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（トロッコ列車発着）

南阿蘇1日乗り放題
チケット

お得な

6 月廻り温泉館
目の前には阿蘇五岳が
広がる温泉。

4 白水温泉 瑠璃
良質の温泉と地元の食材を
使った料理が自慢の宿

4トーマス農園
12月から5月までいちご
狩りが楽しめます。

2  高森
湧水トンネル
玉が不思議な動きをす
る仕掛け噴水“ウォー
ターパール”を見ること
ができます

2021年 12月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 ◯11 ◯12
13 14 15 16 17 ◯18 ◯19
20 21 22 23 24 ◯25 ◯26
27 28 29 30 31

2022年 3月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 ◯5 ◯6

7 8 9 10 11 ◯12 ◯13
14 15 16 17 18 ◯19 ◯20
◯21 ◯22 ◯23 ◯24 ◯25 ◯26 ◯27
◯28 ◯29 ◯30 ◯31

運行カレンダー　　◯は利用可能日

6  免の石
開運スポットとして変わらず
人気のスポット。

1  道の駅
あそ望の郷くぎの

3 白川水源
名水百選に選ばれる
ほど有名な水源です。

5 高森殿の杉
樹齢400年を超える一対の巨大な杉

車がなくても阿蘇 Be MaaS
あ そ べ まぁーす

お得な

7 上色見
熊野座神社

「異世界への入り口」と
SNSでも話題になった、
神秘的な神社。

1 高森田楽
保存会

築200年以上の古民家
で、囲炉裏を囲んで炭火
で焼くスタイルの郷土料
理「田楽」が楽しめます。

3あか牛の館
「あそ望の郷くぎの」の
敷地内にある、“あか牛”
専門の焼肉レストラン

2グリルド加藤
地元の食材を使った、イ
タリアンが絶品。

熊本市内発着も利用できます

高森町・南阿蘇村の路線バス※ 
乗り放題チケット

周遊観光シャトルバス
乗り放題チケット

タクシー割引チケット
1,000円分×2枚

レンタサイクル
1,000円割引

期間限定特別運行

詳しくはWEBで
その他観光コンテンツにも利用できます

5 高森駅
（トロッコ列車発着）

高森駅～中松駅までの7.1キロを、往復１
時間ほどかけて走る人気の観光列車（ト
ロッコ列車は春休み期間のみ運行予定）

久木野温泉 久木野温泉 

5 高森駅高森駅
（トロッコ列車発着）（トロッコ列車発着）

バス停そば

バス停そば

バス停そば

バス停そば
バス停そば

バス停そば

バス停そば

「高森駅」バス停
より徒歩すぐ

産交バス高森営業所
より徒歩10分

「上色見熊野座神社」
バス停より徒歩2分

「高森駅」バス停より
タクシーで約7分

「あそ望の郷くぎの」
バス停より徒歩2分

「あそ望の郷くぎの」
バス停より

タクシーで約７分

マイカーが無くても楽々観光♪ 公共交通機関を利用して阿蘇を楽しもう！

利用者１人１人の移動ニーズに対応して、複
数の公共交通やそれ以外の移動サービス
を最適に組み合わせて検索・予約・決済等
を一括で行う次世代のサービスです。

MaaSってなに？

1,000円南阿蘇1日乗り放題
チケット 大人・小人

同 額

南阿蘇周遊観光
シャトルバス バス停

南阿蘇周遊観光
シャトルバス運行ルート

※快速南郷ライナー、快速たかもり号、快速たかちほ号は対象外

1月2月は設定なし

さらに アンケートに答えて

1,000円分の
Amazonギフト券
キャッシュバック

※写真はすべてイメージです



お問い合わせは

九州産交グループ （株）KASSE JAPAN 〒860-0806 熊本市中央区花畑町4-3
　　　　　　 太陽生命熊本ビル9階発売元

九州産交コールセンター TEL.096-300-5535 受付時間／10：00～17：00
（年末年始/土日祝休み）電話によるお問い合わせ

【注意事項】
路線バス乗り放題チケットは南阿蘇エリア内の産交バ
スの路線バス及び南阿蘇周遊観光シャトルバスに限
ります。九州横断バス、やまびこ号、たかもり号、高千
穂号、福岡-黒川温泉、南郷ライナー等の特急、快速、
高速バス及び九州産交以外が運行するシャトルバス
はご利用いただけません
●乗車時に乗り放題チケットをご提示ください。
● 観光シャトルバスは定時運行となります。乗り
遅れに伴う保証はございません。

● 道路交通状況によっては遅れて運行する場
合がございます。

● 熊本市内⇔南阿蘇の区間は予約制となりま
す。予約無しでの乗車は出来ませんのでご
注意ください。

※ タクシー割引チケットは1回につき、何枚でもご利用い
ただけますが、おつりはでませんので、ご注意ください。

●夜間のご利用はできません。
● 事前のご予約をお勧めいたします。
● 配車希望箇所が遠方の場合は、別途配車料金
がかかる場合がございます。詳しくは予約のお
電話の際に各タクシー会社へお尋ねください。
● タクシー割引券に対しお釣りは出ません。
● 未使用時における払い戻しはございません。
※ レンタサイクル割引チケットはみなみあそ観
光局で取り扱う観光コンテンツ及び観光商
品券の購入にも利用可能です。
※ チケットは当日のみ有効です。
※ ご購入後のチケットの払い戻しはできませ
ん。ご注意ください。

【乗り放題チケット引き換え場所】
● シャトルバスに熊本市内
からご乗車されるお客様
バス乗務員がチケット
をお渡しいたします
●その他のお客様
みなみあそ観光局又は
高森町観光協会窓口に
てお引換え下さい

●みなみあそ観光局

みなみあそ
観光局
●
●道の駅
　あそ望の郷
　くぎの28

39 高
森
駅

●
高森町
観光協会

高森
郵便局
●

●高森町観光協会WEBサイトから
ご購入ください。
ご購入後、チケット引き換え
券をプリントアウト又はダウン
ロードし、引換場所にてご提
示ください。乗り放題チケット
とお引換いたします。

【購入方法】

＜ご利用条件＞　①阿蘇・南阿蘇・小国エリアの観光を目的とした利用であること　②地域住民の日常生活でのご利用はできません。

入園料、体験料、食事代等の料金は含まれ
ておりません。現地にてお支払いください。

モデルコース

モデルコース

モデルコース

モデルコース

パワースポット
上色見熊野座神社参拝と
ベストシーズンのいちご狩り

免の石トレッキング（ガイド無し）と
月廻り温泉入浴

上色見熊野座神社

乗馬体験

高森殿の杉

阿蘇ふれあい農園
でいちご狩り

レンタサイクル

免の石 月廻り温泉にて入浴

たかもり号、たかちほ号からの乗り継ぎもできます

熊本駅（新幹線口） 8:30

桜町バスターミナル 8:45

あそ望の郷くぎの 10:05

あそ望の郷くぎの 10:15 12:00 13:05 14:25 15:45

高森湧水トンネル駐車場 10:30 12:15 13:20 14:40 16:00

高森中央（高森町観光交流センター） 10:35 12:20 13:25 14:45 16:05

高森駅前 10:37 12:22 13:27 14:47 16:07

産交バス高森営業所 10:42 12:27 13:32 14:52 16:12

月廻り公園 10:45 12:30 13:35 14:55 16:15

上色見熊野座神社駐車場 10:50 12:35 13:40 15:00 16:20

月廻り公園 10:55 12:40 13:45 15:05 16:25

産交バス高森営業所 10:58 12:43 13:48 15:08 16:28

白川水源　駐車場 11:05 12:50 13:55 15:15 16:35

阿蘇白水温泉　瑠璃 11:10 12:55 14:00 15:20 16:40

トーマス農園前 11:15 13:00 14:05 15:25 16:45

あそ望の郷くぎの 11:20 13:05 14:10 15:30 16:50

あそ望の郷くぎの 17:00

桜町バスターミナル 18:20

熊本駅（新幹線口） 18:35

南阿蘇周遊観光シャトルバス時刻表

☎0967-62-0383●高森駅前タクシー

☎0967-62-2333
●高森町観光協会（予約制）

●阿蘇観光タクシー ☎0967-83-1880

●みなみあそ観光局（予約不可）
☎0967-67-2222

南阿蘇 エリア モデルコース車がなくても

阿蘇 Be Maas
あ そ べ まぁーす

 桜町バスターミナル乗車（8:30）
⬇ シャトルバス
 あそ望の郷くぎの（10:05着）

・レンタサイクルでサイクリング
・水源巡り
・トーマス農園いちご狩り
 あそ望の郷くぎの（12:00発）
⬇ シャトルバス
 産交バス高森営業所（12:27着）

・昼食
・ブルーグラス乗馬体験（予約制）
 産交バス高森営業所（14:00発）
⬇ タクシー

・高森殿の杉見学（14:15～15:00）
⬇ タクシー

・月廻り温泉入浴（15:10～16:20）
 月廻り公園（16:25発）
⬇ シャトルバス
 桜町バスターミナル下車（18:20着）

 桜町バスターミナル乗車（8:30）　　　　
⬇ シャトルバス
 あそ望の郷くぎの（10:05着）
⬇ タクシー
免の石登山口（10:40着）
・免の石ガイド無しトレッキングー※1（約2.5時間）
⬇ タクシー
・あそ望の郷くぎのにて昼食
（13：30/14：25）
 あそ望の郷くぎの（14:25発）
⬇ シャトルバス
 月廻り公園（14:55着）
・月廻り温泉にて入浴
（15:20/16:25）
 月廻り公園（16:25発）
⬇ シャトルバス
 桜町バスターミナル下車（18:20着）

たかちほ号・たかもり号を利用した

南阿蘇ショートステイプラン

 熊本駅前（09:11発）
⬇ たかちほ号
　 ※乗り放題チケットには含まれません　※予約制
 道の駅/あそ望の郷くぎの（10:42着）
・そば打ち体験と打ったそばの昼食※予約不可
レンタサイクル利用、水源めぐり、トーマス
農園でいちご狩り
 道の駅/あそ望の郷くぎの（13:05発）
⬇ シャトルバス
 高森湧水トンネル駐車場（13:20着）
・高森湧水トンネル観光
高森湧水トンネル駐車場（14:00発）
⬇ タクシー
高森殿の杉（14:10着）
・高森殿の杉見学
高森殿の杉（14:40発）
⬇ タクシー
高森町商店街（14:50着）
・ 山村酒造、マルキチしょうゆ店
でお買い物
 高森中央（高森町観光交流センター）（15:30発）
⬇ たかもり号 ※乗り放題チケットには含まれません
 熊本駅前（5番乗り場）（17:28着）

※1  ガイド付きトレッキングツアーは予約制で13
時スタート（12：45集合）となります

 桜町バスターミナル乗車（8:30）
⬇ シャトルバス
 上色見熊野座神社（10:50着）
・上色見熊野座神社参拝
・高森田楽保存会で昼食
 上色見熊野座神社（12:35発）
⬇ シャトルバス
 白川水源前（12:50着）
・白川水源観光
 白川水源前（13:55発）
⬇ シャトルバス
 阿蘇白水温泉瑠璃（14:00着）
・阿蘇ふれあい農園でいちご狩り
・阿蘇白水温泉瑠璃で入浴
 阿蘇白水温泉瑠璃（16:00発）
⬇ タクシー
 道の駅/あそ望の郷くぎの（16:10着）
・ショッピング
 道の駅/あそ望の郷くぎの（17:00発）
⬇ シャトルバス
 桜町バスターミナル下車（18:20着）

レンタサイクルで南阿蘇水源めぐりと
ブルーグラス乗馬体験

※写真はすべてイメージです

①タクシー会社へ配車希望のお電話
②近くのタクシーを希望地へ配車
③タクシー賃走 　　④降車時に割引チケットを提出
⑤差額（オーバー分）を精算

タクシーのご用命

レンタサイクルのお問い合わせ

事前予約をおすすめします


