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熊本県八代市千丁町新牟田179 
肥後物産株式会社 

熊本産地 夏季研修のご案内 

　新緑の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、産地では先刈り・網
張りなど外仕事が始まり、新草の作柄が気になる時期となってきました。 
今年も夏の刈取り研修を企画いたしました。早朝からの収穫体験などを通して、生産農家のい草
づくりに懸ける苦労や思いに触れる事で、品質の違いが表現しにくい畳表の説明において、ワンラ
ンク上の商品提案に生かして頂けたらと思います。 
　また、3日目の応用コースは希望者のみとなりますが、春の製織体験の応用コース同様「さらさ
クラスを受注したいが、さくらクラスまでになってしまう」という声をお受けして、参加者の中で
5人ほどのグループに分かれて順番に「私の熊本畳表販売」と題して話をして頂き、その後「自分
の販売には更に何が必要か？」質問されたり、メンバー間で気付いた事の意見交換など、高級品
販売の考えやノウハウを向上する内容にしたいと思います。皆様のご提案に役立つかと思います。
ぜひご参加ください。 

記 

日程：第1回  6月29日（木）～ 7月1日（土） 
         第2回  7月  6日（木）～ 7月8日（土） 
         ※いずれかご都合の良い日をお選びください。(但し、台風・地震等で中止になることがあります） 

研修場所：熊本県八代市及び氷川町い草農家、肥後物産　他 
目的：生産過程の一部を体験する事で品質の説明により幅を広げ、 
　　　お客様への価値提案力を高める 
内容：１、い草刈り取り作業の体験 

２、品質勉強会 
３、高級品販売の考えやノウハウを向上する勉強会（３日目希望者） 

募集人数：各15名（30名）（各生産者に3名まで） 
参加費：12,000円 
　　　　（期間中の保険・移動費、２日目の懇親会費、農家謝礼他） 
　　　　 ※産地までの交通費、期間の宿泊費、食事代は各自実費です。 
持参品：農作業ができる服装、マスク、タオル、長靴など　 
　 
申込期日：６月14日（水）まで　（定員になり次第締め切り） 
申込先：肥後物産株式会社　TEL：0965-46-1131　 FAX：0965-46-1134 
　　　　ホームページ：https://www.higobussan.com/sanchikensyu/july/ 
　　　　別紙申込書に記入の上FAX送信、または上記ホームページから申し込み下さい。 



◎研修のねらい 
　お客様への商品提案時には、価格の安いものから品質の高いものまで幅広く選択出来るようにしたい
ものです。「畳替えをされる最近のお客様は、品質の違いが伝われば上のランクのものを選ぶことが多
い」という声が多く聞かれるようになりました。選択の幅を広げた提案につなげるためにも、実際に熊
本でもトップクラスの生産者の刈取り作業を体験することで、より質の高い商品提案につなげます。 

【スケジュール】 

 

 

 

 

【体験上級コース　スケ 

月日 時間 科目 内容
初日 12:00 肥後物産集合 

（受付・昼食）
13時から始めますが、都合のつく方は12時より弁当を用意していま
すのでご利用ください。

13:00 品質勉強会 （この時間帯は農家が昼休みですので勉強会を行います）

【基本コース】 
　時間経過と共に、使用した畳表の退色や耐久性が 
およそどのようになっていくのか、 新芽・古芽を 
中心に説明を行います。 施主様に数年後の敷物と 
しての価値の違いの提案につなげます。

15:20 着替え 2階和室にて 
農作業のできる服装、長靴など。 

15:30 移動 弊社車とレンタカー 

16:00 網外し体験他 翌日の刈り取りのため網を外す作業他。 
（風向きなどにより体験出来ない場合があります。 
農家によって内容は違います。無理のないよう出来る範囲で行います。）

18:00
頃 

終了 農家によって終了時間は異なります。 
終了次第ホテルまで送ります。 

18:30
頃 

チェックイン ホテル ルートイン八代 推奨 
各自で食事 
（翌日が早いので早めに終わりましょう）

2日目 早朝 ホテル出発 ホテルルートイン八代ロビー集合・出発（それぞれの農家により集合
時間は異なります。2:30や3:00など早くなる場合もあります。）

 早朝 
～ 

午前中 

刈取り体験 乾燥釡からい草を出したり、入れたり、又は泥染めであったりと、 
農家により内容やスケジュールは異なります。 
朝食はおにぎりを買って農家宅でとる事になります。 
午前中までの作業で、一応前日を通して1日分の作業を行なった事に
なります。このあとは農家も昼休みとなります。



月日 時間 科目 内容

2日目 11:30 移動 温泉施設まで移動

12:00 温泉 温泉（各自　タオル持参） 
東陽交流センター せせらぎ 
八代市東陽町南1051-1 
TEL：0965-65-2112

12:30 昼食・昼寝 昼食　（各自、実費となります） 
昼寝

14:35 移動 肥後物産まで移動 

15:00 品質勉強会 【基本コース】 
1日目の続きから、勉強会を行います。 

16:00 見分け方実践 高級品の見分け方実践

16:40 アンケート又は 
3日目準備

2日目で終了する方はアンケート記入。 
3日目参加の方は準備。 

17:10 移動 ホテルへ移動

17:40 ホテル到着 ホテルで休憩

18:30 
   ～  
21:00

懇親会 「参加者同士の交流が大変良かった」という 
コメントが多く寄せられています。 
（会費に含まれます） 

会場：金之助（ホテルから2～3分） 
TEL：0965-35-8588 

3日目 
(希望者)

7:50 ホテル出発 チェックアウト。ロビー集合・出発

8:30 高級品販売の 
考えやノウハウ
向上 勉強会

【応用コース】 
5人ほどのグループに分かれて「私の熊本畳表 
販売」と題して話をして頂き、その後「自分 
の販売には更に何が必要か？」問いかけたり、 
メンバー間で気付いた事を伝え合うなど、高 
級品販売の考えやノウハウを向上する内容に 
したいと思います 
（参加人数によっては進行時間等が変更になる場合があります）

12:00 アンケート アンケート記入

12:30 昼食 昼食（実費） 

13:30 終了 以上で研修日程は終了です。 
新八代駅までお送りします。 



◎準備について 
• 交通手段やホテルなどは各自で手配をお願いします。　 
• 長靴や着替え、雨天時のカッパなど宅急便で送られる場合は、弊社宛にお送りください。送る際は
事前にご連絡ください。（TEL: 0965-46-1131） 
• 産地内での移動は農家ごとに３人前後のグループに分かれます。 

◎スケジュールについて 
生産者の刈り取りの1日スケジュール例です。  
これを参考に上記スケジュールを組みました。農家によって順番が違いますので、 
グループによってはスケジュール内容が若干変わります。  

   4:00-   6:00    釡出し 
   6:00-   7:00    釡入れ、収納（釡出しのい草） 
   8:00- 12:00    刈り取り 
 12:00- 15:00    昼食、休憩 
 16:00- 17:30    網外し、泥染め 
 

◎宿泊施設案内　　 
　   ホテル ルートイン八代（各自でご予約ください） 
　　　   熊本県八代市本町1-1-5  

   TEL：0965-53-0011  　 
   FAX：0965-53-0015 
   ホームページ： 

　　　   ※送迎の関係で同じホテルを提案しています。 

◎費用例（実費金額は目安です） 

以上 

費用 実費 会費 備考

東京-熊本往復ホテル2泊パック 45,000 ルートイン八代朝食付き

レンタカー ◯

ガソリン ◯

保険料 ◯

初日昼食 ◯

農家謝礼 ◯

初日夕食 2,000

2日目朝食 800 おにぎり等、朝食を買って行く予定です

2日目温泉 ◯

2日目昼食 1,000 東陽交流センター せせらぎ

2日目懇親会 ◯

3日目朝食（ルートイン八代） 
）

0

3日目昼食 1,000

合計 48,800

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kumamoto/index_hotel_id_553/



 

FAX：0965-46-1134 

  

　　　熊本産地夏季研修　申込書
1 研修参加日 　・第1回： 6月29日（木）～ 7月1日（土） 

　・第2回： 7月  6日（木）～ 7月8日（土） 
（いずれかを◯で囲ってください） 

2 3日目 【応用コース】　参加　・　不参加　（いずれかを◯で囲ってください）　　

　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　 
3 店名

4 氏名

5 年齢 　　　　　　歳（保険に必要です）

6 店住所

7 携帯電話 
(期間中の連絡用)

8 メールアドレス 
(申込受付後の連絡用) 

「higobussan@gmail.com」からのメールを受信できるように設定をお願いします

9 初日 
到着時間

新八代駅から弊社まで送迎をいたします 

新八代駅  　　　時　　　　分　　　　　　　バス　/　JR新幹線 
（いずれかを◯で囲ってください）

10 宿泊予約 （いずれかを◯で囲ってください） 

ルートイン八代を　　予約済　　・　　予約予定　 
（送迎の関係で同じホテルを提案しています） 

上記以外を予約（ホテル名：　　　　　　　　　　　　　　　　） 

11 初日弁当 利用する　・　利用しない　（いずれかを◯で囲ってください）

12 懇親会 参加　・　不参加　（いずれかを◯で囲ってください） 

※不参加の場合でも会費は変わりません

※最新の申込み状況は、弊社ホームページ トップ画面に掲載しております。 
https://www.higobussan.com/


