
2007年8月1日～2007年8月31日 2007年12月31日～2008年1月3日

2008年3月22日～2008年5月5日2007年10月12日～2007年10月28日

夏絵巻 2007年8月1日～2007年8月31日 2007年12月31日～2008年1月3日

2008年3月22日～2008年5月5日2007年10月12日～2007年10月28日
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キャラクター
ひごまる

検索
ホームページ www.kumataku.com

ホームページは
「熊タク」で検索

☎096-379-2255
Fax096-379-8119
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私の特等席

ケータイからもOK！
0120-0120-86

タクシーコール
フ リ ー フ リ ー ハロー

熊タク

ハイヤーのススメハイヤーのススメ
熊タクからタクシー利用の新たなご提案

ハイクラスカー導入しました

特集
その1

高級
ハイヤー
仕様

高級
ハイヤー
仕様

フリーコール
ケータイの電話帳に
一発登録できます。

フ リ ー フ リ ー ハロー

0120-0120-86 熊タクグループは運輸安全マネジメントに取り組んでいます。

豪壮な構えで日本三名城のひとつといわれ、昭和30年に国の特別史跡に指定さ
れています。加藤清正が1601年（慶長6年）から7年の歳月をかけて築城し、
1607年（慶長12年）に完成。今年2007年に築城400年を迎えました。それを
記念して様々なイベントが開かれています。

城郭（城下町をも含めた外堀と土塁によって囲まれた広大な区域）の面積は約98万㎡（東京
ドームの21倍）、周囲5.3kmにも及び、城内に大天守と小天守、49の櫓、18の櫓門、29の
城門を持つ。

イベントが
目白押し
イベントが
目白押し

ハイヤー仕様の
お車をお気軽に
貸切利用できます。

特集
その2

トヨタ クラウン ロイヤルサルーンG  3000cc（大型車）
■車色／黒　■お客様定員／4名　■料金／時間制料金30分あたり2,550円から（税込・九州運輸局認可）
※ハイヤー仕様のセドリック（お客様定員5名・中型車）もご用意しております。

お申込み・お問い合わせ／熊本タクシーコールセンター  TEL096-379-2255

遠来のお客様を
空港・駅に
お迎えに上がる

ゆったり
くつろぎの
観光地巡り

大切なお客様を
家まで
お送りする

特別な日や
記念日に利用

接待時の
送迎に使えば
好感度アップ!

「信頼」それは「安全」から

入学式

結婚式 誕生日

中面に続く

卒業式 結　納

結婚記念日

プロポーズ

クリスマス

etc.



熊本城▶水前寺公園 熊本城▶細川刑部邸▶本妙寺▶水前寺公園

2名所コース

加藤清正が７年の歳月をかけ築城。天守閣や武者返しと呼ばれる
石垣、重要文化財の宇土櫓、長塀等が見所。2007年に築城400
年を迎え、門、櫓等の復元工事がすすんでいる。

熊本城

４名所コース

お申込み・お問い合わせ／くまもとチャーターキャブセンター TEL096-379-8182

所要時間：約2時間30分 所要時間：約3時間30分

正式には水前寺成趣園。湧
水を利用し、東海道五十三次
を模して造られた細川家の
桃山式回遊庭園である。

水前寺公園

水前寺公園熊本を代表する
加藤清正が築いた日本三名
城のひとつ「熊本城」と、細
川家の庭園「水前寺公園」。

２名所コースに加え、加藤家菩提寺で清正が眠る「本妙寺」
と、格式誇る武家屋敷の「細川刑部邸」。

細川刑部邸
細川家３代忠利の弟、刑部少輔・興孝
を祖とする細川刑部家の下屋敷を
熊本城内に移築復元したもの。同家
は家禄１万石の大名格の格式で、上
級武家屋敷の往時の暮らしぶりがわ
かる。

本妙寺

加藤清正の廟所として知られる本妙
寺。墓は遺言により熊本城と同じ高
さにある。さらに石段を上ると清正
像の立つ本妙寺公園があり、熊本市
内が一望できる。

■小型（4名）
■中型（5名）
■大型（4名）
■ジャンボ（9名）

料
金

8,200円
10,000円
11,500円
12,000円

■小型（4名）
■中型（5名）
■大型（4名）
■ジャンボ（9名）

料
金

11,500円
14,000円
16,100円
16,800円お１人様

2,050円
小型4名で
ご利用の場合

お１人様

2,875円
小型4名で
ご利用の場合

※料金は消費税込、
　入場料等は含まれません。タクシーで巡る熊本城観光コース熊本市内・空港発着

加藤  清正

写真・イラスト提供／熊本城築城400年記念事業実行委員会  TEL096-359-0400  FAX096-351-2007

清正公は口の中に拳を入れることが
出来たらしく、その話を聞いた新撰
組局長 近藤勇も憧れて清正公にあ
やかり真似をしたらしい。

口の中に
こぶし？

清正公は６尺3寸（約191cm）もあ
る大男だったと言われている。だが
実際は5尺3寸（約161cm）に満た
ない程で、かぶる兜を長くして相手に
威圧感を与えようとしていたらしい。

190cmの
大男？

腰には常に
米3升？

平時でも常に腰に米3升と味噌、銀銭
300文を入れていたと言われる清
正。理由を尋ねると「自分がこうして
いれば家臣も見習って、常に戦時の備
えを怠らないだろう」と答えたらしい。

私はもっと介護の仕事をしたくてこの仕事を選びました。介護認定
を受けられた方々には、様々な状態があり、自由に出かけるのもま
まならないという方が数多くいらっしゃいます。そんな方々の外出
に、少しでもお役に立てるように、今日も私は走っています。

ケアドライバー
石本　幸司朗がんばるドライバーがんばるドライバー

若手のホー
プ!

教習専用車
「わかば号」

タクシーご利用の方に無料で傘を貸し出してお
ります。返却は次回ご利用の際、もしくは当社タ
クシーを見かけた時で結構です。ただし、各車両
で在庫数に限りがあります。ご了承ください。

かさ貸出サービス
熊タクなら
急な雨でも安心!

熊タクは派遣業（特４３‐３００１１９号）の登録を
しています。派遣先様の送迎車両等に当社の
“運転のプロ”を派遣します。

プロドライバーを派遣します
熊本タクシー
運行管理事業部

当社のベテランドライバーや教習担当者が専用
教習車で出張して個人講習します。仮免許の方
の練習もできます。
【料金】基本2時間：5,250円（以降2,100円／時間）

ドライビング教習「わかば」
ペーパードライバーや
初心者の方に。

ウソかマコトか、清正公の逸話特集
その2

1562年（永禄5年）尾張国に生まれる。豊臣秀吉とは血縁関係にあり、双方の母親が
従姉妹同士だったという説もある。９歳の頃から秀吉に仕え、元服してから加藤虎之助
清正を名乗る。1588年（天正16年）27歳の時、それまでの侍大将から肥後北半国
19万5千石の領主に任命される。当時の肥後は国衆と呼ばれる土豪がひしめく難治の
国で、訪れた宣教師が「これほど貧しい国を見たことがない」という
程、国内は荒れ果てていた。入国後清正は、治山治水、新田開発など
に力を入れ、また南蛮貿易に乗り出すなど、積極的に領地経営を進
め、国はどんどん豊かになり、領民からは神様のように慕われる存在
となった。関ヶ原の戦い後、肥後南半国を領し、54万石の大大名とな
る。1611年（慶長16年）二条城で、秀吉の遺児である豊臣秀頼と
徳川家康の会見を成功させ、熊本に帰る船中で発病し、熊本城で息
を引き取った。享年50歳。



熊タクの「コンピュータ配車サービス」にご登録1

　ここ数年、健康ブームの波に乗って「アンチエイジング」という言葉は定着してき
たようです。「アンチエイジング」とは日本語で表すと「抗老化」、老化を防ぐというこ
とです。
　さて、では私たちの体の中で「老化」という現象は、いかにして起きるのでしょうか。
私たちの体は60兆個にも及ぶ細胞で構成されています。これらの細胞に異常が生じ
ることによって老化や病気は引き起こされます。その最大の原因となるのが「活性酸
素」です。
　細胞の構成成分は、活性酸素に酸化されると性質が変化します。脂質やタンパク
質DNAが酸化されることで、細胞や組織の働きが低下するだけでなく、身体に害を
与える物質に変わってしまうのです。それは細胞の「サビ」と言えるもので、「老化」を
促進させ、ガンや心臓病、脳血管障害、認知症など様々な病気の引き金となります。
　日本人の死因の1位はガン、2位は心臓病、3位は脳血管障害ですが、すべてに活
性酸素が関わっています。酸素によって生命を維持している私たちにとって、その副
産物とも言える「活性酸素」の危機に常にさらされているのです。しかも、「活性酸
素」の発生源はストレスや大気汚染、紫外線、食品添加物、残留農薬などで現代生活
では完全に切り離して暮らすことは不可能です。それだけに「活性酸素」の害を減ら
すパワーのある体、すなわち「抗酸化力」の高い体を作ることが大切になってきます。

がん免疫治療
熊本フォーラム2007

日時／平成19年11月12日（月）午後6時より
場所／パレアホール（鶴屋デパート東館9F）
問い合わせ先／096-282-0302 藤岡医院

こころの健康コラム
　タバコについては、肺がん、心臓病や副流煙など健康への害が
指摘されていて、最近では保険診療で、禁煙治療が行われるよう
になりました。熊本市では路上禁煙の動きもあります。愛煙家にと
っては肩身が狭くなる一方です。ところでタバコとは百害あって一
利なしの存在なのでしょうか？私の診察室でも、健康のためタバコ
をやめたいけど、ストレスでかえってタバコの量が増えてしまって
いるなどといわれる患者さんがたくさん居られます。確かにタバコ
を吸うと気分が落ち着くし、頭がすっきりします。ある研究では、タ
バコには、眠いときには覚醒度を上げ集中力を増し、覚醒度が高す
ぎるときには覚醒度を下げてリラックスさせる作用があるという
結果が出ていました。そういう意味ではタバコは、気のせいでなく
実際に安定剤のようにこころに作用する面はあるようです。しか
し、作用の割には副作用（害）が強すぎます。一昔前、タバコを吸う
人には、アルツハイマー病になる人が少ないというデータがあり、
喫煙がアルツハイマー病の予防に役立っているといわれている時
期がありました。その後の調査で、喫煙者は喫煙のため寿命が短
くなるので、アルツハイマー病にかかる前に死んでしまう人が多い
のがその理由だったことがわかりました。なんとも恐ろしい話で
す。実は、私も度重なる失敗の末に8年前より禁煙が継続中です。
私の豊富な失敗経験から、絶対にタバコがやめられる方法をお教
えします。それは、禁煙始めたら「最初の1本を吸わない」ことで
す。当たり前すぎてばかばかしいようですがこのことだけ考えて徹
底的にこのことを守れば禁煙は必ず続きます。お試しあれ。

Vol.4
アンチエイジングは体の中からタバコの功罪

コーディネーター藤岡のドクター井形の Vol.6

元気UP! 講座免疫治療

藤岡  典代　免疫療法コーディネーター・薬剤師
☎096-282-0405  御船町・藤岡医院にてがん免疫療法を実践中

プロフィール

ふみよ

こころの健康コラム

2,000円～2,500円2,000円～2,500円2,000円～2,500円 大　人
こども 2,800円～

3,300円

人数

20～24名

25～29名

30～39名

40～45名

46～55名

3,300円

3,200円

3,100円

3,000円

2,800円

おとな
中学生以上

2,500円

2,400円

2,300円

2,200円

2,000円

こども
4才～小学生

■料金表
　（お一人様当り・土日も同額）

【期間】2007年7／21から11／25までの毎日
【人数】20名以上のお申し込みでお願いします。
（大型バスは55名様まで乗車可）
【行程】熊本市及び周辺各地→グリーンランド→各地
・発着地はご相談に応じます。
・熊本市外は追加料金が発生します。
【添乗員】同行しません。
【旅行に含まれるもの】グリーンランド入園料（みらい
九州こども博入場込み・通常大人2,000円、小人1,000
円）、熊本市等の各地からグリーンランドまでの往復貸
切バス代（大型～小型バス）、旅行傷害保険、消費税
【旅行に含まれないもの】園内アトラクションのチケット
（回数券・フリーパス等）、飲食代、発着地までの交通費

お申込み・お問い合わせは旅行企画・実施 ： 熊本タクシー旅行事業部
肥後観光バス（熊本県知事登録旅行業第2-203号） TEL096-281-1070

入園料・
バス代・
保険込

肥後観光で行く団体貸切バスツアー電話
番号
電話
番号
電話
番号くまたくじくまたくじくまたくじ

専用ハガキ、ホームページ（www.kumataku.com）または
ケータイサイト（www.kumataku.com/i）からも登録できます。
※お客様個人情報は当社規定に基づき管理させて頂きます。

お電話番号が、096-XXX-1234の場合、「1234」がチャンスナンバー。

「コンピュータ配車サービス」は、ご自宅等のお電話から
タクシーご予約の際、お名前、台数を告げるだけでOKで
す。道順等をご説明頂く必要はありません。

領収書の右上の4桁の数字があなたのチャンスナンバーと一致したら大当たり!
後日、1万円相当の当社タクシー利用券（500円券×20）を、郵送致します。

タクシーにご乗車頂く毎にチャンス!

電話番号の下4桁が、あなたのチャンスナンバー

3

2

登録無料

熊タクに乗って1万円のタクシー券ゲット!熊タクに乗って1万円のタクシー券ゲット!

入場無料

井形　朋英　銀座通りクリニック 院長
☎096-355-2387

プロフィール

URL http://www.geocities.jp/ginza_dori_clinic/index.htm

いがた ともひで

銀座通りクマタクビル（熊本市中央街、ほか弁隣）にて
心療内科クリニックを2006年4月開業、精神保健指定医

1.食材料は、添加物の少ないもの、無農薬あるいは減農薬であるものを選ぶ。
2.塩分、糖分、脂肪分の摂りすぎに注意する。
3.ウォーキングなど軽い運動を実践する。
4.十分な休養と睡眠を摂る（細胞修復のためのホルモン分泌が盛んな、午後10時～午
前2時は十分な休息タイムを!）

5.外出時は紫外線対策をする。
6.ストレス解消の方法を身につける（趣味を持つ、スポーツをするetc.）

アンチエイジングのポイント

日本初 がん克服をめざした保険 自由診療保険「メディコム」
（自由診療とは、公的健康保険を適用しない診療のことです。）
─お問い合わせはアイ・ムーヴ ☎096-354-5162─

禁煙タクシー
ご希望の際は「禁煙タクシー」
とご予約ください。

みらい九州こども博2007開催



グリーン
経営認証
グリーン
経営認証

デジピー（デジタル無線&CTI連動型GPS-AVMシステム）のしくみ

旧来のアナログタクシー無線のみの場合

お客様をお待たせしない事をとことん追求しました
 デジタル無線&GPS-AVMシステム

『デジピー』導入!
熊本タクシー、花岡タクシー両社は無線を統合し
て熊本初※のデジタル化。デジピーはGPS衛星に
て測位したタクシー各車両の位置データをデジタ
ル無線により交信することで配車時間の短縮を追
求した最先端のタクシー受付配車システムです。
※集中基地局方式にて

クマタク 
ふれあい号

車いす／
寝台搬送車
（リフト付タクシー）

ジャンボタクシー

観光・送迎にご利用下さい。
お客様9名乗り。
TV・冷蔵庫装備。

介護タクシーサービス

2級ヘルパーのケアドライバー
がおでかけのお手伝い。通院・転
院・退院やご旅行にもどうぞ。

現在約40名のホームヘルパーが活躍しております。福祉・介護
については熊本タクシー（クマタクケアセンター）にお気軽にご
相談ください。

車いす1台＋付添の方1名が乗車できま
す。軽タイプのさわやか号もあります。

通院・転退院はもちろん、体の不自由な方が車い
す、あるいはベッドに寝たままで家族と一緒に旅
行に行けます。
車いす×2（またはストレッチャー1）＋付添の方4
～7名が乗車できます。 お出かけの不安を解消!

おとも

熊タクグループ
www.kumataku.com

サービスラインナップ

熊本タクシーグループカード
●タクシーご利用時には日専連
　ポイントがなんと2倍!
●世界でも使える
　DC・VISA付き
●入会金・年会費等は無料

24時間おつかい便
●あなたに代わって“おつかい”します。
　「お買物」「順番とり」「カギの確認」など
　お引き受けいたします。

■タクシー ☎096-379-2255
熊本タクシー、花岡タクシー

■貸切バス ☎096-281-1070
肥後観光バス

■損害保険 ☎096-354-5162
アイ・ムーヴ

■駐車場 ☎096-359-4801
クマタク有料駐車場（銀座通り）

■介　護 ☎096-241-0111
クマタクケアセンター

■タクシー観光 ☎096-379-8182
くまもとチャーターキャブセンター

快適ドライブ熊タクの車の乗り降りも安心サポート! 

クマタク まごころ号
車いす専用スロープ付タクシー

福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー
タクシーで熊本観光

観光観光

まだまだ
ある！

全車両がGPS人工衛星より位
置情報を取得し、どこにいるかを
常にセンターに送信しています。

1位置情報取得
コンピュータ配車サービスご登
録（ご自宅等）の場合、道順等の
説明は不要です。

2受付
デジピー配車コンピュータがお
客様情報を検索し、最適車両を
探します。

3配車
デジピー配車コンピュータが最
適候補の車両に、配車指令をデ
ータとして送ります。

4配車指令

配車係はタクシー車両が今どこ
にいるのか全く分かりません。

1位置情報取得
お客様に名前、住所、道順等を詳
しく説明していただき、配車係も
地図を開いて確認する場合があ
ります。

2受付
無線で呼びかけて各車両からの応
答を待ち空車を探します。もし応
答があっても、もっとお客様宅に
近い車両がいるかもしれません。

3配車
ドライバーも道に迷う場合があ
ります。その際は配車係が再度
詳しく説明する必要があります。

4配車指令

デ
ジ
タ
ル
無
線

距離、進行方向、
地理（山・川等）、待
機登録、車種等の
条件で最適候補
を探します。

集中基地局

デ
ジ
タ
ル
無
線

最適候補車両お客様宅

こっちが
近いのに…

?
?

?

?

?

お客様宅

了
解

GPS
人工衛星

ありがとう
ございます。

集中基地局集中基地局タクシー1台
お願いします。

増車しました

4台

熊本タクシー・花岡タクシーは、熊本
県のタクシー事業者で唯一グリーン
経営（環境負荷の少ない事業運営）
認証を受けています。※平成19年8月現在

熊本タクシーコールセンター熊本タクシーコールセンター

6台

3台

どっち
ですか？

そちらでは
ありません

そこの信号を
曲がってそこ
からまっすぐ
行ってその突
き 当 たりを
△○□＃×△

最初の50分は100円でそれからは5
分10円。さらに昼（8時～20時）・夜
（20時～8時）ともに最大700円打ち
止め。お得なKPチケットも利用できま
す。ベビーカーも貸出OK。

熊タク運転代行は通常のタクシー料金に
900円をプラスするだけ。さらに代行会員
（月額2,000円）になれば代行料が無料!

熊タク有料駐車場ご利用後、熊タク運転代行をご利用いただ
くと、駐車料金が、駐車時間4時間10分相当（上限500円）ま
で無料になります!

銀座通りに5分10円
最大700円

クマタク
有料駐車場
クマタク
有料駐車場

熊タクなら＋900円で大きな安心!!

駐車料金    　　キャンペーン

運転代行運転代行

無料
好評につき

延長決定
!!

（12月末
迄）

※駐車料金ご精算前に係員に「熊タク代行」をご用命ください。500円までの駐車料金を無料
　にします。超過分は5分当たり10円でご精算ください。

ココ■
銀
座
通
りほか弁●

駕町通り

3号線

下通り




