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【今年は初の2会場開催！冬の風物詩イベントが熊本駅に！】

クリスマスマーケット熊本 2021 in 熊本駅
12月9日（木）～25日（土）開催決定！
2018年から始まり、毎年熊本の多くの方々の笑顔を生んだ“クリスマスマーケット熊本” 。 昨年も
コロナ禍での開催となりながらも多くの方で賑わい、地元から愛される熊本のクリスマスの風物詩と
も言えるイベントとなりました。本年は、更にボリュームアップし、 2年ぶりの開催となる「花畑広
場」と、新たに生まれ変わった熊本駅の広場「アミュひろば」の2会場での初開催となります。
弊社JR熊本シティはクリスマスマーケット熊本実行委員会とタッグを組み、熊本駅会場の共同主催
者として、熊本のクリスマス時期の更なる賑わいを創出してまいります。

≪開催概要≫
【 名 称 】 [英名] CHRISTMAS MARKET KUMAMOTO 2021 in Kumamoto Station
[和名] クリスマスマーケット熊本 2021 in 熊本駅
【 主 催 】 クリスマスマーケット熊本実行委員会・株式会社JR熊本シティ
【開催期間】 2021年12月9日（木）～25日（土） 17日間
【開催時間】 [平日] 16:00～22:00／ [土・日] 11:00～22:00
【開催場所】 アミュひろば（熊本駅白川口駅前広場）
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>>>熊本駅会場レイアウト・出店者一覧<<<
市電

アミュひろば（熊本駅白川口駅前広場）
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熊本駅
初開催となる熊本駅会場でのクリスマスマーケットは、アミュプラザくまもと・熊本駅に直結したアミュ
ひろば内に10のヒュッテが登場し、定番のホットワインやソーセージなどを使ったクリスマスムードあふれ
るメニューのほか、地元の名店が手掛ける今回だけの特別メニューや普段はなかなか味わえない店舗がゲス
ト登場するなど、見逃せないフード・ドリンクが目白押しです。
ヒュッテ一覧
①

久遠チョコレート熊本

ホットチョコレート

②

ホットワイン&ドリンク

ホットワイン・スパークリングワイン・ソフトドリンク

③

蒲公英珈琲SHOP

薬膳ポークシチュー・芋ぺちーの・いちごのお酒

④

Diamond Brewing

クラフトビール

⑤

期間限定ゲスト店舗

・12/9（木）～12（日）
・12/13（月）～22（水）
・12/25（土）

「豊寿司」手巻き寿司
「ウリクシタン」 ヤンニョムチキン
「六花界グループ」 東京・神田「六花界」特製牛丼

※12/23（木）・24（金）の出店者は最終調整中

⑥

BASARO

ローストビーフと焼きポテサラのロッシーニ風 -ホワイトチェダーチーズソース バケット付-

⑦

The Seafood Beer Station KAEN

フィッシュアンドチップス

⑧

ひばり工房

あか牛ミートソースのホットドッグ

⑨

イルフォルノドーロ熊本店

走る豚のジェノバ風煮込みパスタ

⑩

テラス

グリーンカレー＆ナン・グレイビーミートソースフライドポテト

※出店者詳細は別紙1参照
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>>>熊本駅会場 ヒュッテ・デコレーション<<<

ひとつひとつのヒュッテによって紡がれるひとつの物語
本場ドイツのクリスマスマーケットでホットワインやクリスマスリースなどが並ぶ木造の小屋
「ヒュッテ」を模した小屋を熊本駅会場でも製作・設置し、ホットワインなどを販売します。ヒュッテ
の屋根上に注目いただくと、クリスマスデコレーションが施されております。こちらは少年と少女がク
リスマスツリーの飾りを探すために、森へ冒険にいき、鳥やサンタクロースなどハッピーな仲間たちと
出会いクリスマスと楽しむ様子を10のヒュッテが1つ1つ異なる場面を描きながら表現しています。
デコレーション

ヒュッテイメージ

デコレーションイメージ

※ヒュッテデコレーション詳細は別紙2参照

>>>木と暮らす未来プロジェクト<<<
「木と暮らす未来」をキーワードに木の持続可能性を
追求し、 植林や育林を含めた林業全般を通じて事業に
関わる様々な人や物、 企業の価値を互いに高めながら
共に発展し続けることを目指し活動を行っている「一
般社団法人 木と暮らす未来プロジェクト」とJR熊本シ
ティが協業し、⼆酸化炭素を存分に吸った木材を使用
したオブジェやベンチを製作し、クリスマスマーケッ
ト会場内にて展開します。⼆酸化炭素を存分に吸った
木を伐採した山に新たに植林、育林活動を支援するこ
とで⼆酸化炭素吸収サイクルの実現に寄与します。

[URL： https://kitokurasumirai.or.jp/ ]

>>>熊本駅会場限定オリジナルマグカップ<<<
本場ドイツの各地のクリスマスマーケットでも定番となっている
ホットワインを楽しむためのオリジナルデザインのマグカップ。花
畑会場のクリスマスマーケットとも異なる、初開催となる熊本駅会
場限定のオリジナルデザインのマグカップが登場します。地元・熊
本の画家 松永健志さんによるデザインで、阿蘇の幻想的な風景が描
かれています。※数量限定・無くなり次第終了 ※画像はイメージです
【本リリースに関するお問い合わせ先】株式会社JR熊本シティ 営業部 販売促進課 稲垣
TEL（096）202-3370／FAX（096）202-3380 URL：https://www.jrkumamotocity.com/
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>>>クリスマスマーケットクマモト2021 in 熊本駅 出店者一覧<<<
久遠チョコレート熊本

【販売商品】
ホットチョコレート
シェフ・ショコラティエ野口和男と共に、全国に店舗を展開。障がいが
あったり、社会生活へのつまずきを抱えるメンバーが作る「笑顔をつな
げるチョコレート」 心も体も温まるホットチョコレートをご賞味くださ
い。

①

ホットワイン&ドリンク

【販売商品】
ホットワイン・スパークリングワイン・ソフトドリンク
クリスマスマーケット熊本特製のオリジナルホットワイン。寒い冬空の
下で飲むホットワインは気持ちまであたたかくします。熊本の新しい冬
の味覚を、ぜひお楽しみください。

②

蒲公英珈琲SHOP

【販売商品】
薬膳ポークシチュー・芋ぺちーの・いちごのお酒
白川水源の湧き水を飲んで育った上質な旨みと甘み感じる『阿蘇ミネラ
ル豚 香心ポーク』と薬膳スパイスを使った贅沢なポークシチューや、
ゆっくりと時間をかけて色づいた樹上完熟の白いちご『淡雪（あわゆ
き）』をふんだんに使ったドリンクをご用意。熊本初上陸となる約300年
の歴史を持つ農園が独自の製法により生み出した極上の焼き芋『NETA
IMO』を使ったドリンク「芋ぺちーの」のホットが登場します。

③

Diamond Brewing

【販売商品】クラフトビール
自社工場で醸造したクリスマス限定ビールと本場ドイツをはじめとした
海外ビールをご用意しております。蜂蜜、生姜、シナモンを加え大人な
味わいの今年のクリスマス限定ビールもお楽しみください。

④

期間限定ゲスト店舗

・12/9（木）～12（日）
【店名】豊寿司
【販売商品】ハンディロールズ
創業35年となる玉名の老舗寿司店から人気の海鮮丼や鰻のせいろ蒸しを
手軽に食べれる巻き寿司=ハンディロールズが登場。専用に開発した大人
気の海老アボガドなどを今回はご用意。高級根魚で出汁をとった温かい
お味噌汁もご一緒にどうぞ。
・12/13（月）～22（水） 【店名】ウリクシタン
【販売商品】ヤンニョムチキン・チョコボール

⑤

サクサクのチキンと韓国定番の甘辛いヤンニョムソースがマッチング抜
群の絶品ヤンニョムチキンをご提供します。
・12/25（土） 【店名】六花界グループ
【販売商品】東京神田「六花界」特製牛丼
東京・神田にあるたった2.2坪の立ち食い焼肉店「六花界」を皮切りに、
プロジェクションマッピングと食を融合させた予約7年待ちの会員制レス
トラン「クロッサムモリタ」を擁する六花界グループ。オーナーシェフ
森田は肉のスペシャリストであり自社ブランド「もりたなか牛」を熊
本・天草で育てております。森田が作る和牛の旨みたっぷりの特製牛丼
をお楽しみください。
※12/23（木）・24（金）の出店者は最終調整中
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>>>クリスマスマーケットクマモト2021 in 熊本駅 出店者一覧<<<
BASARO

【販売商品】ローストビーフと焼きポテサラのロッシーニ風
-ホワイトチェダーチーズソース バケット付鉄板焼きをベースとして福岡に店舗を複数構えるバサログループがクリ
スマスマーケット熊本に初出店。店舗メニュー人気No.1の焼きポテサラ
にローストビーフを乗せた特別メニューをご提供します。ホワイトチェ
ダーチーズソースとの相性抜群で、バケット付でボリューム満点な一品
となっております。

⑥

The Seafood Beer Station KAEN

【販売商品】フィッシュアンドチップス
5年かけて完成したKAENオリジナル、NYスタイルのフィッシュアンド
チップス。クラフトビールを使用した衣はサクサク、中はふっくら
ジューシーです。オリジナルのタルタルソースとモルトビネガーでどう
ぞ。

⑦

ひばり工房

【販売商品】あか牛ミートソースのホットドッグ
あか牛ミートソースたっぷりのホットドッグ。ウインナーにはひばり工
房オリジナルのドイツ食肉コンテストで金賞受賞したウインナーを使用
しています。

⑧

イルフォルノドーロ熊本店

【販売商品】走る豚のジェノバ風煮込みパスタ
菊池産の走る豚をたっぷりの飴色玉ねぎと白ワインでじっくり煮たナポ
リ料理の「ジェノベーゼ」ぜひご堪能ください。

⑨

テラス

⑩

【販売商品】
グリーンカレー＆ナン・グレイビーミートソースフライドポテト
ココナッツミルクとハーブを当店独自の絶妙なバランスで調合したグ
リーンカレー＆ナンのセットと、ハンドカットのフライドポテトにグレ
イビーミートソースをたっぷりかけたカリッとホクホク、ジューシーな
グレイビーミートソースフライドポテトをご提供します。

別紙 2
「少年少女のお家」

「たくさんのツリー」

「兵隊たち」

少年少女が家から宝探しに出発します

歩いてゆくとクリスマスの森にたどり着きました。

兵隊の待つ門をくぐり抜け探検を続けます

「切り株ときのこ」

「サンタクロースとプレゼント」

「小人たち」

小鳥達と戯れながらちょっと休憩

その頃サンタクロースはクリスマスの準備中

サンタクロースの出で立ちの小人達に誘われます

「たくさんのお菓子」

「お菓子でできた家」

「雪だるま」

小人に誘われた先にはたくさんのお菓子たち
拾いながら歩いていきます

さらに森を進むとそこにはお菓子の家がありました

そろそろ帰る時間を雪だるまが告げにやってきます

「空から見守るサンタクロース」
帰り道のふたりを空から見守ってサンタクロースは
みんなのプレゼントを届けに出発します

>>>熊本駅会場 ヒュッテデコレーション<<<
少年と少女がクリスマスツリーの飾りを探すために、森へ冒険にいき、鳥やサンタクロース
などハッピーな仲間たちと出会いクリスマスと楽しむ様子を10のヒュッテが1つ1つ異なる場
面を描きながら表現しています。

