
[2日間]10：00～17：00

2017くまもと地域振興フェア

熊本県上益城郡益城町福富1010

平成29年日時 10/27 28・金 土

グランメッセ熊本会場

入場
無料

お問い合わせ： TEL 096-326-8609   FAX 096-359-0939肥後銀行 地域振興部 地方創生戦略室

協     賛：

後     援： 九州経済産業局、九州観光推進機構、九州農政局、九州運輸局、熊本県農業協同組合中央会、熊本県経済農業協同組合連合会、熊本県果実農業協同組合連合会、熊本県酪農業協同組合連合会、熊本県畜産農業協同組合連合会、熊本県森
林組合連合会、熊本県海水養殖漁業協同組合、熊本経済同友会、熊本県工業連合会、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会、日本貿易振興機構（JETRO）熊本、熊本商工会議所、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、熊本
大学、熊本県立大学、熊本学園大学、東海大学、崇城大学、熊本日日新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、くまもと県民テレビ、熊本朝日放送、日伊経済連合会、農林中央金庫 熊本支店、九州フィナンシャルグループ、鹿児島銀行

特別協力：熊本県、熊本市、熊本県市長会、熊本県町村会、「復興応援 キリン絆プロジェクト」熊本支援事業

主  　 催：（株）肥後銀行、くまもと地域振興フェア実行委員会
〈（公社）熊本県観光連盟、（一社）熊本県物産振興協会、熊本産業文化振興（株）、（株）くまもとDMC〉

損害保険ジャパン日本興亜㈱、日本ユニシス㈱、㈱日立製作所、㈱みずほ銀行、明治安田生命保険(相)、
㈱ジェーシービー、野村證券㈱熊本支店、三菱商事㈱、㈱NTTドコモ、キリン㈱

詳しくは ワンダーメッセ熊本 検索

復興に向け進む
「人」「モノ」「コト」が
大集合！！

前へ進む人たちがいる。前へ進む街がある。
一歩一歩復興に向けて歩み続ける。

さぁ、今こそ熊本の底力を世界に見せよう。
未来の新しい熊本を創るために。

第1回  熊本復興祈念

ロードフェスタ
http://spoen.net/72086/a
エントリーはこちらから

熊本地震
復興
マルシェ

同時開催

※申込締切１０月１０日（火）



交通アクセス

バスで
お越しの方

●熊本市内方面
　交通センターから約40～45分・熊本駅から約45～50分

●阿蘇くまもと空港から約15分
【産交バス】
空港リムジンバス  熊本駅前・西部車庫行「グランメッセ前」下車
快速たかもり号　熊本駅前・西部車庫行
「グランメッセ前」から、徒歩で約1分。 

【産交バス】
空港リムジンバス　阿蘇くまもと空港行「グランメッセ前」下車
快速たかもり号　高森中央行
「グランメッセ前」から、徒歩で約3分。

益城熊本空港インターチェンジから5分
無料駐車場2000台お車で

お越しの方
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各種セミナーも開催します！！

一般・学生　農林漁業関係　製造業関連　官公庁　観光業関連　バイヤー　金融機関　飲食業関係　その他

ご氏名　 ご職業（あてはまるものに○をお付けください）

ご記入頂きました情報は、当展示会にご来場いただいたお客様の職業層を把握するためのみに使用させて
頂くことを目的とし、株式会社肥後銀行からの営業活動含め、目的以外の用途には一切使用いたしません。
また本人を特定できるような情報を第三者に提供することは一切ありません。 支 店 名

肥後銀行
担当者

【個人情報の取扱いについて】

ご来場の際、受付が省略できますので、ぜひご記入ください。

北エントランス→←南エントランス

場外ゾーン
●サイクルイベント

場外ゾーン

熊本の
光ゾーン

香港
ショップ 歴史・体験

ゾーン
うまかもん
発見ゾーン

未来創造
ゾーン

会場入口

熊本の光ゾーン
●本フェアのコンセプトを体感していただくゾーン
　平成２８年熊本地震発生から復興に向けて前へ
　進む熊本を映像とパネルで紹介

※上記のイベントは変更になる場合があります。

※前回の模様

熊本うまかもんが大集合。
うまかもん発見ゾーン
●県内各地における食の物産市
●被災したエリアの商工会も出展

香港ショップ

※前回の模様

ワンダーゾーン
野菜で作られた
巨大熊本城が出現！

香港の人気店
「割烹 櫓杏」が2日間
だけの出店！！

県内外のテクノロジーと情熱が集結。
未来創造ゾーン
●県内外の企業・大学・各団体
　による展示ブース

スポーツコーナー
ハンドボールやラグビー等、家族
で体験できるイベントを実施

熊本の過去・未来の新発見。
歴史・体験ゾーン
●幻の宝刀「蛍丸写」（再現刀）の特別展示
●熊本城築城～西南の役までの歴史・
　文化・伝統工芸を紹介
●伝統を受け継いだ郷土芸能の披露
●再建に向けた熊本城の取組みを紹介
●震災後に注目される観光ルートや県内
　にある世界、日本遺産を紹介

熊本地震復興マルシェ

高校生研究発表会

農林水産物輸出セミナー

ITを活用した食品の
安全・安心に関する情報管理

古民家を活用した観光まちづくり

「スポーツツーリズムと地方創生」

「熊本城復旧の方針と課題」

八代工業高等学校、北稜高等学校、
翔陽高等学校、八代農業高等学校

香港「櫓杏」 代表 本田幌二
（独）日本貿易振興機構

㈱トビムシ
代表 竹本吉輝

㈱NOTE
代表取締役社長 藤原岳史

eBASE㈱
営業部 部長 吉崎浩二

熊本県農林水産部流通アグリビジネス課
㈱あつまるホールディングス他

熊本城調査研究センター
副所長　網田龍生

熊本城調査研究センター
文化財保護主幹 鶴嶋俊彦10：00～11：00

コンベンションホール

10：00～12：30
大会議室

10：30～12：00
中会議室

13：00～14：15
中会議室

14：15～15：30
中会議室

企業等の農業参入セミナー14：00～15：30
大会議室

15：30～16：30
コンベンションホール

16：00～17：00
大会議室

おもしろサイエンスわくわく実験講座

災害復旧における阿蘇神社の価値表現

研究開発型ベンチャーのための勉強会
リアルテックスクール

～会社設立とシードアクセラレーション～
微細藻類ミドリムシ(学名：ユーグレナ)の夢と可能性

「世界95ヶ国を回った世界を知る
小暮が話す熊本の食の魅力」

スーパーウーマン増殖計画実行中！
這い上がるヒントがここにある

食に関する地域貢献と熊本での
産学連携の展望について

熊本高等専門学校
共通教育科 准教授 山崎充裕

阿蘇一の宮 阿蘇神社
権禰宜（文化財担当）池浦秀隆

㈱リバネス 
戦略開発事業部 塚田周平
㈱ユーグレナ 
研究開発部長 取締役 鈴木健吾

出張料理人/料理研究家
オリーブオイルソムリエ
くまもと逸品大使 小暮剛

（一社）スーパーウーマンプロジェクト
代表理事 宮田幸子
副代表理事 田上寛美

10：00～12：00
コンベンションホール

10：00～11：00
大会議室

11：00～12：00
大会議室

13：00～14：00
14：15～15：15
コンベンションホール

14：00～15：00
大会議室

13：00～15：00
中会議室

15：30～16：15
中会議室

お申込みについて
申込みはメールもしくはFAXに必要事項を記載の上、お申込みください。

recep@k-dmc.co.jpメールアドレス FAX 096-276-6622くまもとDMC

地方創生文脈における、
里山再生を通じた「地域振興」

「熊本城のここがすごい！」

[必要事項]申込み者（会社名・お名前）、申込み人数、申込みセミナー名

（一社）日本スポーツツーリズム
推進機構（JSTA)
代表理事 原田宗彦

准教授 狩生徹 他数名
尚絅大学

10/27金 10/28土

※セミナーの内容は変更になる場合がございます。

○c 2010熊本県くまモン

大人気！
「くまモン」が
やってくる！

一般・女性の方にオススメ　

一般・観光業の方にオススメ

一般・観光業の方にオススメ

一般・学生の方にオススメ

一般・学生の方にオススメ

一般・学生の方にオススメ

一般・観光業の方にオススメ

一般・自治体・農林漁業の方にオススメ

一般・飲食業の方にオススメ

一般・食品関連の方にオススメ

一般・食品関連の方にオススメ

一般・自治体・観光業の方にオススメ

一般・自治体の方にオススメ

一般・自治体・観光業の方にオススメ

一般・自治体・農林業の方にオススメ

ワークショップ
和菓子づくりや野菜ソ
ムリエによるベジタブ
ルフラワー講座を開催

さまざまなジャンルのセミナーを
一挙に開催します！


