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はるか昔から「湯治場」として愛
され、今もその風情を残します。

「ゆうステーション」バス停より
タクシーで約11分

建物は､外壁はミラーガラス、
内部は小国杉を2461本も
使用。館内では､町の特産品
が数多く販売されています。

麺つゆも絶品。何度でも食べ
たくなるおそば。

10 岡本
　 とうふ店
明治時代から続く
老舗豆腐店。

破傷風菌の研究で世界的に有名な医学
者・北里柴三郎生誕の地にある記念館。

景色や泉質もそれぞれ異なる個性豊
かな6つの湯処（ゆどころ）があります。9  岳の湯

地獄谷温泉 裕花
わいた温泉エリア内にある
24時間営業の温泉施設。

憧れの温泉地として全
国でも人気の高い、山間
の小さな温泉郷です。

パリ国際版画展でグランプリを受
賞した抽象画家・坂本善三の作品
や遺品を展示する美術館。

特産品や野菜、ジャージー牛乳など、南小国
の「美味しい」がズラリと揃う総合物産館。

2022年 1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　※2月は設定なし
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

お得な 車がなくても阿蘇 Be MaaS
あ そ べ まぁーす

1日乗り放題
チケット 1,000円小国お得な

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！

3  鍋ケ滝
落差約10m、幅約20mの滝で、お茶の
CMのロケ地にもなった人気スポット。
「ゆうステーション」よりタクシーで約8分
※ 入場日・時刻の
事前予約が必要
です。

詳しくはこちら➡

シャトルバスのバス停

路線バスのバス停

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

小国・南小国町の路線バス 
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

この期間だけ特別運行

詳しくはWEBで
その他観光コンテンツにも利用できます

阿蘇駅発着OK  1便目は阿蘇駅から運行
最終便は阿蘇駅まで運行（予約制）します!!

※裏面注意事項欄参照

エ
リ
ア
1日乗り放題
チケット 大人・小人

同 額

バス停そば

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？

シャトルバス運行ルート
路線バス（阿蘇-杖立線）
路線バス（小国郷ぐる～っとバス）



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

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】 【乗り放題チケット引き換え場所】
● シャトルバスに阿蘇駅前
からご乗車されるお客様
産交バス阿蘇営業所
窓口にてお引換え下さい
●その他のお客様
ASOおぐに観光協会
窓口にてお引換え下さい

●産交バス阿蘇営業所

57

●
産交バス
阿蘇営業所

阿蘇駅

212

442

●
ASOおぐに
観光協会

小国
警察署
●

●小国物産館
　ぴらみっと

●ASOおぐに観光協会
（道の駅小国
ゆうステーション2階）

【注意事項】
路線バス乗り放題チケットは阿蘇・小国エ
リア内の産交バスの路線バス及び小国周
遊観光シャトルバスに限ります。高速バス、
九州横断バス、産交バス以外のコミュニ
ティーバス（虹バス/小国郷ライナー）ではご
利用できません。

＜周遊観光バス利用時の注意＞
・ 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、阿蘇駅⇔小国郷の
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利用時の注意＞
※ 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。
・ 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。

・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南小国町観光協
会/SMOで取り扱う観光コンテンツの購入にも
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。＜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。

で乗り継ぎできます。（別料金） 詳しくはWEBで！

熊本市内からのアクセスも便利
●快速バスやまびこ号 ●九州横断バス ●JR

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。

阿蘇駅前 10:00
南小国町総合物産館きよらカァサ前 10:40
坂本善三美術館 10:53 12:19 13:57 15:35
道の駅小国ゆうステーション 10:59 12:25 14:03 15:41
小国町役場 11:03 12:29 14:07 15:45
北里柴三郎記念館 11:13 12:39 14:17 15:55
岳の湯地獄谷温泉　裕花 11:21 12:47 14:25 16:03
たけの湯温泉館ゆけむり茶屋 11:26 12:52 14:30 16:08
たけの湯温泉館ゆけむり茶屋 11:28 12:54 14:32 16:10
岳の湯地獄谷温泉　裕花 - 12:59 14:37 16:15
北里柴三郎記念館 - 13:07 14:45 16:23
小国町役場 - 13:17 14:55 16:33
道の駅小国ゆうステーション 11:43 13:21 14:59 16:37
坂本善三美術館 11:49 13:27 15:05
南小国町総合物産館きよらカァサ前 16:45
阿蘇駅前 17:25

小国 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

小国町横断
岳の湯地獄谷温泉
「裕花」で湯ったり

片道路線バス利用
たっぷり杖立温泉

黒川温泉
「湯めぐりと食べ歩き」

岳の湯地獄谷温泉 裕花

杖立温泉

黒川温泉

 阿蘇駅前（09:15発）
⬇ 路線バス
 杖立バス停（10:38着）

・杖立温泉4時間滞在
杖立温泉街散策、日帰り温泉入浴、背戸屋めぐり、昼食
 杖立バス停（14:30発）
⬇ 路線バス
 道の駅小国・ゆうステーション（14:52着）
 道の駅小国・ゆうステーション（14:59発）
⬇ シャトルバス
 坂本善三美術館（15:05着）

・入館見学
 坂本善三美術館（15:35発）
⬇ シャトルバス
 道の駅小国・ゆうステーション（15:41着）

・ ショッピングとジャージーソフト屋さんでカフェタイム
 道の駅小国・ゆうステーション（16:37発）
⬇ シャトルバス
 阿蘇駅前（17:25着）

小国周遊観光シャトルバス時刻表

 阿蘇駅前（10:00発）
⬇ シャトルバス
 北里柴三郎記念館（11:13着）
・入館見学、木魂館見学、北里バランで昼食
 北里柴三郎記念館（12:39発）
⬇ シャトルバス
 岳の湯地獄温泉 裕花（12:47着）
・ 貸切風呂入浴とカフェBONDでティータイム
 岳の湯地獄温泉 裕花（14:37発）
⬇ シャトルバス
 坂本善三美術館（15:05着）
・入館見学
 坂本善三美術館（15:35発）
⬇ タクシー
鍋ケ滝（15:40着）
・鍋ケ滝観光（事前予約必要）
鍋ケ滝（16:20発）
⬇ タクシー
道の駅小国・ゆうステーション（16:30着）
 道の駅小国・ゆうステーション（16:37発）
⬇ シャトルバス
 阿蘇駅前（17:25着）

湯けむり溢れる秘湯
「わいた温泉郷」と
名物手打そばを味わう

わいた温泉郷

 阿蘇駅前（10:00発）
⬇ シャトルバス
 坂本善三美術館（10:53着）

・入館見学
坂本善三美術館（11:40発）
⬇ タクシー
小国町役場前（11:50着）

・小国両神社、けやき水源、鏡が池
・手打そば優心での昼食
 小国町役場前（14:07発）
⬇ シャトルバス
 たけの湯温泉館ゆけむり茶屋（14:30着）

・ くぬぎ湯や豊礼の湯で貸切風呂入
浴又は大浴場入浴、地獄蒸し体験
（天然の蒸し場で調理体験）
 たけの湯温泉館ゆけむり茶屋（16:10発）
⬇ シャトルバス
 阿蘇駅前（17:25着）

 阿蘇駅前（10:00発）
⬇ シャトルバス
 南小国町総合物産館・きよらカァサ（10:40着）
南小国町総合物産館・きよらカァサ（11:00発）
⬇ タクシー
黒川温泉観光旅館協同組合 風の舎（11:10着）
・日帰り温泉入浴と食べ歩き、昼食
 黒川バス停（13:54発）
⬇ 路線バス（ぐる～っとバス）
 道の駅小国・ゆうステーション（14:29着）
道の駅小国・ゆうステーション（14:40発）
⬇ タクシー
鍋ケ滝（14:50着）
・鍋ケ滝観光（事前予約必要）
鍋ケ滝（15:30発）
⬇ タクシー
道の駅小国・ゆうステーション（15:40着）
・ショッピングとジャージーソフト屋さんでカフェタイム
 道の駅小国・ゆうステーション（16:37発）
⬇ シャトルバス
 阿蘇駅前（17:25着）

モデルコース

モデルコース

モデルコース

モデルコース

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

☎0967-42-1444
●南小国町観光協会（予約制）

●丸善タクシー

●津埜観光

●小国タクシー （日：店休日、土・祝/ 9:00～16:00）

☎0967-46-3223
☎0967-46-5310

☎0967-46-2350

●ASOおぐに観光協会（予約可能）
☎0967-46-4440

事前予約をおすすめします 阿蘇-杖立線時刻表（一部抜粋）

左回り
ゆうステーション 10:05 12:30 14:40
南小国役場前 10:14 12:39 14:49
満願寺入口 10:21 12:46 14:56
小田温泉 10:30 12:55 15:05
黒川 10:41 13:06 15:16
ゆうステーション 11:09 13:34 15:44

右回り
ゆうステーション 11:30 13:25 16:45
黒川 11:59 13:54 17:14
小田温泉 12:10 14:05 17:25
満願寺入口 12:19 14:14 17:34
南小国役場前 12:25 14:20 17:40
ゆうステーション 12:34 14:29 17:49

小国郷ぐる～っとバス時刻表（一部抜粋）

阿蘇駅前 9:15 10:20 13:45
南小国町役場前 10:08 11:13 14:38
ゆうステーション 10:17 11:22 14:47
杖立 10:38 11:43 15:08

杖立 10:50 11:50 14:30 15:10 16:13
ゆうステーション 11:12 12:12 14:52 15:32 16:35
南小国町役場前 11:20 - 15:00 - -
阿蘇駅前 12:13 - 15:53 - -


