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1. 八千代座
2. 通潤橋
3. 草千里から望む阿蘇中岳
4. 熊本城天守閣
5. 青井阿蘇神社
6. 天草五橋
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　 九州産業交通ホールディングス株式会社

　 九州産交バス株式会社

　 九州産交ツーリズム株式会社

　 九州産交ランドマーク株式会社

　 九州産交リテール株式会社

株式会社 KASSE JAPAN

　 九州産交プランニング株式会社

　 九州産交カード株式会社

　 産交バス株式会社

　 九州産交オートサービス株式会社



九州産業交通株式会社設立

熊本整備工場発足

阿蘇山上にてロープウェー事業開始

貸切バス営業所設置

全日本空輸株式会社と総代理店契約を締結し、航空代理店業開始

旅行業営業開始

熊本交通センター開業

レストラン・売店事業営業開始

空港レストラン、喫茶、売店開設                   

九州自動車道利用の高速特急ひのくに号運行開始

熊本フェリー株式会社設立

熊本～島原間高速カーフェリー　オーシャンアロー就航

HISグループ傘下となり、新企業理念を策定

九州産業交通ホールディングス株式会社を持株会社として、
３つの事業会社へ分社化

バス・整備事業の拠点を熊本市上代に移転、新社屋（西部車庫）落成

県内の民間バス事業者３社にて熊本都市バス株式会社を設立

熊本桜町再開発準備株式会社を設立

株式会社エイチ・アイ・エスが親会社となる

桜町再開発事業の着工

九州産交リテール株式会社設立

株式会社KASSE JAPAN設立

九州BMサービス株式会社設立

九州産交プランニング株式会社設立

九州産交リテール株式会社が肥後リカー株式会社と株式会社華まる堂をM＆A

九州産交カード株式会社設立

桜町新施設開業
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　当社の前身である九州産業交通株式会社は、「熊本の産業振興会社になる」という創業理念を掲げて1942年

（昭和17年）に運輸業を開始しました。2006年（平成18年）には持株会社体制に移行し、交通事業、観光事業、飲食・

物販事業、不動産事業等をコア事業として、“新生・ 九州産交グループ”として生まれ変わりました。

　熊本には、九州の中央に位置する地理的優位性があり、豊かな自然や食文化、そして数々の歴史遺産などの観光

素材が豊富にあります。2011年（平成23年）の九州新幹線の全線開業、2012年（平成24年）の熊本市の政令市移行、

2020年（令和2年）の阿蘇くまもと空港の運営の民間委託や八代港（くまモンポート八代）の整備など、交流人口の増大

や都市ブランド力の向上のための基盤が整いつつあります。

　また、熊本は、2016年（平成28年）4月に震度7（九州では初）の地震が2度発生する「熊本地震」を経験しました。

当時、当社の次世代の事業基盤となる桜町再開発事業の真っただ中でありましたが、行政や経済界のご支援をいただき

2019年（令和元年）に完成させることができました。

　当社グループは、「桜町複合施設」の完成を第二創業元年として位置づけ、これらの事業環境を活かして、既存事業を

深耕するとともに周辺事業や新規事業を探索することで成長へのアクセルを踏み込みます。

　この成長エンジンである「桜町複合施設」は、旧熊本交通センターの3万㎡の敷地に熊本市が整備した熊本城ホール、

バスターミナル、商業施設（SAKURA MACHI Kumamoto）、ホテル、宴会場、オフィス、住宅、駐車場、シネコンを

有する複合施設です。桜町再開発事業は、熊本地震からの復興のシンボルとして、熊本のまちなかのにぎわい拠点、

県内外からの人々の交流拠点、そして世界に対する熊本の情報発信拠点を目指しています。さらには、周辺エリアの

不動産開発と相まって、熊本市中心市街地の活性化、ひいては観光立県熊本の実現に貢献

してまいります。

　私たち九州産交グループは「顧客本位のサービスを提供することにより、地域とともに繁栄

し、社会の発展に貢献する」を企業理念に掲げ、皆様のニーズと期待にお応えしてまいります。

　2020年４月１日

代表取締役社長

九州産業交通ホールディングス株式会社

矢田 素史
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高森町民バス

小国郷循環バス
「ぐる～っとバス」

南阿蘇村「ゆるっとバス」人吉市「じゅぐりっと号」水俣市「みなくるバス」
本渡市街地循環バス
「のってみゅうかー」

上天草市循環バス
「SUNまりんバス」

菊陽町町内巡回
「キャロッピー号」

玉名市街地循環バス
「メロディー号」

光の森営業所

熊本桜町バスターミナル

阿蘇火口線

八代市街地循環バス
「みなバス・まちバス
・ゆめバス」

宇土市コミュニティバス
「行長しゃん号」

県民の皆様の足として、熊本県内のほぼ全域をカバーする路線バスネットワークを展開しています。

熊本都市圏の渋滞緩和や環境問題がクローズアップされているなかで、環境にやさしい公共交通機関

の要として、路線バスネットワークの充実化を通じて地域社会に貢献してまいります。

路線バスを皆様に快適にご利用していただくために、産交バスではさまざまな取り組みを進めています。

例えば、各バス・電車事業者と共通の「わくわく1ｄａｙパス」、高齢者向け定期券サンコーパス６５や期間限

定の子供向け定期券キッズパスなどお得で利便性の高い商品の開発、車いすご利用の方やご高齢の方

が安心してご乗車いただけるようスロープ付きのノンステップバスやワンステップバスを導入してお

ります。また、ドライブレコーダーを活用した安全教育やアイドリングストップ＆スタートシステムの導入

によりエンジンカットをより積極的に実施し、デジタルタコグラフを活用したエコドライブの推進による

地球温暖化防止対策に取り組んでいます。

さらに、都市部の渋滞緩和や二酸化炭素排出量の削減などを目的として、パーク＆バスライドを積極的

に推進。県内9ヶ所に駐車場及び駐輪場を設け、バスをご利用のお客様に無料または割引価格で提供し

ています。

便利で快適なバス環境づくりに取り組んでいます

県内各地でさまざまなバスを運行しています

路線バス

〒860-0068　熊本市西区上代四丁目１３番３４号
ＴＥＬ：096-325-8243　　ＦＡＸ：096-323-7301
http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/



福岡 福岡空港

神戸

大阪
京都

長崎

天草（本渡）

鹿児島 宮崎

延岡

阿蘇

新八代
熊本

別府
大分黒川温泉

高森

人吉

佐世保

高速バス

コンビニエンス事業

＊熊本-福岡（福岡空港） ひのくに号
＊熊本-長崎 りんどう号
＊熊本-佐世保 さいかい号
＊熊本-宮崎 なんぷう号
＊新八代-宮崎 B&Sみやざき
＊熊本-鹿児島 きりしま号
＊福岡-宮崎 フェニックス号
＊熊本-大分 やまびこ号
＊熊本-延岡 たかちほ号

＊福岡-阿蘇 ASOエクスプレス号
＊福岡-黒川温泉
＊熊本-高森 たかもり号
＊熊本-天草（本渡） あまくさ号
＊熊本-阿蘇・黒川温泉・湯布院・別府
 九州横断バス
＊熊本-阿蘇 Aso-go
＊熊本-人吉 ひとよし号

＊熊本-神戸・大阪・京都 サンライズ号
＊熊本-大阪・京都 あそ☆くま号

「@バスで」は九州高速バスのポータルサイトです。
九州のバス情報はもちろん、高速バスの予約
（ハイウェイバスドットコム）もできます。

発車オ～ライネットは、全国４００路
線以上から選べる高速バス・夜行バス
のインターネット予約サイトです。

海外のお客様向けに九州の観光情報の
提供や高速バスの予約を行える自社運
営の英語サイトです。

営業所に隣接する地域住民の皆様に、商品・

サービスの提供を通じ、お客様や地域社会に

「より良い生活」を提供し、毎日を新鮮さにあふ

れた楽しいものにしていくことを目指します。

夜間高速バス九州都市間バス

速い、便利、安心

九州主要都市、近畿都市と
　　　　熊本をダイレクトに結びます

ファミリーマート光の森店

【店舗名】

 ・ファミリーマート光の森店
  （菊陽町津久礼）

 ・ファミリーマート上代店
  （熊本市西区上代）

 ・ファミリーマートサクラマチ店
  （熊本市中央区桜町）



除菌バス種
車
全

インフルエンザ・ウイルス対策車

〒８６１－５２８７　熊本市西区小島八丁目１６番１号

専属ガイドによる親切・丁寧な接客サービス

火の国 をモチーフにしたカラーリング
九州でも有数な保有台数
お客様の人数に応じた車種

ご用命・お問合せは、お気軽にお電話ください。 営業部（熊本） TEL:０９６－３２５－１１８１ FAX：０９６－３２５－０５５９

大型 ５５人乗り
中型 ４０人乗り
小型 ２５人乗り

●除菌スペクトルが広く、確実な衛生管理を実現。除

菌水（弱酸性次亜塩酸水）を噴霧することにより、イ

ンフルエンザ・ノロウイルス・O-１５７等の菌を不活

性化させ、花粉症のアレルギーの症状を抑制する効

果もあります。

●乾燥によるのど、肌荒れ防止効果、マイナスイオン

によるリラックス効果、静電気除去効果などバラン

スの良い加湿機能があります。

●新たな香りを付け加えるのではなく空気中の嫌な

臭いの基を分解し、バス独特の臭い自体を消臭しま

す。車内はいつもフレッシュな空気に満たされます。

貸切バス事業者安全性評価認定制度は、
日本バス協会において、安全性や安全の
確保に向けた取り組み状況について評
価認定を行うものです。貸切バス事業者
の安全性の確保に向けた意識の向上や
取り組みの促進を図り、より安全な貸切
バスサービスの提供に寄与することを目
的としています。

バス旅を知り尽くした九州産交が企画
募集する「ナイスデイツアー」では、お気
軽日帰りツアーから、の～んびり宿泊ツ
アーと、様々な方のニーズに合ったバス
ツアーを企画しております。
例えば、グルメ・観劇・観光地巡り・スポー
ツ観戦といったように、バラエティーに
富んだバスツアーを取り揃えております
ので、友人・ファミリー・気の合う仲間達
と、ぜひ一度ご参加ください。
社員一同、心よりお待ちしております。

高い安全性と確実な除菌効果を両立。
車内はいつも快適空間。

安全性評価認定
事業者です。

バスツアー事業

貸切バス事業者
安全性評価認定とは？

日本で初めて保有貸切バス全車に
除菌効果機能を搭載した除菌バス（ハイクロミスト）
インフルエンザ・ウイルス対策車を導入いたしました。

TEL：０９６－３２５－１１８１
http://www.sanko-kashikiri.net/index.php

FAX：０９６－３２５－０５５９

貸切バス

運転士やバスガイド等、貸切バスの運行
に携わる全スタッフがＡＥＤの取り扱い
についての講習を受け、万が一のときに
備えます。「もしもの時にも、お役に立ち
たい」という九州産交グループ全員の想
いを込めてお客様に安心、安全の旅を
提供していきます。

全車AED
（自動対外式除細動器）

搭載!！
2012年より全ての貸切バスに
ＡＥＤを搭載いたしました。



テレビ（DVDデッキ）
カラオケ装置
冷蔵庫
湯沸器

座席定員 / 53人
客　　席 / 45席
補  助  席 /８席
（３８°フリーロック式リクライニング）
シ  ー  ト / 11列
サロン式9.10列目
（７台、５４名乗バスのみ）
車輌全長 / 11.99ｍ
車輌全幅 / 2.49ｍ
車輌全高 / 3.79m
中二階構造

座席定員 / 40人
客　　席 / 33席
補  助  席 /７席
（３８°フリーロック式リクライニング）
シ  ー  ト /８列
サロン式６列目（シート７列）
（２台３３名乗バスのみ）２８席＋補５席
車輌全長 / 8.99ｍ
車輌全幅 / 2.49ｍ
車輌全高 / 3.50m

座席定員/49～60人
客　　席/45～49席
補 助 席/  ０～11席
（３８°フリーロック式リクライニング）
シ ー ト/11～12列
車輌全長/12.00m
車輌全幅/2.49m
車輌全高/3.54ｍ

座席定員 / 25人
客　　席 / 25席
（３８°リクライニング）
シ  ー  ト /６列
  サロン式へ変更可能
車輌全長 / 6.99ｍ
車輌全幅 / 2.30ｍ
車輌全高 / 3.27m

テレビ（DVDデッキ）
カラオケ装置
冷蔵庫
湯沸器

テレビ（DVDデッキ）
カラオケ装置
冷蔵庫
湯沸器

テレビ（DVDデッキ）
カラオケ装置
冷蔵庫
湯沸器

大型バス（サロンタイプ） 大型バス（標準タイプ・49 シートタイプ）

中型バス 小型バス

用途、ご利用人数に応じて多彩なバスをご用意します
全車種「衝突防止補助システム」、
　　　　　　　　 および「ドライブレコーダー」搭載



一度は行ってみたい豪華客船の旅や、カジュ

アルに楽しめる船旅まで、国内・海外の楽しい

船旅をご案内いたします。気持ちが豊かにな

れる時間を味わってみてください。九州産交

ツーリズムはお客様の水先案内人です。

熊本にはさまざまな旅のテーマになるような

人物・歴史・文化・趣味があります。そんな魅力

を発信する旅のご協力とお手伝いをします。

熊本発着の台湾・韓国の旅はもちろんのこ

と、海外旅行は九州産交ツーリズムにお任せ

ください。世界を知り抜いたHISグループの一

員として、強固な海外ネットワークと熊本に

根ざし培ってきた経験と伝統で、安心サポー

トいたします。また、HISの商品はもちろん、

JTBなどの他社パッケージ商品も多数とり揃

えております。

熊本の旅から、世界の旅へ。

九州産交ツーリズムは、海外旅行・国内旅行・趣味の旅行・クルーズ・

ブライダルといったテーマのある旅行、全国大会などのイベントサポート、

国際航空券やホテル・旅館への宿泊といった旅行など、

さまざまな形の旅行をご提供することで、

お客様に心の豊かさをお届けします。

熊本で開催される全国大会は、熊本の「食」、

「文化」、「伝統」などさまざまな魅力をアピー

ルする良い機会です。“元気な熊本”を見て、感

じてもらい、再び熊本に訪れたくるような大

会運営を強力にサポートします。

ビジネスジェットは定期便の就航していない

空港へ発着出来たり、ビジネス利用だけでなく

プライベート利用も可能です。お客様のご利用

の仕方でさまざまな可能性が広がります。

多様化するニーズにも柔軟に対応し、児童・

生徒の学ぶ心を広げる修学旅行や校外学習、

海外ホームステイ体験などにも積極的に取り

組んでいます。

航空機・JRを利用したプランも九州産交ツー
リズムにお任せください。北海道・沖縄など一
度は行ってみたい観光地、東京・大阪のテー
マパーク、ビジネスをサポートする飛行機+ホ
テルパックなど、さまざまな旅行商品をご準
備しています。

TEL：096-325-1221
https://www.kyusanko.co.jp/ryoko_top/

FAX：096-355-1296
〒860-0806　熊本市中央区花畑町4番3号　太陽生命熊本ビル9階

熊本県内のツアーから、日本全国、そして世界へ
　　さまざまな旅行をプロデュースしています

旅行事業

募集型企画旅行・パック旅行

テーマ型旅行

ANA
Business Jet
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ドーミーイン●

桜の馬場 城彩苑● 熊本城

市民会館
シアーズホーム
夢ホール

花畑
公園

りそな銀行

太陽生命熊本第二ビル

花畑
広場

辛島
公園

●パスート24

NHK

・ 旅行事業部/本社営業所

・ 地方創生事業部

企画販売課
法人団体営業課
九州産交エージェントセンター

九州ツーリストセンター

（太陽生命熊本ビル内）

・ 九州産交トラベルカウンター
・ くまモンビレッジ
（SAKURA MACHI Kumamoto2階）

・ 天草旅行センター
（本渡バスセンター内）

● 
天草市民
センター

至瀬戸大橋

本渡運動公園
陸上競技場
　　　●

●本渡港

●天草市役所

SAKURA 
MACHI 
Kumamoto

■旅行事業部／本社営業所　■九州産交トラベルカウンター
■地方創生事業部　　　　　■くまモンビレッジ ■天草旅行センター ■ミオ・カミーノ天草

TEL :０９６ー３２５ー８２４０

法人団体営業課
 (法人・団体・教育旅行）

本社営業所
熊本市中央区花畑町4番3号

天草旅行センター

TEL :０９６９ー２４ー３１５１
天草市南新町６番

ミオ・カミーノ天草

TEL :０９６９ー３３ー９５００
上天草市松島町合津6215-17

地方創生事業部

TEL :０９６ー３２５ー8226

九州ツーリストセンター

TEL :０９６ー３００ー５５３５

九州産交トラベルカウンター
（SAKURA MACHI Kumamoto2階）
TEL :０９６ー３２５ー3535

九州産交エージェントセンター
 (代理店）
TEL :０９６ー325ー1255

「路線バス」と地域に根付く「観光素材」を組み合わせた『ロ
バの旅』をはじめ、消費者ニーズに応えた着地型旅行商品
をご提案します。

「観光」というテーマに向かって、新たな価値の創造を地域行政・地域観光関連団体とともに促進していきま

す。地域外の需要取り込みや交流人口を拡大させることで、消費拡大・地域活性化による地域経済の好循環

を生み出すことを目的とします。

1. 着地型旅行商品の造成・受付

旅行者がどのような理由で旅行・行程を決定するのか、お
客様の立場に立って考えるとともに、新しい視点での観光
動線の開拓を行います。

2. 観光動線の研究・開拓

モノ・サービスを販売する上で重要となってくるのがマー
ケティング戦略です。お客様に対して、どのような商品をど
こでいくらで売るのか、どのようにPRしていくのかを考え
つつ、造成した商品の販売促進につなげます。また、事業者
へのプロモーションや営業・メディア操作による誘客PRも
合わせて行います。

3. 商品流通の理解と活用

地域の活性化のためには、観光分野に特出した人材の育
成が必要になります。自立した「稼げる」地域を作るための
講演会を開催しながら、人材の育成をお手伝いさせていた
だきます。

5. 各種セミナー・人材育成

地域の動向を調査し、その地域に適した観光地経営・商品
造成にかかる事業展開をご提案させていただきます。地域
の特色を引き出し、方向性づくりも合わせて実施します。

4. コンサルティング業務

「くまモンビレッジ」・「ミオ・カミーノ天草」を運営。「くまモ
ンビレッジ」はサクラマチクマモト2階にあり熊本県内各
地の魅力を熊本県の営業部長兼しあわせ部長の「くまモ
ン」が紹介する情報発信施設です。「くまモン」は毎週、火
曜、木曜、日曜に登場します。
「ミオ・カミーノ天草」は上天草市前島にあります観光交流
拠点施設です。天草地域の観光客の交流を促進し地域活性
化につなげることを目指しています。

6. 観光施設運営

地方創生事業



オリジナルグッズ

航空代理店事業

阿蘇山ループシャトル

世界で唯一、
　生きている地球を体験できます

ANAのグランドハンドリング

http://www.kyusanko.co.jp/aso/

世界最大級のカルデラ火山として活動中の阿蘇中岳。

火口見学には阿蘇山ループシャトルバスをご利用ください。

火山灰で作った「オリジナルグッズ」も絶賛販売中です。

阿蘇くまもと空港で、カウンターでの搭乗手続き、
搭乗ゲートでの案内、地上での航空機誘導、手荷
物や貨物の搭降載、航空貨物カウンター受付等の
ANAのグランドハンドリングを一手に引き受け、安
全・安心・あったかな空の旅を提供しています。



お客様に感動を、九州横断クルーズ
高速カーフェリー「オーシャンアロー」は、従来６０分かかっていた熊本港～島原港

の所要時間を半分の約３０分に短縮。船内は、ゴージャスなラウンジやリクライニン

グシート付きのキャビンをはじめ、潮の香りをいっぱいに感じることができるオー

プンデッキなどすべて高級感にあふれた仕様になっており、快適な海の旅をお楽し

みいただくことができます。また、高速カーフェリーでありながら、大型バス９台また

は乗用車５１台を搭載可能で、大規模なバスツアーなどにもご利用いただけます。

●乗用車５１台／大型バスの場合9台

●旅客定員４３０名

●全長約７２ｍ／幅１３ｍ／１６７４総トン

●最高速力３０ノット（約５５ｋｍ/ｈ）

4０９６－３１９－４６３１お問い合せ

ベイサイド港カフェ
OPEN ８：３０　CLOSE １７：３０

ご予算に合わせて団体お弁当も承ります。

～港の手作りレストラン～

九州限定商品や、熊本ラーメンなど
多数取り揃えております。

香梅・熊本菓房・
くまもと銀彩庵など
熊本を代表する
メーカーの商品を
販売しております。

熊本港フェリーターミナル内

矢のように走る
高速カーフェリー
TEL：０９６－３１１－４３３０
http://www.kumamotoferry.co.jp/

〒８６１－５２７４　熊本市西区新港一丁目2番

オーシャンアロー 予約センター　TEL：０９５７－６３ー８００８　FAX：０９５７ー６５ー０７０３

FAX：０９６－３１１－４４５６



〒860-0805　熊本市中央区桜町3番10号  SAKURA MACHI Kumamoto B1F
TEL：096-325-1219　　FAX：096-355-5541
https://sakuramachi-kumamoto.jp/

【事業内容】　　　・プロパティマネジメント（不動産の運営管理） 　　　・タウンマネジメント（イベントの企画立案）

熊本・新城下まち
   “SAKURA MACHI Kumamoto”

ファッション・雑貨・コスメ・飲食など
150 店が集まる  熊本の新しいライフスタイル発信地
「サクラマチ クマモト」

熊本ならではのアイテムから最先端のスタイルまで集結し、

訪れる度に新しい何かに出会える複合商業施設。

テラスや屋上庭園と一体になり、

フードマルシェからファッション・コスメショップ、

こだわりの専門店、さらにシネマコンプレックスやレストランまで

バラエティ豊かなフロア構成としています。

「城下町」に溢れる様々な「賑わい」をテーマに、

商品構成と環境が融合した豊かな商業空間を創出。

日常を快適に、ハレの日をもっと特別に。

地元の方から国内外の観光客まで、訪れるすべての方に

ご満足いただける、豊かなライフスタイルをご提案します。

公式サイト



2019年9月に開業したSAKURA MACHI Kumamoto。

この街に集う皆様に、安心・安全・清潔・快適な施設空間を

24時間お届けいたします。

大型複合商業施設「SAKURA MACHI  Kumamoto（サクラマチ クマモト）」の公式クレジットカード
が新たに誕生いたしました。サクラマチクマモトのみならず九州産交グループで使えるお得なカード
です。グループの公式クレジットカードをプラットホームとしてロイヤルカスタマーサービスを構築、
サクラマチカードを発行することでグループ全体のキャッシュレス化を目指してまいります。　

〒860-0805　熊本市中央区桜町3番10号  SAKURA MACHI Kumamoto B1F
ＴＥＬ：096-326-8818　　ＦＡＸ：096-355-5541
https://www.kyusanko.co.jp/g_company/bm0.php

〒860-0803　熊本市中央区新市街1番28号　THE PLACE花畑4階
ＴＥＬ：096-325-1171　　ＦＡＸ：096-322-2732
https://www.kyusanko.co.jp/g_company/ks_card0.php

建築設備

設備管理保安警備

エネルギー 環境衛生

◦建物及び関連設備に関する総合管理、メンテナンス業務
◦建物の管理運営に付随する物品の販売、その代理及び仲介
◦総合警備保障業務
◦電気工事業
◦建築工事等の企画・請負・施工・設計・工事監理・コンサルティング業
◦電力小売事業
◦建築資材の販売及び住宅設備機器の販売
◦医療機器、健康機器、介護機器の販売、賃貸及びリース

◦クレジットカードに関する業務
◦電子マネー、アクワイアリングに関する業務
◦ポイントプログラム運営に関する業務
◦経営コンサルティング(データサイエンス)に関する業務
◦各種団体、組織の運営及び管理に関する事業
◦総合リース業

◦マンション管理業　国土交通大臣（1）　第094317号
◦登録電気工事業　熊本県知事登録　  第25010号
◦警備業　　　　　熊本県公安委員会認定　第226号

電気小売事業の自由化に伴い、電力販売もしております。
　　　小売事業者　ＨＴＢエナジー㈱
　　　代理店　　　九州ＢＭサービス㈱　　特設ＨＰはこちらからアクセス→

事業内容

事業内容

許認可

熊本・新城下まち
   “SAKURA MACHI Kumamoto”

九州産交カード株式会社

九州産交カード株式会社



飲食店事業

フランチャイズ事業

■JR熊本駅店
■阿蘇くまもと空港店
■桜の小路店／くまもと酒蔵
■北熊本サービスエリア下り店
■宮原サービスエリア上り店
■宮原サービスエリア下り店
■旬彩館さくら／旬彩館さくら リカー

物販店事業

旬彩館（しゅんさいかん）

事業展開エリア

TEL：０９６－３００－５５５４（経営企画本部）
http://www.kyusanko.co.jp/

〒８６０－０８０６　熊本市中央区花畑町４番３号　太陽生命熊本ビル８階
FAX：０９６－３２４－６２３１

“お食事”と“お買い物”の感動を通じて、
　　  『九州のリーディングカンパニー』を目指します

記載内容は2020年3月25日時点の情報です。

私たち九州産交リテールは、熊本県内における「出逢い」の生まれる観光・交通の拠点、および大型商業施設などにて、飲
食店事業、物販店事業を展開しております。既存店舗の安定成長を推進する一方で、熊本県内外・新業態への出店拡大、
新事業分野への参入などを計画しており、さまざまな取り組みの実現に向け、ますます加速をしてまいります。

地産地消にこだわった創作オリジナルメニューを中心に、さまざまなジャンルの
飲食店を県内各地にて運営しております。熊本の価値・魅力を“食”を通じて再現
し、熊本にお越しになられた皆様に、「また立ち寄りたくなる」サービスの提供を
使命としております。

九州の“旬”と、旬の“彩り”の詰まった郷土土産を揃える、熊本県限
定、当社直営の物販店が「旬彩館」です。九州各地の名品・特産品は
もちろん、自社企画のプライベートブランド商品も取り扱っており
ます。「旬彩館さくら」では、全国銘菓もラインナップ。

熊本を代表する観光地である熊本城下の
商業施設「桜の馬場城彩苑」をはじめ、九州
自動車道のサービスエリア、阿蘇くまもと
空港、JR熊本駅など、熊本県内の観光・交
通の要所において店舗を展開。県外への出
店も拡大をしてまいります。

九州になかったブランドを積極的に誘致し、お客様に新しい出逢
い・感動を創出。今後も熊本県内外における、地域社会の発展に貢
献できる“チャレンジ”を推進しております。



 

オリジナルブランド『鴨の舞』

“球磨焼酎”商品と文化の浸透が使命
　　　　世界へと発信できるブランドづくりへ
〒860-0806　熊本市中央区花畑町4番3号　太陽生命熊本ビル8階
TEL:096-300-5553　FAX:096-324-6287
http://www.higo-liquor.co.jp

安心安全
合鴨米

 
 昔ながらの

手づくり

 
 人吉･球磨川の

良質の水

 
 

原料に合鴨農法で栽培された安心・安全のお米を使用し、低温蒸留によって生まれる繊
細な風味を樫樽で貯蔵することで甘みとバニラ香が豊かで、まろやかな口当たりの味
わいを引き出した逸品。

熊本県人吉市・球磨地方で育んだ米のみを原料とし、同地方の地下水で仕込んだ“もろみ”を蒸留
し、瓶詰めをした焼酎だけが冠することの許される焼酎ブランド、球磨焼酎（くまじょうちゅう）。
球磨焼酎は世界貿易機構（WTO）によって、地理的表示の産地指定を受け、国際的にブランドが保
護されています。
ウイスキーといえばスコッチ、ブランデーといえばコニャック、ワインといえばボルドーのように、
球磨焼酎は米焼酎の世界ブランドです。
私ども肥後リカー株式会社は、熊本の宝である「球磨焼酎」の魅力を、国内、および海外に向けての
“発信”を使命とし、日々のお客様との出逢いを大切にしてまいります。

優れた商品を絶えず提供し、常にお客様のニーズに応えられる会社でありたい。それが弊社のモッ

トーです。

私どもは創業以来さまざまな商品を作りあげ、多くの成果をあげてまいりました。2007年に熊本城

築城400年記念事業の「くまもとよかもんコンテスト最優秀賞」を受賞し、2013年には「第26回 全

国菓子大博覧会中小企業庁長官賞」を受賞いたしました。

これからもお客様満足の追求を第一として考え、豊かな生活の一助となるように努めてまいります。



TEL：０９６－３２６－３５３３
http://www.kyusanko.co.jp/seibi/

〒８６0－００６８　熊本市西区上代四丁目１３番３４号
FAX：０９６－３５６－５３１７

九州産交オートサービスでは、軽自動車・二輪車から普通乗用車、大型バス・トラック・クレーン車までのお車のメンテナンスを行っています。

熊本県第一号の自動車整備事業者の伝統に、長年バス整備で培った安心安全の整備技術力と12店舗のネットワークで

お客様に満足していただける安心と信頼の整備をお届けいたします。

国家１級自動車整備士
国家２級自動車整備士
国家３級自動車整備士
自動車車体整備士
自動車検査員
スーパーアドバイザー資格者
自動車技術整備コンサルタント
C N G自動車検査取扱者
L P G自動車検査取扱者
低電圧作業従事者
（ハイブリッド自動車）
中古自動車査定士
損害保険専門資格

九州運輸局指定整備事業者
熊本県自動車整備振興会会員
熊本県自動車車体協同組合会員
熊本県認定ブライト企業
（社）自動車公正取引協議会会員
（財）日本自動車査定協会会員
スキャンツール活用事業場認定店（9店舗）
街のカーウンセラー認定店（3店舗）
熊本ダイハツ販売代理店
スズキ自販熊本代理店
古物商（中古自動車管理業）
C N G自動車容器検査登録事業所
L P G自動車容器検査事業者
フロンガス引取・回収登録事業者
地方協力本部長認定「予備自衛官等協力事業所」

お客様立会い６０分「産交にっこり車検」

福祉車両メンテナンス

会員・代理店・資格

定期点検・臨時整備
鈑金・塗装

自動車販売

(三井住友海上火災保険(株)・日新火災海上保険(株)・
 東京海上日動火災保険(株)・あいおいニッセイ同和損害保険(株)・
 損保ジャパン(株)・三井住友あいおい生命保険(株))

損害保険（自動車・自賠責・火災・その他）代理店

２名
109名
20名
4名
50名
4名
２名
11名
9名

23名
24名
5名

（2020年３月１日現在）

自動車リース代理店
(住友三井オートサービス(株)・(株)イチネン)

メンテナンスリース委託工場
(住友三井オートサービス(株)・オリックス自動車(株)・
 日本カーソリューションズ(株))

（指定整備工場）
人吉機械工業団地内

人吉市願成寺1411-11
TEL：０９６6－22－4181

人吉整備工場

熊本市西区上代四丁目１３ー３４

（指定整備工場）

TEL：０９６－３５９－７３３３

熊本整備工場 （指定整備工場）

天草市北浜町２６００ー１
TEL：０９６９－２２－５２４５

天草整備工場 （指定整備工場）（指定整備工場）

八代市新地町９ー３
TEL：０９６５－３２－４７３１

八代整備工場 （指定整備工場）

菊池郡大津町吹田１０９８
TEL：０９６－２９３－０５８５

大津整備工場 （認証整備工場）
玉名産交前（バス停）そば

玉名市岱明町西照寺９６８－１
TEL：０９６８－５７－１９８０

玉名整備工場

●

人吉高校
●

ローソン ●

●

●

●

●

ファミリー
マート

ヤンマー
アグリジャパン

チェリーゴルフ
人吉コース

九州自動車道

JR 肥薩線
くま川鉄道湯前線

青井運送
人吉整備工場

人吉 IC

Books
Misumi

33

445



JR豊肥本線

●洋服の青山

ゆめタウン光の森●　
TOHOシネマズ熊本北

郵便局 ●ベスト電器
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　光の森

●弓削病院
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熊本高等専門学校●
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八代南IC
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肥後高田駅
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スーパーキッド
八代高田店
●

神戸屋●
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熊本県立八代
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薩
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街
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鹿
児
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道▼至 八代南

▲至 八代市街地

八代工業高校前店

3

「すまいる館」は、平成19年10月に誕生しました。私たちは、『顧客本位のサービス』をモットーに業務展開を図り、

「産交にっこり車検」を専門とする来店型整備工場として「すまいる館西回りバイパス店」、「すまいる館光の森店」、

「すまいる館清水バイパス店」、「すまいる館八代工業高校前店」の４店舗、鈑金・塗装工場として

「すまいる館ボディーセンター店」、「すまいる館八代南インター店」の2店舗、計6店舗を出店してきました。

確かな技術と優しいおもてなしで、トータルカーサービス熊本県ナンバーワンを目指しています。

「すまいる館」 「にっこり車検」は　商標登録済みです。

自社鈑金塗装工場完備、 小型車から大型車までをフルカバー。 小さなキズからヘコミまで元通り

修繕いたします。 また、 事故時の保険利用についてもお客様のご要望を第一に、 最善のアドバイス

をいたします。 ハイブリッドカーにも使用されている超高張力鋼板も対応可能です。

常時50台以上の中古車を展示しています。 新車からリーズナブルな価格の中古車まで

幅広く取り扱っています。 また、 全国のオークションからご希望のお車をお探しいたします。

車両販売・展示場

「産交にっこり車検」とは、産交ブランドの６０分立会い車検の名称です。 整備中の車両を間近に

見ながら、 メカニックが整備内容をお客様に説明するため、 作業内容が理解しやすく、 安心・納

得と好評をいただいております。

産交にっこり車検

車検時に必要な自賠責保険はもちろんのこと、任意保険の自動車保険・火災保険・傷害保険等

も幅広く商品を取り揃えております。 お客様のご要望に合わせてご提案いたします。

自動車保険

鈑金・塗装

八代市高下西町１４７４

八代工業高校前店

TEL：０９６５－３７－８１１０
熊本市北区弓削四丁目9-7

光の森店

TEL：０９６－２１５－８０５５
熊本市北区飛田二丁目１２－２０

清水バイパス店

TEL：０９６－３１２－５１３３
熊本市東区小山三丁目３－２４

ボディーセンター

TEL：０９６－３８０－４７７８
八代市平山新町４９２２

八代南インター店

TEL：０９６５－３３－５８５８

西回りバイパス店
熊本市西区上代四丁目１４－１０
TEL：０９６－３５９－７３１３



地域産品の多くは、農林水産物・食品・工業製品・伝統工芸品など多品種少量生産であり、これら
をブランド・物流などの分野で束ね、まとめることにより、より大きな成果が期待できます。 地域商
社ＫＡＳＳＥ JAPANは、個々の生産者・事業者に代わり、事業機能を代行・集約することで地域活
性化を担います。食と関係性の強い、観光と融合した展開も積極的に行いながら、地域づくりを支
えます。
会社名は、熊本弁で「かせする（＝手伝う）」加勢する・活性化するという意味を込めており、いずれは
広く九州、日本へと羽ばたいてまいります。

〒860-0806 熊本市中央区花畑町4番3号 太陽生命熊本ビル9階
TEL:096-325-8331　　FAX:096-355-1296

株式会社 KASSE JAPAN

風土とフードをコーディネートし
人と組織を活性化する

地域商社

■事業の内容

各種研修・ 
セミナーの企画

コンサルティング
及び運営

県産品販売のための
流通網構築・販売

食と観光を絡めた
旅行商品・イベントの展開

県産品を活用した
商品開発・販売

RENGAブランド
の地域への浸透

※RENGAとは

くまもと県南地域の優れた商品を広く全
国で販売していくため、県南地域の知名
度向上とブランド化に向け、創設した新
ブランド。今後、くまもと県南フードバ
レー推進協議会と連携を図りながら、ブ
ランド商品の開発を推進していく。

R E N G A
KUMAMOTO SOUTHERN
FOOD VALLEY



KASSE JAPANでは、九州産交グループの多種多様な経営資源を活用し、 生産者様を様々な角度からバッ

クアップさせていただく体制を整えております。

これまでは、誰よりも苦労が多いはずの生産者様が、マーケティング戦略の中ではどうしても弱い立場になり

がちでした。 地域に眠る魅力ある産品やサービスの販路を開拓し、 生産者様にとって少しでも有利な条件で商

品を買い取れるよう、市場からこれまで以上に収益を引き出す役割を担っていくことも私たちの使命の一つで

す。そのことにより、地域がさらに活き活きと魅力あふれること、それが私たちの願いでもあります。

地域と密接に連携し、将来的には他県との連携も視野に入れながら熊本の魅力を広く発信してまいります。

株式会社 KASSE JAPAN

■ ツアー商品開発等 ■ バスツアー　　　■ 日帰りバス旅
■ 混載物流

■ SAKURA MACHI Kumamoto

■ オーシャンアロー船内売店
■ ベイサイド港カフェ

■ SAKURA MACHI Kumamoto（15店舗）
■ 熊本城  桜の馬場  城彩苑 ( 飲食2店舗・物販１店舗 ) 
■ 九州道  サービスエリア (３店舗 )
■ 阿蘇くまもと空港 (飲食４店舗・物販１店舗 )
■ その他  九州内飲食・物販 (11店舗 )

九州産交グループだからお手伝いできることがあります

九州産交ツーリズム(株)

九州産交ランドマーク(株)

熊本フェリー(株)

九州産交グループの
多種多様な経営資源を活用

九州産交バス(株)
産交バス(株)

九州産交リテール(株)



〒860-0803　熊本市中央区新市街1番28号　THE PLACE花畑4階
ＴＥＬ：096-325-1173　　ＦＡＸ：096-322-2732
httpｓ://www.kyusanko.co.jp/k-planning/

九州産交プランニング株式会社

クライアントの
ブランド価値向上に寄与します

事業内容

■総合広告計画の管理、販売促進計画の立案・実施
　　● 全国テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
　　● 交通広告・屋外広告全般（九州産交バス他　県内外バス・鉄道）
　　● 施設広告（桜町再開発ビル・駅・空港・バス待合所）
　　● セールスプロモーションの企画・立案・実施
　　● イベント・コンサート企画・立案・実施
　　● テレビCM・ラジオCMの制作・番組制作・映像・音響制作
　　● 各種マーケティングリサーチ
　　● ポスター・チラシ・DM・会社案内・カタログなど各種印刷物
　　● 店舗サイン・装飾・展示装飾
　　● WEBマーケティングの企画立案実施

＜バス＞
◆九州産交バス、産交バス
◆熊本都市バス
◆熊本バス
◆熊本電鉄バス
◆県外各バス会社

＜電車＞
◆ＪＲ
◆熊本電鉄
◆熊本市交通局（路面電車）
◆県外各私鉄

＜マスメディア＞
◆テレビ（熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビ、熊本朝日放送）
◆ラジオ（ＡＭ/熊本放送、ＦＭ/エフエム熊本、熊本シティエフエム）
◆新聞（熊本日日新聞他）
◆タブロイド紙（すぱいす、リビング熊本ほか）

1、広告掲出のご要望に際しては、バス車内ポスター・外側版の掲出指定は、営業所単位でお受けすることは
　  可能ですが、路線単位でお受けすることはできませんのでご了承願います。
2、次に該当する広告は、お取り扱いは致しかねますのでご了承願います。
　　①公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるもの。
　　②美観を害するもの。
　　③著しく誇張し、又は不健全な内容と認められるもの。
　　④公衆に不快感を与えると認められるもの。
　　⑤その他、不適当と認めるもの。
3、バスは、車検、事故、故障等により運休することがございますので、予めご了承願います。

※九州産交バス広告掲出について

■取扱媒体（一例）
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熊本城

市民会館
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太陽生命熊本第二ビル

工事中
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公園

●パスート24

NHK

九州産交ランドマーク株式会社
九州BMサービス株式会社

九州産業交通
　　ホールディングス株式会社
九州産交プランニング株式会社
九州産交カード株式会社

SAKURA 
MACHI 
Kumamoto

●九州産業交通ホールディングス株式会社
●九州産交プランニング株式会社
●九州産交カード株式会社
〒860-0803
熊本市中央区新市街1番28号
THE PLACE花畑4階

●九州産交ツーリズム株式会社
●九州産交リテール株式会社
●熊本桜町再開発株式会社
●株式会社KASSE JAPAN
●肥後リカー株式会社
●株式会社華まる堂
〒860ー0806
熊本市中央区花畑町４番３号 太陽生命熊本ビル

●九州産交ランドマーク株式会社
●九州BMサービス株式会社
〒860-0805
熊本市中央区桜町3番10号
SAKURA  MACHI Kumamoto　B1F

□阿蘇熊本空港より・・・・・リムジンバスで約50分
□熊本駅より・・・・・・・・路線バスで約10分
※熊本桜町バスターミナル下車

●九州産交バス株式会社
●産交バス株式会社
●九州産交オートサービス株式会社

〒860ー0068
熊本市西区上代四丁目13番34号

□阿蘇くまもと空港よりリムジンバスで約65分
□熊本駅より路線バスで約15分
※西部車庫下車

●九州産交バス株式会社
　貸切バス事業本部

〒861ー5287
熊本市西区小島八丁目16番１号

□阿蘇くまもと空港よりバスで約85分
　（熊本駅前で乗り換え）
□熊本駅より路線バスで約20分
※小島産交下車

●熊本フェリー株式会社

アクセスマップ

〒861ー5274
熊本市西区新港一丁目２番

□阿蘇くまもと空港よりバスで約90分
　（熊本駅前で乗り換え）
□熊本駅より路線バスで約30分
※熊本港フェリーのりば前下車


