九州自動車道北熊本サービスエリア上り線インフォメーション
九州自動車道宮原サービスエリア下り線インフォメーション
九州自動車道宮原サービスエリア上り線インフォメーション
熊本フェリー株式会社 熊本支店
観光ほっとプラザ たまララ
人吉市観光案内所
株式会社 阿蘇ファームランド
一般社団法人 みなまた観光物産協会
※区分（カテゴリー）について
認定区分と、それぞれ主な基準は次の通りです。
カテゴリー2
少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐。広域の案内を提供。
カテゴリー1
常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可能。地域の案内を提供。
各案内所の詳細については以下のアドレスでご確認ください。（英語のページです）
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/travel/guide/voffice.php
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カテゴリー※
カテゴリー２
カテゴリー２
カテゴリー２
カテゴリー１
カテゴリー２
カテゴリー２
カテゴリー２
カテゴリー２
カテゴリー１
カテゴリー１
カテゴリー１
カテゴリー１
カテゴリー１
カテゴリー１
カテゴリー１
カテゴリー２
カテゴリー１

