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働く

つかる
食べる

見る・遊ぶ

動く

 ご利用前には、「よかとこクーポン利用時のご注意」を必ずお読みください。

熊本を満喫いただくためのお得なクーポンをご用意しました！ 
上手に組み合わせて熊本をお楽しみください。また、今回は特別に、コワーキング

スペース1日利用券と熊本城 入園引換券をプレゼント。是非ご利用ください！

 施設名をタップすると施設のホームページをご覧いただけます。

下のメニューボタンをタップすると
 ご利用いただけるクーポンがご覧いただけます。

[ 通信料について ]  施設サイトのご利用・閲覧等には別途通信料がかかります。通信料は
お客さまの負担となりますので､ 通信料定額等のサービスをご利用さ
れていない場合は､ ご注意ください。

[ サイトの表示について ]  ご利用されるコンテンツおよび、機種によっては、正しく表示
されない場合がありますのでご了承ください。 



働く
様々な分野の人たちと刺激し合いながら、独立
した仕事をすることができます。

熊本市の中心部である花畑町・桜町エリア

☎  096-211-3500
住  熊本市中央区新市街１−２８ THE･PLACE花畑ビル 6階
営08:30～18:00
休土・日・祝・年末年始
ク専用クーポン
H https://www.regus-office.jp/area-serch/area_kumamoto/kumamoto-place/

（イメージ）

コワーキングスペース 1日利用券
リージャス熊本PLACE花畑センター

クーポン提出先 店舗受付

新聞社が運営「人と情報の交差点」

☎  096-288-2236
住  熊本市中央区上通町２−１７ びぷれす熊日会館 7階
営09:00～22:00（最終入場21:00）
休日・祝・年末年始
ク専用クーポン
H https://bista.kumanichi.com/

（イメージ）

コワーキングスペース 1日利用券
びぷれすイノベーションスタジオ

クーポン提出先 店舗受付

働くすべての人に、「働く」をおもしろくする空間を提供する

☎  096-356-0120
住  熊本市中央区桜町1番25号
営09:00～23:00（最終入場22:00）
休年末年始
ク専用クーポン
H https://mirai-k.or.jp/sakuramachi

（イメージ）

コワーキングスペース 1日利用券
未来会議室  桜町店

クーポン提出先 店舗受付

働くすべての人に、「働く」をおもしろくする空間を提供する

☎  096-356-0120
住  熊本市中央区下通1-12-27 CORE21 下通ビル5階
営09:00～23:00（最終入場22:00）
休年末年始
ク専用クーポン
H https://mirai-k.or.jp/shimotori

（イメージ）

コワーキングスペース 1日利用券
未来会議室  下通店

クーポン提出先 店舗受付

よかとこクーポン利用時の
ご注意は、こちらからご覧い
ただけます。

https://mirai-k.or.jp/shimotori
https://mirai-k.or.jp/sakuramachi
https://bista.kumanichi.com/
https://www.regus-office.jp/area-serch/area_kumamoto/kumamoto-place/


見る・遊ぶ
熊本にふれてリフレッシュ!良い気分転換ができ
パフォーマンスも向上します。

熊本を拠点に旗揚げした女性だけの劇団

☎  住  営 休わくわく座に準じる
ク6枚
H https://kabukitabi-096k.jp/
※当日券は17:00～販売 (販売時間は状況により変更にな
る場合があります)　※前売券完売の場合、当日券の販売は
ありません。事前に空席状況をご確認ください。
※公演スケジュールなどはホームページより確認ください。

（イメージ）

当日券（全席自由）
096K熊本歌劇団

見て、聞いて、触って、感動体感ができる

☎  096-288-5600
住  熊本市中央区二の丸1番1−1
営09:00～17:30（最終入館17:00）
休年末
ク1枚
H http://www.sakuranobaba-johsaien.jp/waku-index/

（イメージ）

わくわく座入館券
熊本城ミュージアムわくわく座

クーポン提出先 わくわく座券売所

クーポン提出先
わくわく座特設販売所

熊本地震から5年。2021年６月天守閣オープン

☎  096-223-5011
住  熊本市中央区本丸１−１
営09:00～17:00（最終入園16:30）
休無休
ク専用クーポン
H https://castle.kumamoto-guide.jp

（イメージ）

熊本城 入園引換券
熊本城

クーポン提出先 熊本城 各券売所

よかとこクーポン利用時の
ご注意は、こちらからご覧い
ただけます。

https://castle.kumamoto-guide.jp
https://kabukitabi-096k.jp/
http://www.sakuranobaba-johsaien.jp/waku-index/


食べる・つかる
熊本ならではの美味しいグルメ&スイーツを堪能。
それともゆっくりと日頃の疲れを癒しませんか。

西のサウナの聖地

☎  096-362-1126
住  熊本市中央区本荘町722
営24時間営業
　（浴場清掃の為AM8：００～AM10：00入浴不可）
休無休　ク3枚
H https://www.yulax.info/

（イメージ）

平日：湯らっくすフリーコース/土・日・祝：湯らっくす６時間コース
サウナと天然温泉　湯らっくす

クーポン提出先 店舗受付

目の前で絞った熊本県産栗を使用

☎  096-327-8555
住  熊本市中央区手取本町４−１５ １階
営11:00～24:00（L.O.23:00）
休水曜日
ク2枚
H https://www.instagram.com/hinomaruandlibcafe/

（イメージ）

和栗のモンブラン
HINOMARU & LIBCAFE

クーポン提出先 店舗係員

昭和32年創業の熊本ラーメン専門店

☎  096-321-6202
住  熊本県熊本市中央区下通1-7-14ノグチビル地下１階
営  10:30～21:30（L.O.21:00）
休水曜日・年末年始
ク2枚
H https://www.kokutei.co.jp/

（イメージ）

玉子入りラーメン
熊本ラーメン　黒亭（下通店）

クーポン提出先 店舗係員

熊本の郷土料理を楽しめる

☎  096-354-5579
住  熊本市中央区安政町5-20　安政ビル２階
営17:30～24:00
休日曜日　ク3枚
H  https://kumamoto.tabimook.com/

gourmet/detail/20
（イメージ）

生ビール1杯+郷土料理セット
郷味　洲さき

クーポン提出先 店舗係員

よかとこクーポン利用時の
ご注意は、こちらからご覧い
ただけます。

https://www.kokutei.co.jp/
https://www.instagram.com/hinomaruandlibcafe/
https://www.yulax.info/
https://kumamoto.tabimook.com/gourmet/detail/20


動く

足をのばして火と水の国、熊本を満喫。

阿蘇くまもと空港⇔熊本市内の移動に

☎  住  営 休下記ホームページ参照
ク2枚
H https://www.sankobus.jp/bus/ap-limousine/

（イメージ）

片道乗車
熊本空港リムジンバス

クーポン提出先 バス乗務員

植木温泉など日帰り利用に、お得なプランをご用意

☎  096-312-0543
住  熊本市西区春日３丁目１３−６
営08:00～20:00
休無休
ク当クーポン提示で割引対応
H https://www.budgetrentacar.co.jp/shop/0102/

（イメージ）

予約時料金より店頭にて一律1,000円引き
バジェット・レンタカー（熊本駅前店）

クーポン提出先 店舗受付

（オンライン決済プランは対象外）

よかとこクーポン利用時の
ご注意は、こちらからご覧い
ただけます。

https://www.budgetrentacar.co.jp/shop/0102/
https://www.sankobus.jp/bus/ap-limousine/


※�ご希望のメニューの必要枚数をご確認の上、クーポンを切り取ってご利用ください。
※�転売・譲渡・換金はできません。
※�ご旅行期間中お好きな日にちにご利用いただけます。事前に予約が必要なメ
ニューをご利用の場合は、お客様ご自身でご予約ください。その際「よかとこクーポ
ン」をご利用の旨、お申し出ください。また、変更・キャンセルなどもお客様ご自身で
ご連絡ください。
※�記載メニュー以外のご利用はできません。追加注文などがある場合は、現地にて
現金でお支払いください。
※�メニューによっては、混雑時にお待ちいただいたり、天候・満席・貸切・品切れ等に
よりご利用いただけない場合があります。
※�営業時間・定休日・メニューなど記載の内容は予告なく変更となる場合がありま
す。ご利用前にお客様ご自身にてご確認ください。
※料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合があります。
※�未使用時（天候・満席・貸切・品切れ・施設都合などの場合も含む）の払戻または
換金や、紛失時の再発行はできません。
※コピーでのご利用はできません。
※�各メニューの施設情報は2021年10月現在のものです。
※�掲載の写真はすべてイメージです。

[通信料について]��施設サイトのご利用・閲覧等には別途通信料がかかります。通信料
はお客さまの負担となりますので､通信料定額等のサービスをご利
用されていない場合は､ご注意ください。

[サイトの表示について]��ご利用されるコンテンツおよび、機種によっては、正しく表示さ
れない場合がありますのでご了承ください。�

新しい休みかた改革、旅をしながら働こう。��ANA�ワーケーション

よかとこクーポン利用時のご注意

マークのご案内

お申し込み・お問い合わせは下記のANAトラベラーズ取扱旅行会社へどうぞ。（受託販売）

ANA国内ツアー 検索
国内旅行傷害保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

※詳しくはＡＮＡトラベラーズ取扱旅行会社にお問い合わせください。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合にご出発の
前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」をご用意しています。

インターネットで“24時間”コースの
空き状況や各種情報がご覧になれます。

熊本満喫 よかとこクーポン運営事務局

ANA あきんど株式会社

ANA X株式会社

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

総合旅行業務取扱管理者（国内）とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営
業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者におたずねください。

東京都知事登録旅行業第3-8082号
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

☎連絡先　住 住所　営 営業時間　休定休日（予告なく変更となる場合がございます。
事前にご確認ください。）　クご利用時に必要なクーポン枚数　 H ホームページ

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/theme/workation/

