現在、
熊本城園内入場禁止。
だからこそ周辺施設で活性化を!!
熊本城周遊バス「しろめぐりんVOL.11」
パンフレット企画のご案内

路線図

熊本城周遊バス
しろめぐりん

謹

②

祇 園橋

⑱

熊本市北区龍田陳内 3-20-124
FAX.096-339-6655 mail@tabimook.com

担当 : 井口・中矢

熊本交通センター

③

明八橋

④

新町

⑯ (先)

⑤

蔚山町

⑮

⑥

藤崎台下

⑰ (2番)

桜の馬場・城彩苑

市役所前

⑭ 熊本ホテル
キャッスル前

⑦ 熊本交通センター

⑬ 県立美術館分館横

桜の馬場・城彩苑

⑫ KKRホテル熊本前

(6番)

⑧ (手前)

熊本城・

⑨ 二の丸駐車場

博物館・

⑪ 旧細川刑部邸前

⑩ 子ども文化会館前

◎乗車料金

エース出版株式会社

TEL.096-339-8555

商工会議所前

大人
小人

◎1日乗車券
大人 400円
小人 200円

区間運賃

熊本城周遊バス1日乗車券

150円均一
80円均一

400円
200円

観光施設の入館料が割引に

﹁しろめぐりん﹂で

⑲ ホテル熊本ニュースカイ

沿線及び

熊本駅前

熊本城周辺をPR︒

ご質問、ご不明な点などございましたら、
どうぞお気軽にお電話ください。

ANAクラウンプラザ

①⑳

熊本城周遊バス「しろめぐりん」
完全リニューアル 好評です!
パンフレット企画のご案内

熊本城復興を応
支援します︒

啓
平素は多大なるご厚情を賜り、誠に有り難うございます。
さて、熊本城周遊バス「しろめぐりん」が熊本都市バス株式
会社に運営がかわり、観光客の方はもちろん熊本県内の方々
にも広く知って頂き、手軽に市内の観光文化施設を周遊でき
る足として利用者数も順調に伸びています。
昨年4月の熊本地震により熊本城周辺道路も通行止めにな
り、
「 しろめぐりん」も運行中止になりました。５月からは熊
本駅から桜の馬場・城彩苑までの運行を行っていましたが、8
月に周辺道路の開通に伴い、
「しろめぐりん」も全線開通の運
びとなりました。
現在熊本城園内は入場禁止ですが、熊本城を一目見ようと
二の丸広場や馬具櫓手前まで旅行者・県外者も多く足を運ん
でいます。
そこで、
「しろめぐりん」パンフレットも現在の熊本城およ
び沿線沿いの新たな楽しみ方をコースで提案し回遊性を高
め、利用者増を図るためパンフレット完全リニューアル化で
新たに発刊致します。
もちろん今までのように「しろめぐりん」利用者への乗車
券セットとしての配布も続けていきます。
今まで以上に、充実した内容となっています。是非、
「 しろ
めぐりん」リニューアルパンフレットに協賛頂き、熊本城園
内開園まで私たちが熊本観光の炎を燃やし続け、活性化して
いきたいと思います。
ご検討の上よろしくお願いします。
敬 具

熊本市
内
こんな をグルッと
と
走って ころを
ます !

広告のお申込みは…

エース出版株式会社
TEL.096-339-8555

熊本市北区龍田陳内 3-20-124
FAX.096-339-6655 mail@tabimook.com

記事広告1枠（イメージ）
停留所

熊本ホテルキャッスル前

BUS STOP

熊本ホテルキャッスル前バス停 下車徒歩約2分

14 懐食 田しろ

かいしょく たしろ
Tashiro
다시로 (가이세키 요리)／怀食 田代

メ
グル

しろめぐりん掲載

Kumamoto Hotel Castle

初心者も入りやすい気軽さを備えた本格和食店
県調理師会会長で58年の料理歴を持つ店主と、国内
外で修行を重ねた二代目を中心に、見事な和モダンの融
合を遂げる「田しろ」。旬の県産食材が、サックリとした
天ぷらや、程よい酸味の押し寿司に化けていく様を眺め
る扇状のカウンターで楽しめる。

本文120文字程度

2096-323-1126
住
営
休
料

中央区城東町2-6 モアーズ3ビル1F
11:00〜14:00、17:00〜22:00
日曜
六角点心膳2,400円、大きな茶わん蒸し遊膳1,700
円、懐食だご汁(限定15食)1,000円、昼餉(ひるげ)
の懐石5,100円

住所や営業時間、
料金などのデータ

【Address】More s 3 Bldg. 1F, 2-6 Joto-machi, Chuo-ku【Hours】11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00 【Closed】
Sundays【Admission】Rokkaku Dim Sum Set ¥2,400, Large Chawanmushi Set ¥1,700, Kaishoku Dago-jiru (limited
to 15 per day) ¥1,000, Hiruge Kaiseki ¥5,100

データ及び本文の英語翻訳が入ります。

An authentic yet casual traditional Japanese restaurant run by the Chairman of the Kumamoto Cook s Association
and his son, who studied regional cuisine from around Japan. Come enjoy perfectly fried tempura and expertly
crafted sushi - our intimate counter seating is best for the full Tashiro dining experience.

熊本城復興応援特別料金
※税別価格

記事広告 1 枠 1 枠

40,000 円 → 30,000 円

時刻表下ディスプレイ広告 1 枠 1 枠

50,000 円 → 30,000 円

中面コース 1 枠 1 枠

40,000 円 → 30,000 円

POPな表紙デザインに変更後は女性客のレスポンスが向上しました!!

1

熊本城の今を伝えるガイド
熊本駅・城彩苑の観光案内所に設置。熊本城までのアク
セスを尋ねる来熊者の手に確実に渡ります。また、しろ
めぐりんチケット購入者にもお渡しします。誌面には熊
本城の今の情報が掲載されているので熊本城を見に来る
方にも便利な冊子になります。

2 小さな費用で、大きな効果

※制作費別途
※制作費別途

持ち運びに便利な

3 ポケットサイズの保存版!

「しろめぐりん」パンフレットVOL.11
折畳みサイズ210mm×100mm
(A4三つ折りサイズ)16面、
展開サイズ420mm×400mm、
オールカラー
2017年4月3日(月)
2017年4月25日(火)
2017年4月25日〜2017年10月23日
25,000部(予定)
熊本都市バス株式会社
エース出版株式会社

主な配布先
熊本城周遊バス・定期観光バス車内
城彩苑 観光案内所
熊本交通センター仮バスターミナル
熊本市役所
( 一財 ) 熊本国際観光コンベンション協会
熊本駅観光案内所
国際交流会館
熊本県観光連盟
熊本県立美術館本館／分館
県伝統工芸会館
熊本市現代美術館
こども文化会館
銀座熊本館／県福岡事務所など

しろめぐりん
公式HPにリンク
しろめぐりん公式サイトに貴店
の情報を掲載するので、ペー
パーメディアとWebメディア両
方でPRできます。

5

平日の集客、
客単価の向上が望めます
熊本市内のホテルに設置。平日宿泊の県外客の来店が
望めます。また、観光地での消費額は「せっかく、旅
行に来たんだから」という意識から、消費行動が活発
になり、また単価も高くなるお客様を取り込めます !

※制作費別途

媒体概要

広告締切
発行予定
配布期間
発行部数
発行元
編集

4

本誌は、観光客をターゲットとした媒体なので、必然的
に、食事・宿泊・お土産などの情報を求める読者層に、効
果的に貴店をアピールできます。また、掲載料もリーズナ
ブルなので、小さな費用で、大きな効果を得られます !

バッグや背広の内ポケットに入る大きさで、市内地図も
載っているので、読者にとって利用しやすい媒体です !

企画名
冊子規格

6 つの 特 長

6

多言語での店舗紹介が可能
記事広告では日本語の他に、英語表記でデータや文
章が入ります。また、中国語・韓国語での店舗名案
内も入ります。

◎設置ホテル 《市内近郊約
主な配布先

50 軒》

ジーアールホテル水道町／ジーアールホテル銀座通／東横INN熊本新市街／R&Bホテル熊本下通
／熊本ワシントンホテルプラザ／ホテルサンルート熊本／エクストールイン熊本銀座通／熊本グ
リーンホテル／ビジネスホテルシャトル／ホテル日航熊本／熊本ホテルキャッスル／ホテルオー
クス／東横INN熊本城通町筋／アークホテル熊本城前／丸小ホテル／熊本和数奇 司館／KKRホテ
ル熊本／天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本／ホテルクラウンヒルズ熊本／ネストホテル熊本
／東横INN熊本交通センター前／三井ガーデンホテル熊本／リバーサイドホテル熊本／コンフォー
トホテル熊本新市街／アパホテル<熊本交通センター南>／ホテル法華クラブ熊本／スーパーホテ
ルLohas熊本天然温泉／ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ／第三サンライズホテル／
第二サンライズホテル／熊本KBホテル／ホテルメルパルク熊本／リッチモンドホテル熊本新市街
／グリーンリッチホテル水前寺／県庁前グリーンホテル／熊本ビジネスホテル／エクストールイ
ン熊本水前寺／水前寺コンフォートホテル／ホテル熊本テルサ／スマイルホテル水前寺／東横INN
熊本駅前／ザ・ニューホテル熊本／ルートイン熊本駅前／熊本市場前クレナイホテル／JR九州ホテル
熊本／ホテル本陣

