
松島・八代航路について、あなたはどのような取り組みがあれば、もっと観光に訪れたいと感じますか。
アイデア・ご意見がありましたら、なるべく具体的にご記入ください。

新幹線とセットになったイベントがあればいいと思う

他航路との共同割引

松島港は、天草５橋が開通した時（昭和41年ごろ）、見ましたが　その当時から　ずいぶんと寂れているというイメージでした。ここ7
～8年ほど、その場所に行っていませんが、根本的に、なんでもかんでも、行政側のせいにするのが　一番の問題です。大きな民間
企業でなくても　それぞれがもちよれば、新しい活力になると思います。まずは自主独立から出発。

格安な宿泊プランや、夜10時以降でも立ち寄れる場所が欲しい

釣り

JRとのセット

そちらの航路についてよく知らないのですが、まず本来どういう方が利用していてなぜ減ったか分析をし、どうなりたいかを明確にし
た方がいいと思います。そうすればアンケートの設問も多岐にわたり参考にしやすくなるでしょう。また工場萌えや廃墟巡り等どんな
場所もどんな魅力を秘めているかもわからないのですからあらゆるメディアを活用して人の声をまず聴いてみるといいかもしれませ
ん。

テレビでの宣伝や各地に出向いて宣伝をする、地元では名産品を増やす、お土産街道を造る

船を観光資源化する。客室の窓を大きくしたり、内装を凝ったり、撮影用のデッキを設ける。船弁当、船スナックなど独自のものを提
供する。

待ち時間が尐なく、どの時間帯でも確実に乗船できること

運行本数と料金が一番のネックだと思います。今までの料金では車のほうがお得感がある

行く機会がないと思う。

イルカがみられるということなのでいつかいきたいと思っています。イルカ観光とのセット券やETCカード提示で割引が受けられる等
のサービスがったらいいと思います

ペット同伴ホテルがあり食事も魚オンリーでなく食事が選べる。

国道ﾌｪﾘｰタイプに徹底した方が利用客は増えると思う。佐賀関～八幡浜間のフェリーを多々利用しているが、便数の多さとと料金
の割安感から利用しているので、時短を図っても便数が尐なければ利用する機会が無くなると思います。一番いいのは時短もじっ
呼応し便数を増やす。料金は多尐上がっても利用者は増えると思います。

天草にはまた行きたいと思っているので、色々なルートを検討してみたいと思います。

ご当地グルメや珍しい観光ポイントのPR

高速道路を利用するよりもメリットがあればフェリーを利用して訪れたいと思う。

乗換えの便利がよく、楽しめる時間が多いと良い。

航路についてあまり知らなかったので、もっとPRした方がいいと思う。」魅力を知らない人が多い

どちらにもここにしかない魅力を見つけるのが難しいので、パックツアーにするのが一番

車に人は付き物、車と4～5人をセットで運賃をサービスしてほしい。

航路付近の目玉になる観光スポットを整備する

定期便を増やすこと

この　航路は　遠くにあって　利用することはなかったが　景色や　ホテル　旅館の　しゃれたところがあれば　それを　目的に　行っ
て見たい。そのあたりの　情報発信を　お願いしたい。

地理的に天草に行くのに八代港は遠回りになるので利用は難しいと思う。八代インターから八代港までの間にクーポン利用店を増
やす。

フェリー乗船者だけへのサービスがあると良い。

町ならではのイベント



魅力的な観光地があれば多尐高くてもフェリーを利用すると思う

乗る事自体がイベントになるような、港で楽しめるもの。

お隣の県だけれど、八代は観光のイメージがないので八代のことを知らない。もっとアピールするべきだと思う

自動車で移動できるのに割高なフェリーは利用しないかもしれない。安くなれば、子供たちは船に乗ると喜ぶだろうから行き帰りの
経路を尐し変更して乗るかもしれない。

安くて便が多く便利にしてほしい

魅力をもっとアピールしてもらってアクセスが便利になればいい

楽天ポイント等の付与

旅館とのセット料金や割引。

島原　天草　八代の観光ルートを作って航路の割引をする。

天草の高速道路との連絡

新幹線－シャトルバス－八代－松島－島内観光遊覧バス－宿泊のセットで松島島内観光が出来れば利用価値が上がると思う。Ｊ
Ｒの周遊券みたいな自由な感覚があれば嬉しい

港付近に素敵な店がたくさんできたら

まだ九州移住1年目なので良く判らない

季節ごとにイベントを組み入れた企画とPR

納涼観光船

その方面に行ったことがないが、温泉グルメなどよさそうなものやイベントがあれば行ってみたい。

利用しないので不明

松島がどんなところか知らないので、まずは島のいいところをアピール。島なので、景色や食べ物泊まる所が良ければ、行ってみた
いと思います。

チケットが立派な「しおり」として使える

くまモンと戯れることができる

取り付け道路の整備

航路の延長

島にはのんびり渡りたい希望はあるので、就航時刻が選べるような設定になると良い。

運行便の増便

ネットを利用してPRの枠を広げるとかPRの専属部署を設置する。

無駄な施設をつくらないで、田舎ということを強調する。

この航路自体を知らなかったので、魅力的な観光名所が分かれば訪れたいと思うかもしれない。

熊本市内に住んでいるので、天草方面へ同航路を利用することはまずないと思います。

物産館の充実

松島からの交通の便をよくする。（バスなど）

人は今、生活しているのと違った風景を求めて観光地や海外に行っているのだと思います、その何かを求めて全国で過去に色々な
施設を作ったりしたのですが、失敗してしまいました。やはりくつろげて、ゆったり出来る所だと思います。具体的には分かりません。

観光名所や名産品のクーポン券を出したり、宿泊施設の割引等あったりするといいかなと思います。



そもそもその航路の存在自体を知らなかったため、この調査により存在を知った以上、主に観光目的での利用につき、候補に入れ
て考えていきたい

海の幸を低廉価格で

地場産の特売店

ボランティアガイド

住んでいるところから遠いので、その地方のことがよく分かりません。ＣＭやキャンペーンなどで、ＰＲして知名度を上げることを取り
組んで欲しいと思います。

特別感を感じさせる特典

もっともっと海の幸をアピールするべき

船を天草や八代の観光の紹介をしたり、船の上でしか食べれない名物料理を販売したり、船の中をくまもんだらけにしたり、船の中
に魚の水槽を置いてミニ水族館にする。

興味ある観光地があれば行こうと思うのでいろいろ紹介してほしい。

陸路で行く方が好きなので何もありません

どのような観光資源があるのかアピール・情報発信をもっとしていただいて、魅力的なものがあったら訪れたいと思う。

港自体をすっきりさせトイレなどをきれいにする。

スタンプラリー

何があるかもっと宣伝するべき

割引

三角線利用よりも便利、安価、楽しめるなど優位に立てる仕掛けが必要。ここでしか楽しめない、味わえないものができれば価格以
外の競争で優位に立てるが・・・

天草内のフェリーの乗り継ぎがよくなる(島原・雲仙方面も含め)

できるだけ短時間で移動できること

『食』の旅

面白くて楽しめるイベントをもっと開催してほしい

是非の実現（再開）を

観光案内などが充実できれば利用しやすいかもしれない。

交通手段の多様化と、観光地を回りやすいシャトルバスなどあれば利便性は広がりそう（自動車で行った際に、観光地の場所を
迷ったため）

松島の具体的な観光スポットを宣伝する

天草の観光地を多くの人に認知してもらうようにアピールしてほしい。

おいしい食べ物をアピールする。
何かラリーのようなものがあること。

清潔なトイレ。

グルメや温泉、エステなどのパック

一番は瀬戸大橋のような大型の橋が出来ると良いのですが、乗船券とレンタカー会社との連携など。

興味関心を特に持ったことがないのでよくわからない。

松島や八代でしか見ることや体験することができない事がある。

以前は本渡の親戚の家に行くのに、松島までフェリーを利用していました、今はフェリーがなくなったので車で１時間以上遠回りして
ます、フェリーがあったほうが便利で良いです。

松島を知らないので魅力的なイベントやスポットがあれば利用したくなると思う



もっと知名度を上げたほうがいい

天草に観光名所が増えたら出かける機会が増えるかも。

船自体で楽しめる工夫があると楽しいのかもしれない。郷土料理や珍味、ガザミなどの海産物などグルメに訴求する仕掛けとか。

観光マップとクーポン券がセットになった冊子

新幹線との接続を良くすることと、高速船の導入で、熊本市内からの快速バスよりも大幅に所要時間を短縮し、また渋滞がなく確実
に到着できることをアピールする

何かとタイアップして付加価値をつける

天草観光に　八代港～松島航路は全然　頭にありませんでした
いつも　三角からばかりで（宮崎なので近くなりそうですね）
もっと　八代～松島航路のＰＲをして欲しいです

松島から本渡へのアクセスを便利にすること

規制があると思いますが、土・日のみナイトクルーズをする。

取り込みは無くても交通手段として常に存在してほしい

車を持たない者にも訪れやすい環境

B級グルメが一同に集う場所

伝統的な帆船があったと記憶しているが、それを利用しての観光船などあれば、面白いと思う。

マルシェのようなイベント

最終便の時間を、もっと遅いもの増やす。

一度は訪ねてみたい所です。交通の便がよければ

他の県の方々に利用してもらう手立てを考えるとよいと思います。八代と天草でのイベントを計画する。

イベントや観光地があるといいですが

おいしい特産品があれば観光してみたい

天草は魚介類が美味しかったので、食をテーマにしたイベントなどあれば行きたいかも…ただ八代は観光に訪れたコトもないし、大
分からだとわざわざ行かなくても別ルートで行けるので…よほど興味のあるイベントなどなければいかないかもしれません。

八代にもっと観光名所があればいいと思う

松島についたあとの島内のアクセスを安価で充実したものにしてほしい。

尐し悪阻時間まであると良いとおもう

何か特徴あるイベントやフェリーを通らないといけないような場所に何かある場合に訪れると思う

夏は海水浴などでフェリー利用頻度が多いと思うので、冬に魅力的な観光があれば利用者数も増えるのでは。

松橋ＩＣ～天草・松島～八代航路～八代ＩＣまでの具体的なプランや割引になる特典など

交通手段　観光施設　海産物を手軽に食べられる施設　安い
宿泊施設

長崎から天草への交通の便がもっとよくなれば、天草への観光客も増え、八代方面への観光ルートも広がると思う。

メディアに露出



熊本市内から訪れた時の海水浴、観光シーズンの帰り道の
渋滞を避ける為に利用できるかも知れないので、このあたりを
調べて（所要時間など）活用できるのであればPRして欲しい。

イベントの企画

地域振興策

食べ物（魚）のおいしいのは当たり前。景色のいいのも当然。常時対応できる名物がもうひとつ欲しい。

わざわざでも出かけて行きたくなるようなイベントや温泉や食事がセットになったプランがあれば小旅行として行ってみたい

自然なカタチでの観光、押し付けのない。

そもそも行って何があるのか、分かっていません。ハウステンボスと組んで、長崎の方まで行くというならまだ分かりやすいのです
が。

便利な観光コースがあること

八代市、松島おたがいの場所で安く食事できるチケットや観光できる割引券などをフェリーの券とセットにするなど。

メディアにもう尐しとりあげる

船内でのイベント

遠いので利用しないと思う

もっと宣伝する

B級グルメに力を入れる

行ってみたいと思うようなＰＲがあれば。

歴史史跡等の紹介

美味しい料理

天草というと遠いイメージしかない。親族（故人）が設計を担当した建物があったりして行ってみたいとは思うが、アクセスと魅力が発
信されていない感じがする。

まずは知名度を上げることでしょう

もっと集客できる施設を作る、または誘致する

価格が安ければ

おいしい食べ物のアピール

世界遺産になるような観光名所があれば

シャトル運航（１時間おき）

ホテルや観光地とのタイアップ

広告などで魅力を宣伝する

ホテル・旅館とのセットされたクーポン

松島の良さをもっと知りたい

イルカウオッチング

航路を利用したら食事や観光地で様々な特典がついてくるようなプランがあってお得感が感じられたら利用するかもしれない。夫の
実家が天草市だが航路を利用したことがないので，もう尐し安ければ利用したい。

行ったことがないので、観光やグルメなど魅力的な部分が知りたい



利用しようと思うルートでない。

船に乗るっていうことは特別なのでゆっくりくつろげる場所とデッキがあれば十分だと思います。

利用することのメリットがわからないので、答えられない

この地域になにがあるのか、広く宣伝する。

ツアー旅行のプランがあれば

観光PR

グルメなど美味しいものが食べられるイベント

そこに行かなくては味わえない魅力的なイベントや料理

松島八代航路へのシャトルバスが増えると利用しやすい。

南島原から八代行き（松島経由）があれば便利だと思っていました

熊本市南区から松島方面は基本的に自家用車で移動します。
小さな子供を持つ身としては魅力的な観光地と移動手段がキーワードです。つまり、松島に地形や風景を最大限活かした観光ス
ポットと旅館を用意する。そこに観光列車のような単なる移動手段だけではなく移動の間にも楽しめる乗り物にする。
これがそろえば八代経由でも行きたいと思えるようなルートになると考えます。

各種イベント開催と有明海の海の幸を組み込んだ取り組みをしてほしい。以前(1年前）天草で一泊、翌日雲仙に一泊の家族旅行し
た際の料理の違いにやや落胆した経験があります。

観光のPRがあまりない。松島に行って何があるのか（温泉？食べ物？）
まちの魅力がよくわからないので、もっと観光PRをしてほしい。

朝市とか開く

交通はもちろん、レジャーや観光が充実

八代駅または熊本駅を起点・終点とした周遊コース（例えば：Ａ列車⇒観光バス⇒フェリーを交通手段として終日、半日の天草観光
が出来る。）駅までは車で来てもＯＫ（駐車場有）もちろん新幹線でもＯＫ。

季節の花や紅葉に合わせたり、海山物の食事などを組み合わせたりする・・利用しやすい（わかりやすい）案内などがあればいいと
思う

旅館　ホテル　交通機関　その他施設などとのたいあっぷ割り引き等の拡充する

１泊二日や２泊三日の小旅行の全工程を企画したツアーを販売する。

移動中にも楽しめるイベントのようなもの

地元の魚介類などの名産品を食べることのできる道の駅があれば是非利用したい。

利用料金が安いこと
便数が増えること

観光ではなく、移動手段として利用したい

やはり宿泊もセットにした観光プランを企画すべきと思う。

天草の新鮮魚介が堪能できる観光スポットの設置

観光地が点ではなくラインであること

天草航路とのアライアンス

夜間の運航

最低でも、車による移動と同等の移動時間が必要。そうすれば、往復ではなくとも、どちらか片道は、湾観光も兼ねて、また、運転の
疲労を軽減するために利用する。あとは料金もできる限り安い方が利用しやすい。

水戸岡さんのデザインによる船

学生の利用があり、廃止は要件等と思う。市や件からの補助金は出ないのでしょうか

車を使う人の理由に「荷物が多い」ということも挙げられると思います。宅配便１回分無料になるなど特典があれば旅に出る人は旅
先でお土産を発送しますし、地元の人も利用価値があるのではないかなと思います。



観光地で使えるクーポン

安く利用できて、観光遊覧ができる。

三角半島経由でも一時間程度しか違わない。観光の場合これくらいは誤差のうちなので、思い切った低料金か遊覧を兼ねた航路
設定をおこなうしかないのではないか？

モデルコースの設定

地域ならではの特産物の紹介に力を入れたらいいかも？

運賃が安くないと利用しない

松島や八代まで車の方が便利ですので航路は利用しないと
思います（熊本市内在住）

着いた港からの観光コースや食事処の紹介がある場合。またそれらの割引チケットがあるとなお寄ってみたいと思うだろう。

松島の魅力が分かるような、情報が知りたい。八代は、名前は知っているが、松島は初耳。

各種日替わりイベント

観光場所がある。運賃が安くなる。

超低金額であること。個人的には、自宅が地元であり熊本港に近いため、わざわざ八代まで移動して松島へ行くメリットがない。

他にはないもっと特別なものがあってそれを広く宣伝しないと他県の人にはわからない

松島の観光がよくわかれば利用するかもしれない

地元Ｂ級グルメ

航海に魅力があれば

ここには行った事がありませんので、まったく知らない地域です。
何が楽しめるかを知りません。

よく分からないので、観光などの広告をしたらいいと思います。

行ったことがないのでよくわからない

時間の短縮よりも料金を安くしてほしい。
自転車利用を考慮したサービスがあると嬉しい。

車に対して優位性が薄いので、金額、空間の使い方など工夫しないと単なる移動手段としては難しい

地元の人や業務で乗船する場合は格安で、観光客からは割高にします。観光客への基本は車乗船を推奨せず、人だけが乗船する
ほうが良いと思います。車が多くなると魅力が低下します。船は複数の観光スポット波止場に到着でき、島の観光地としての開発が
成功へのポイントだと思います。

移動には車を利用する方がほとんどだと思う。
高齢者、障がい者など乗船する場合は2階の客室までは一苦労、よって車を止める所に客室を作ったら良いと思う。又観光時間を
考えての船の時間を設定してほしい。八代、松島だけでは乗る方が尐ないので島原までの事を考えてはどうだろうか。

まず何が観光資源としてあるのかまったく知らない。
観光に行きたいと思わせることが先決。

新鮮な海産物を、手軽な値段で食べれる。

明確な観光地アピール

天草は交通の便が悪いので、
現状では、車なしでの観光は無理。
天草で、頻繁に、バスやそれに代わる交通機関があれば、
観光イベント開催、グルメスポットの情報アピール、楽しいメルマガ

便数を多く

お得なサービスがセットである、もしくは料金が安いこと。

zimotono zyouhouwo motto osietehosii



料金が安くて、余裕があれば乗ってみたい。

船酔いするたちなので難しいかも。

何かイベントをした方がいいと思う。そうしないと、なかなか利用をする人は増えないかもしれません。目玉が必要。

たびたびクーポン；車を乗せて旅する人には天草の主要なお店のクーポン券が付いてくる。

利用する機会がない

家族で楽しめる

季節に応じたイベントやライブなど

ご当地ブームなので食でアピールできる何かを開発してはどうか。

フェリーを小型化して便数を増やす

八代方面の人が利用するのであれば料金を安く。
県外の人向けには、新幹線の駅からシャトルバス、松島に着いたら
宿泊、レンタカーのセット料金の設定など
いろいろなB級グルメが一度に楽しめること。

ゆるキャライベント

八代日奈久温泉＆松島温泉　観光スポットはあると思うが共に連携がない、二カ月に一度づつ両地でイベント開催は如何、福岡宗
像道の駅の魚売り場のにぎわいを見ると当地でもできる。

目的地へ行く理由、目的をしっかりと作りぶれないようにする

ホテルとのセット料金など。

楽しいイベント

利用者にのみのお得なイベントやプレゼントがある
くまモンが乗るイベント
熊本市内からの1日or1泊で松島から八代を巡るパック旅行

フェリーによる移動はドライバーとしても休憩時間に充てられて都合の良いものです。
２隻体制で増便、船内での飲食品販売などでくつろいだ移動を提供すれば良いのではないでしょうか。
７年ほど前までは有明フェリーで年何度か雲仙、島原、長崎市内まで往復、あるいは行きか帰りのどちらかを高速、フェリーと併用し
てました。

行ったことがないので想像がつかないですが、フェリーがないと観光よりも地元の人が困っていないのでしょうか。地元の人が使う
のは安く、観光客が使うのは多尐高くても団体割引などで安くするというのはどうでしょうか。

行きやすいプランを考えてほしい

お得感の感じられるサービス

八代へ観光しにいくイメージがないので、観光して楽しいイメージをつくってもらいたい。日奈久温泉とかおいしいものとか。
おれんじ鉄道で遊びに行くような企画とか。

距離がそんなに遠くないので、皆が貧乏な今は時間がかかっても遠回りするので、難しいですね。
遠回りするよりお得にできれば、その点をアピールで復活できるのでは？

行きたいという気持ちになる、具体的な目的を感じるような魅力的ＰＲがあれば考えるかも。

過去利用したが、今天草へ行くのは松橋経由のみ、またこのコースを利用してみたい。

観光の目玉になるものがわからないので、行きたいとは思いません。もっと観光の目玉になる物を売り込むべきだと思います。熊本
県内に住んでいても、全くイメージがありません。

あまり利用機会がないと思います

魅力的なイベントがあれば・・・・もっと宣伝した方が良いと思います。



航路全般に言えることだが、どこにどんな航路があるのかがわかりづらい。
多くの場合、埠頭へのアクセスが悪い上に、埠頭そのものが利用しづらい。
また、自動車を輸送できるフェリーの場合、どうしても客層が悪くなり、利用に不安を覚える。
船は観光資源としてとても優れているので、旅行時には優先的に利用したい交通手段なのだが、上記の欠点が解消されないとなか
なか利用できないのが現状である。

土地固有のイベント次第

道の駅の充実

港に道の駅のような施設を設けて、集客に努める。

食べ物の特集

地域の特性を生かしたイベント

観光するのに車がないと不便だと思うので、車の運搬料が安いまたは、車を持って行かなくても観光できる方法を提示する。港の駐
車場も安く。

観光の目玉になるイベントなどがあれば。

いろんな交通手段を用いても無駄な時間を過ごさないですむような航路回数が増える、あるいは待ち時間を利用して観光ができた
り、地元の美味しいものが食べれたり特産物の買い物ができたりすると出かけるかもしれない。

海の幸のイベント

グルメを堪能できる旅

魅力的なイベント

内装がキレイでオシャレ

観光名所・料理をＰＲしてほしい

燃料高騰などあると思うが、出来る限り運賃を安くして数で勝負した方が良いと思う。やはり普通車で2500円は躊躇してしまう。

在住県から「パックツアー」や定期観光バスなど、フェリーの目的地まで自分で運転せず、価格が安価である事

家族向けのプランとかあったらよいのでは？

おいしい食事

PR不足と便利なダイヤの確立

歴史的に有名かどうか。

今回のアンケートで初めてこういう航路があることを知ったので、もっと題材的に宣伝をするべきだと思う。
天草は海の幸がおいしいし、十分魅力のあるところだと思うので。

天草の幹線道路、バイパスの整備や郷土料理を増やす

運行している時間帯に何か特色を持たせる。
特産品の紹介とか・・・

魚などの直売や観光の整備

観光PRをもっとしてほしい。

小観光付き送迎があったら良いとおもう。

車で移動している人はわざわざフェリーを利用しないと思う。どうしても八代が乗り場なので南九州からの利用客しか見込めないと
思うので松島で話題になるようなイベントがあれば利用するかもしれない

遊覧船のように見学できる場所などを回る航路も欲しい。

安くて、本数もそこそこある

情報をもっと発信する

高速道路のETC割引みたいな、割引制度があれば利用したい。



天草と提携して交通の便を良くする。

全国的に宣伝をする、鉄道やバスと一緒の割引切符を販売する。
往復乗車券を販売する。

専門的なイベントから、家族で楽しめ、参加できるイベントを増やす、催す、

食が一番だと思うので、新鮮な魚介類の料理が、安くて美味しくいただける様にする。

船を利用すると子供も喜ぶので、機会があれば利用したいとおもいますが、八代松島近辺へわざわざ船を使って行こうとは思えま
せん。何か大きなイベント、例えば佐賀で行われているバルーンフェスタ並のイベントがあればいいと思います。そのイベントの効果
でまた訪れたくなるような町作りを。

アピールがもっとあればいいと思う

取り組みのイベントなど考えずに料金を安くするべき

イベントや観光地の見所などスポットでテレビやネットでCMをして欲しい。

わかりやすさ

サンタ会議などのイベントがあれば行ってみたい。天草上げての催し物

新幹線の駅から、八代港までのアクセスが良ければ・・・。

海産物の販売等のイベントを開催したり、旬の海産物を食べるイベント等を行ったらいいと思う

車を運転しない人をターゲットに新幹線の駅からのフェリー乗り場と松島から島内の移動をしやすくすることやフェリー乗り場近くに
人が集まるような魅力的な施設（フェリーに乗っても乗らなくても行ってみようと思える）があるといいと思う。

ない

天草は道一本しかないので事故で通れなかった事があります。
ので、足が遠のいています。今後、船の利便性が上がれば大変便利になると思います。その辺もアピールできるのかなと思いま
す。
とくになし

鹿児島から天草への移動の手段としては車を利用する人が大半なので、車両運搬機能を高めた方が利用しやすいと思います。た
だし松嶋・八代は行程的に利用しにくい、使うのは八代近郊の方だけではないでしょうか？
天草を周遊した場合でも牛深・長島のほうが利用しやすい。

運賃が高い、安いは、関係ない。その場所に行きたくなる動機付けをがんばれば、有名な観光地への交通手段の一つとして利用者
は増えるのでは？

グルメツアー

道の駅のような買い物が楽しい場所があること

地域の特徴が生かされたものがあると嬉しくなる

八代と天草の人を中心に、合コンやツアーなどがあれば利用すると思う

子供が楽しめるイベント

くまモンと触れ合えるような施設

天草観光クーポン付の乗車券があるとうれしいです。

新鮮な魚介類が食べれて、観光遊覧出来る企画があればいい。

その地域の特産品、魅力的な場所、景観を伝える。イベントを積極的に行うなど、もっと多くの人達に知ってもらうために全面的にア
ピールした方が良いと思います。

とにかくアクセスをよくすること。
八代からのアクセスをよくすること。
あと目玉商品や観光地が欲しい。

新幹線と連絡を取りやすくして松島・八代の良いところをＰＲする。ツアーを組んで観光にも力を入れる。

もっと観光地と協力して割引特典などあればうれしい。



観光する場所があるなら。

飲食に関連したものをアピール

観光地、物産などをもっとＰＲし、イベントやお得に楽しめるツアーなどがあれば行ってみたいと思う。

各地に大きい物産館などがあったら寄っていきたいと考えるかもしれない

名物のグルメなど。

情報番組などで取り上げたりもいいかも。

実はまだ訪れたことはないのですが、観光の目玉となるものがあるなら、ぜひ行きたいと思っています。
有名な場所やモノは何なのか、知りません。もっともっとアピールして欲しいです。

ここでしか楽しめない魅力的なイベントなどがあれば。

天草から鹿児島への考え方では？

松島・八代といわれても他県から来た者には、場所も観光スポットもいまいちピンとこないので、近場の有名スポット（天草など？）と
一緒に観光できるような得々チケットなどがあれば利用するかもしれない。
あとは船での移動中に絶景スポットが見られたら得した気持ちになりそうですね。
何度も来たくなるようなお勧めのグルメはないのですか？

行ったことがないので、どのような観光地や名産品があるのか、分からないが、イベント（花火や冬のイルミネーションなど）や名産
品のバーベキュー？などがあり、そのことが広く宣伝されていたら、行ってみたいと思う。

船の中ででのイベントや催しグルメなどの楽しみ
乗船した人しか食べられないグルメ・軽食
例えばハンバーガー・フランクフルト・ホットドッグなど・・・

定期的に、格安ツアーがあれば利用してみたい。

桜島フェリーのように名物うどんがあればおもしろい
運行間隔が短い(ほとんど待たない)とうれしい

今まで行ったことがないのでドライブコースがあったりそこにしかないものなどがあれば行ってみたい

松島についてからの移動方法が乏しいので、車を載せなければならない。もっと、バス等の移動機関を豊富に増やすことがいいの
ではないかと思う。

祭りやイベントがある

島巡りの遊覧船があるといい。

ツアーでセットになっていたら参加するかもしれない。

フェリーの利用時間によって割引を設ける

天草での、お得感があると嬉しい

船代が安ければ利用する
時間短縮になる

利用したことがあるのですが、廃止になっていることを知って尐しショックでした。利用することによって移動時間の短縮・交通費の減
尐ができれば利用者はあるとおもいます。

どんな良さがあるのか、知らない人が多いので、よいところをPRするイベントをひらく。

松島に着いてからの交通手段がもっと便利だったら観光客も増えるのではないか・・

熊本市に住んでる者からすれば、わざわざ八代から船に乗ろうとは思わない。宿泊パックで質が良く安ければ考えたい。

価格が低く乗船内で美味しいご飯を食べたい

レジャー施設

便がたくさんあると使いやすいです。

地域とのふれあい



松島、八代のことをよく知りません。最寄りの沿線から、具体的にどうやってそこに行き、そこには何があるかイメージできるＰＲ活動
があれば興味を持つかもしれません。

乗船すると、松島や八代の観光名所やおみやげなどの割引サービスがあればいいと思います。

観光地の充実

松島でグルメ情報をもっと多く発信してもらいたい。

観光も兼ねたような、航路があればいい

イルカウォッチングが素敵で海鮮も美味しかったので、
漁をしているところを見てみたい（近場で短時間）

どんな観光地があるのかわからないので、もっと宣伝などしてほしい。特産物などのお店や有名なご飯やさん等あれば、訪れたい
なとおもいます。

食事・ホテルとのセットプラン

私は鹿児島県に住んでいますが、この航路のことは知りませんでした。
どういった観光の魅力があるかも未だに知らないので、積極的に情報を流していただけたら良いかなと思います。
観光事業にあたっている方がブログやツイッター、Facebookなどに観光紹介の記事をどんどん投稿してくださったりしたら、目に触
れる機会も増えるのではと思います。
景色の良さ、食べ物の美味しさ、歴史があること、お土産が充実している…というような内容であれば「是非いってみたい、航路を利
用してみたい」と思うかもしれません。

その土地ならではの目的別ツアーとかあればいいと思う。食べ物、歴史的建造物など分けて回れるように。

期間限定のクルーズがあればどうでしょう

世界でここにしかないものがあれば行く。日本中どこにでもありそうな観光なら誰も行かない。それくらい大胆な催しでもない限りは
行かない。

楽しければ

イルカウォッチング

松島・八代の名物、観光にどのようなものがあるか知らない。もっと県外にもアピールされたら興味が持てると思う。

熊本県外なので松島に何があるのかわからない。
松島に行きたくなるような物（スポットや催し）が何なのかわかれば、観光に行く機会が増えるかもしれない。

八代港の近辺に観光地がないので公園などの子供が遊べるところがほしい。

松島でのレンタカー

・宿泊するとフェリーの無料乗車券、もしくは車の乗車（フェリーに車を乗せる）割引券がもらえる。
・スタンプラリー
・旅行雑誌などに割引券（温泉やフェリー、食事など）を載せる
・お得な宿泊プランがある（期間限定でもよいので、宿の貸し切り湯無料や子どもの添い寝無料など）

もっと文化遺産や景色を生かしたイベントなどを
企画したほうがいいと思う

松島でのイベント

松島―八代航路ならではの景色や船内での飲食にＢ級グルメがあるなど特徴があると、興味や関心が高まるキッカケになるので
は。

犬を飼っており、出かける際も犬を連れていくことが多いので、ペットも一緒に入れる店や施設が発着港やその付近に増えると利用
しやすいという気持ちになり、訪れたいと感じます。

フェリー運賃が高すぎると思うもう尐し安かったらいいと思う。

グルメなどのイベントがあるなら。

牛深航路があれば利用したい

テレビコマーシャル



福岡在住ですが、熊本市内、阿蘇等には、良く足を運びますが、八代、天草はかなり遠いイメージがあるので、よほど画期的なイベ
ント等を行い、宣伝されると、訪れてみたいと思う人が
多くなるのではないでしょうか？またそれを希望しています。

大々的にキャンペーンなどを行なって、アピールした方がいいと思います。
ネットだけじゃなく、雑誌やTVでも取り上げると興味がもてると思います。

その土地ならではの、旬のイベントがあれば行ってみたい。

フェリーが着く時間帯に合わせて公共バスが到着
するようにする。

観光施設などが割引になるクーポンを配ったりする

利用したい時間に運航されていること

フェリーをインパクトのある形にする。とか…
ゆるキャラつくる！

どんな観光地があるかもよくわからない。

車で行くことが多く、どうしても遠いイメージと、わざわざいかなくてもいいかなと思ってしまうので、カップルや家族で楽しめるイベント
があるといい。

セット料金があると利用しやすい

そちらの土地について、ほとんど何も知らないので、CMや旅行誌での特集など、魅力について情報を発信してもらいたい。

松島の観光地や特産物をもっと宣伝、アピールしてほしいです。

お祝い事や忘年会・新年会を
港までの送迎付きで
宿泊付きセットにしたらいいかも
近隣の施設が充実していたりイベントがあると良いと思う。

安いツアー

旅行プランがついている(日帰り、一泊や、食事等がついているもの)。前売り券や予約等は割引される。

八代の観光ＰＲをもっと盛り上げて欲しい

1時間弱も船内滞在時間があるのだから、大人も子どもも楽しめる船内イベントを実施されるとおもしろいかなと思います。
または船内で近くの観光地の詳しい案内や見どころ、歴史の説明などがあればより観光を楽しめそうです。

松島の観光スポットや店舗の魅力が尐ないので（弱い）八代のお客が尐ないのではないかと思います。もっと魅力ある店舗や食事
処、複合施設などがあればいいと思う。

美味しい食べ物 特産品

天草に何度も訪れてみたいと思うような魅力的な観光スポットの開発と天草ならではのグルメの提供

歴史に関するイベント

イルカ等の以外に海等の自然で安全に遊べることを増やして欲しい

存在を知らなかった。SNS等で情報発信して欲しい。

船に車載せずとも観光できるように、レンタカーや自転車を準備してほしい

グルメ企画があれば楽しいかも。
クルマでしか行かれないグルメや温泉をスポットにスタンプラリーとか、キャンピングカーも乗れたら楽しいかも。
なので、キャンピングカーのレンタルも込みでスタンプラリーがあったら宿は困るかもだけど、面白い気がします。

料金の安さと便が多ければ
航路も利用したい。

歴史観光ガイドを置く。フェリー限定グッズ・土産が船内だけで買えるようになっている。船のスタッフや地元の歴史・観光に詳しい人
がTwitterなどのSNSやBlogで情報発信していると、きっかけになるかも。

海の中がみえる船だといいな


