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桜の馬場
城彩苑
（桜の小路）

桜町バスターミナル

熊本城ホール

花畑町電停

熊本城
市役所前電停

市民会館
シアーズホーム夢ホール

二の丸駐車場
二の丸駐車場⇄城彩苑
無料シャトルバス運行 熊本城

●価格は全て税込みです。●限定商品につき品切れの場合がございます。ご了承くださいませ。●当パンフレットに記載されているフェアやイベントの内容は、予告なしに変更及び中止となる場合がございます。
●新型コロナウイルス感染症等の影響で、営業日・営業時間等が変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。

お食事・お土産処

「桜の小路」
こうじ

のごあんない

親水空間

催しのお知らせ
熊本城
おもてなし武将隊
おもてなしステージ
～百古不磨の章～編

戦乱の世を駆け抜けた九州の名だたる武将隊が現代
に蘇り、熊本城に集結。槍や刀などを使ったおもてな
し演舞も必見です。

毎日11:30～（約15分）  場所／親水空間

観覧無料

お土産処  9：00～18：00
お食事処 11：00～18：00（ラストオーダー）

TEL 096-288-5577（9:30～17:30）
〒860-0008 熊本市中央区二の丸1-1-2

詳しくは「桜の小路」
ホームページ
https://www.1592.jp

ひごくに

1592.jp 検索

最新情報は
こちらをチェック！

営 業 時 間

※18:00以降は要予約

熊本城 桜の馬場 城彩苑 「桜の小路」
お 問 合 せ

☎096-312-3321
和食・郷土料理 花雅はなまさ

伝統的な郷土料理と熊本の食材等が
味わえる和食店

1
☎096-312-2691
ビュッフェレストラン ぎんなん（1F）

郷土食溢れるメニューからスイーツまで

2
☎096-312-2709
茶房「櫻ン坂」（2F）

くつろぎの空間で本格珈琲と季節の
デザートが楽しめます※17：00まで

3

☎096-319-5073
天草海まる

「うにコロッケ」や新鮮な海の幸を存
分に

6
☎096-356-2560
麺屋 山むら

太平燕や豚骨ラーメンをはじめ、馬テー
ル・背脂醤油ラーメン等も味わえます

5
☎096-327-9293
阿蘇庭 山見茶屋

馬刺しや馬肉焼、あか牛料理など阿
蘇の味覚

4
☎096-351-3838
杉養蜂園

熊本で採れた蜂蜜や蜂蜜を使ったドリ
ンクやスイーツなどを取揃え

7
☎096-288-0039
熊本城香梅庵

「誉の陣太鼓」「武者がえし」など熊
本の代表銘菓を取揃え

8

☎096-245-7379
和 collection 美都

きもの／ゆかたレンタル処。常時150
枚以上からお選びいただけます

11
☎096-288-5588
くまもと酒蔵

県産ワインや銘酒・
焼酎。カウンターで
一杯どうぞ

10
☎096-312-2622
旬彩館

菓子から地酒まで県下各地のお土産・
特産品

9
☎096-325-7530
五山房 壱の蔵

熊本の赤酒仕込みの辛子明太子と佃
煮などを取揃え

12
☎096-288-1092
TENTE（てんて）

フレッシュジュース・スムージー・ソフ
トクリームなど県産フルーツ商品

13

☎096-288-4777
MONARIO（もなりお）

フルーツの素材を活かして作る豆乳と
大豆ピューレを使用したプリン

17
☎096-288-5500
五木屋本舗

800年続く知恵食、豆腐のみそ漬「山
うにとうふ」

16
☎096-288-0015
お茶の泉園

秘境五家荘の霧深い山里で育んだお茶

15
☎096-288-5880
小間物や みやび

和小物やくまモ
ングッズ、オリジ
ナル雑貨など、
ここでしか手に
入らないアイテム
も多数取り揃え

14
☎096-288-4777
高田蒲鉾

芦北の海の幸、オランダ揚げやサラダ
ちくわ

18

☎096-288-0880
福田農場

地域の素材を活かしたジュース・ドレッ
シングや県産に拘った果実ジャム、オリ
ジナルクラフトビールなど

19
☎096-351-0052
森からし蓮根

寛永9年(1632年)起源の元祖からし
蓮根

22
☎096-346-0247
いきなりやわたなべ

県産サツマイモ使用の手作りいきなり
団子

21
☎096-312-0377
馬肉専門店 菅乃屋

鮮度と品質にこだわった馬刺し・馬肉
加工品

20
☎096-288-5800
あんたがたどこさ

職人のこだわりと愛情を込めた手づく
りお菓子

23

■お食事・喫茶　■お買い物・お土産 　お食事・喫茶とお買い物・お土産の併設

果汁80％の熊本特産の果実シロップをハイボール、ノン
アルコールハイボール、スカッシュ（炭酸ジュース）の３種
類で味わえます。果実シロップの販売もあり。

ご当地果実スペシャルドリンク
ハイボール 550円※
ノンアルコールハイボール 450円
スカッシュ 400円

19　    福田農場

7　   杉養蜂園

果汁入りはちみつ「アップルハニー」
を水で割った爽やかなドリンク。青り
んごの清々しい酸味と、はちみつの優
しい甘さのハーモニーがたまりませ
ん。果汁入りはちみつは300g1,188
円、500ｇ1,728円、1㎏3,132円。

はちみつドリンク
アップルハニー 350円

10　   くまもと酒蔵

球磨焼酎の蔵元「那須酒造場」の樽焼酎「鴨の舞 琥珀熟成」
を使ったハイボール。香り高く、味わいはフルーティー！

くまボール 500円※（１杯）・2,200円（720ml）

※お酒の販売は20歳以上の方に限らせていただきます。飲酒運転・
未成年者の飲酒は法律で禁じられています。お車・バイク・自転車を
運転してご来苑の方へのアルコール類のご提供はできません。

23　     あんたがたどこさ

熊本県産スイカの果汁を使用した
サイダー。期間限定商品。

スイカサイダー 216円（１本）

旬の熊本県産かんきつを丸絞りした
フレッシュジュース。

熊本県かんきつジュース 600円
13　   TENTE（てんて）

3

白川水源の水で時間をかけて
抽出し、雑味のない味に。見た
目はまるで黒ビール！
※お酒ではありません

　    茶房 「櫻ン坂」

阿蘇の水出し珈琲
黒ビール風 550円

緑茶と牛乳、さらに同店で人気の「お茶の香りソフト」を
合わせて作る１杯。濃厚ながらすっきりとした味わい。

15　   お茶の泉園

ちゃちゃラテ 380円
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美味爽快
ドリンクフェア

熊本城を散策した後や苑内めぐり中に、ちょっとひと息。そんな時にお勧めしたい、
おいしくて気分も爽やかになるドリンクをご用意しました！くまもと印の逸品ばかり!!

16　   五木屋本舗

自家製の豆乳を使ったドリンク。腹もちの良さも嬉しいヘルシーな１杯。

豆乳ドリンク
左から豆乳400円、黒蜜きなこ450円、豆乳ラテ450円、マンゴー550円

自家製
豆乳



14　     小間物や みやび

柄の部分がまるで刀！　肩から
かけられる収納ケース付き。

侍刀かさ 2,200円

爽やかな青梅餡を葛餅風のぷるんと
した生地で包んだお餅。

8

桜の小路餅 葛青梅
486円（５個入）

　   熊本城香梅庵

天然ミネラル豊富な “天草塩”入りの特製餡を、やわらかい
お餅で包んだ “ふわとろ” 洋風クリーム大福です。冷蔵庫で
冷やすと、いっそう美味しくお召し上がりいただけます。

9

天草塩クリーム大福
712円（9個入）

　   旬彩館

熊本産のかんきつ「デコポン」
をふんだんに使った、果肉たっ
ぷりのゼリー。

18　   高田蒲鉾

デコポンゼリー
2,300円（６個入）

6　   天草海まる

ぶっかけ海鮮づけ丼 1,650円
海鮮丼としてそのまま味わったら、次
は自家製の辛みそを絡めて、最後はダ
シをかけて、と三度の味わいを楽しめ
ます。小鉢・汁物・香物付。

5　    麺屋 山むら

熊本正油ラーメン 900円
正油の甘みと煮干しの香り、背脂のコ
クが絶妙にマッチした技ありラーメ
ン。暑い日に身体にしみる一杯です。

4

熊本名物「馬肉」と「あか牛」の両方を、阿蘇の
溶岩プレートで焼いて味わえます。夏のスタミ
ナ補給にもぴったり！　小鉢２品・生あげ・馬肉
焼・あか牛焼・ご飯・だご汁・漬物のセットです。

　    阿蘇庭 山見茶屋

熊本味わい溶岩焼き膳 2,750円

9　   旬彩館

醤油なのに透明!?　熊本の老舗
メーカーによる驚きの醤油。爽や
かな見た目が夏にピッタリ。

透明醤油 540円（100ml）

イベントInformation 場所／親水空間熊本城坪井川園遊会
安全祈願祭
4月29日（土）10:00～ 5月21日（日）

大園遊会
郷土芸能「肥後絵巻」

第14回 オハイエくまもと
とっておきの音楽祭

5月3日（水・祝）

下田れい子社中（琴）

5月4日（木・祝）

そがみまこ＆どうようGYAN2

5月5日（金・祝）福島竹峰社中（民謡）

5月6日（土）代継太鼓

各日①13:00～　②15:00～

イベントInformation

初夏の風物詩「七夕」。期間中、吹流し飾りや
笹飾りが苑内を彩ります。

城彩苑「七夕飾り」
6月17日（土）～7月7日（金）

1　    和食・郷土料理 花雅

阿蘇の清流で育ったカルデラ鱒と熊本県産やまめを
使用した、初夏の涼を感じる御膳。やまめ塩焼、カルデ
ラ鱒寿司、茶碗蒸し、だご汁（小）、小鉢のセットです。

大阿蘇カルデラ鱒寿司と
熊本やまめ塩焼き御膳 2,480円

17　   MONARIO（もなりお）

マンゴーやイチゴ、メロン、ライチ、ラ・フランス等の
素材を活かし、豆乳と大豆ピューレを使用した身体
に優しい豆乳フルーツプリンです。

豆乳フルーツプリン1,620円（20個入）

22

森からし蓮根風味チップス
1,080円（20g×５袋入り）
十八代目当主監修のもと作り
上げたチップス。からし蓮根を
そのまま再現しています。

　    森からし蓮根

初夏の

お
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す
め

グ
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初夏の

注目お土産

新商品

初夏
限定
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