
アソボ

各HPにて多言語での情報掲載を行っております。
On each of the websites, information can be found in 
multiple languages.

地域情報 HP Area Information Website

九州ど真ん中観光情報サイト

マスコットキャラクター “くろちゃん” がペイントされた車体や
丸い木の玉を敷き詰めた「木のボールプール」、絵本コーナーなど、
いたるところに遊びゴコロが満載。全面展望のパノラマシート
から眺めるダイナミックな車窓は圧巻です。まるで遊園地のような
列車は、子どもから大人まで時間を忘れさせてくれます。

Asoboy is painted with the mascot character Kuro-chan,
there is a ball pit filled with small wooden balls, a picture
book area, and plenty of other fun attractions! The
highlight is, of course, the panorama window seats 
where you can enjoy the stunning scenery outside! 
Asoboy is truly a moving amusement park where both 
children and adults can enjoy a fun time!

In the panorama window seats, you can have an 
exhilarating experience as you enjoy the same 
view as the driver!

運転席と同じ視界を味わうことができる「パノ
ラマシート」では、大迫力の展望を満喫すること
ができます。

３号車「ファミリー車両」にある「くろクラブ」。
子どもが遊べるスペースが充実しており、「木の
ボールプール」では、木の温もりを感じながら遊ぶ
ことができます。

令和元年度 内閣府 地方創生推進交付金

In the third car, you can find the Kuro club for 
families! Among the many fun activities for 
children, there is a ball pit that uses wooden 
balls and lets you feel the warmth of the 
material as you play!

Parent and child can enjoy the scenery together 
with these white customized Kuro-chan seats!

親子が並んで座れる「白いくろちゃんシート」。
床が高く設計されており、子どもでも窓の景色を
満喫できます。

阿蘇の大地を駆け抜ける“走る遊園地”

特急 あそぼーい！ＪＲ九州

TRAINS
JR KYUSHU

A moving amusement park! Breeze through the Aso 
landscapes with JR Kyushu Limited Express, Asoboy!

PANORAMA SEAT KURO CLUBWHITE KURO-CHAN SEAT

KURO-CHAN

詳しくは
「あそぼーい！」で検索！
For more information, type 
"Asoboy!" into your favorite 

search engine!

Information

阿蘇竹田ブランド観光地域づくり推進協議会
Aso-Taketa Brand Regional Tourism Promotion Association

特急あそぼーい！で
阿蘇・竹田へ

2020年度中、阿蘇カルデラを横断するJR豊肥本線が復旧予定。

GETTING ON LIMITED EXPRESS
ASO BOY! From Oita to Taketa & Aso 
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阿蘇神社
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阿蘇五岳を一度に望むことができる絶好のビュースポッ
ト！早朝には、雲海が出ることもあります。

圧倒的な音楽表現を持ち、数々の賞を
受賞する、全国的に有名な和太鼓パ
フォーマンス集団「DRUM TAO」の本
拠地。毎年「TAOの夏フェス」が開催
されます。

西日本初！！火口に接する
ダイナミックなアクティビティです。

広大な緑のパノラマが目の前に広がる久住高原。雄大な景色をカメラに収めたり
大自然を感じる乗馬体験も人気です。

世界でもめったにない炭酸泉湧出地、長湯温泉。
その一つの施設であるラムネ温泉館はとんがり屋
根が特徴的。源泉そのままの銀色の炭酸の泡が
体にまといつく冷泉を楽しめます。

4 月にリニューアルオープン。
建物は、新国立競技場を設計
した、世界的建築家の隈健吾
氏が設計しています。

Michi-no-eki NAMINO
 (roadside station)

かつて、この滝を眺めるための御茶屋が設けられ、多くの文化人が詩を
詠み、讃えたと言われる名瀑です。国の登録記念物にも登録されています。

「日本最強の城」に選定された岡城（山城）。
城内から眺める阿蘇山、くじゅう連山の眺望
はまさに絶景です。

いにしえより湯治場として知られてきた
温泉地ならではの療養、保護施設。
ゆっくりゆっくり心と体を癒してください。

九州の中心部で雄大な高原に位置する
「くじゅう花公園」は年間を通して四季の
花々の香りを楽しめます。

Throughout the year, fragrance of flowers 
of the four seasons can be enjoyed at Kuju 
Hanakoen (flower park) located in the 
magnificent plateau in the center of 
Kyushu.

「荒城の月」で知られる日本の音楽家、瀧
廉太郎が少年時代に竹田で過ごした旧宅
を、記念館として公開しています。

瀧廉太郎記念館

ラムネ温泉館
Lamune-Hot spring

竹田市歴史文化館
Taketa City History & Culture Hall

熊本県
KUMAMOTO

大分県
OITA

A supreme spot to bask in the stunning view of 
Mount Aso's five peaks. Wake up early, and you 
might even see a sea of clouds.

A vast green panoramic scenery awaits you at the Kuju Highlands. Capture the 
pristine beauty on the lens or enjoy the ever-popular horse riding experiences.

Home to the taiko group DRUM TAO
 that can boast with overwhelmingly 
expressive music, numerous awards, and 
unquestionable popularity. Don't miss 
the annual Tao Summer Festival!

大観峰
Daikanbo

Dynamic activity in touch with 
the crater first in West Japan!

Oka - j o  ( Yamash i ro )  ha s  been  
selected as "Japanese strongest 
castle".  The view from the castle site 
of the tops of Mount Aso and the 
Kuju Mountains are superb.

Known as a hot spring resort for medical 
tratments from anicent times, is a 
protected institution.  Take your time 
healing your mind and body, slowly.

Rentarō Taki known for composing the 
music for "Kojo-no-Tsuki" (Moon over the 
Ruined Castle), the house where he lived in 
his childhood is a memorial museum and is 
open to the public.  

長湯温泉
Nagayu Onsen 

Nagayu Onsen is blessed with natural sparkling 
hot spring water, which is rare in the world.  One 
of these facilities, the Lamune (soda) Pop Hot 
Spring Hall has characteristic cone shaped roofs.  
You can enjoy the cold bubble fountain bath with 
silver carbonic acid which clings to your body.

Renewal open in April! And the architect 
is none other than the world-famous 
Kengo Kuma who designed the Japan 
National Stadium!

This famous waterfall, “Shiramizu-no-Taki” , is a place where many 
intellectual people used to write a poem and laud the custom, 
and a cafeteria had been established to see the view. This is also 
registered as a national registered monument.
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豊後清川
Bungo Kiyokawa
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阿蘇
Aso

Uchinomaki

Tamarai

Aso Shrine

内牧温泉
Uchinomaki Onsen
 (Hot Springs)

ASOネイチャーランド
Aso Nature Land

道の駅阿蘇
Michi-no-eki ASO
 (roadside station)

草千里ヶ浜
Kusasenrigahama

烏帽子岳
Eboshidake

Aso Nakadake Crater

クアパーク長湯
Health Care Resort

阿蘇山系からの伏流水を水源に日本名水百選
に選ばれた竹田湧水群の一つ。湧水は高く
評価され、この水で育つエノハ料理 (川魚料理 )
は竹田の郷土料理。
Taketa Yusui-Gun draws its crystal clear and highly 
praised water from the natural spring sources of 
Aso. This natural spring water nurtures the river 
fish used in Taketa's regional cuisine, Enoha.

竹田湧水群（河宇田湧水）
Taketa Yusui-Gun (Kawauda Yusui)

Rentarō Taki
Memorial Museum Kuju Hanakoen (flower park)

くじゅう花公園
Kuju Hanakoen
 (flower park)

TAO の里
Tao no Sato
 (Tao's village)

クアパーク長湯
Health Care Resort

武家屋敷通り

瀧廉太郎記念館

岡城跡

白水の滝 Shiramizu-no-Taki (waterfall)

岡城跡 Oka Castle ruins

Rentarō Taki 
Memorial Museum 

Oka Castle ruins

竹田市歴史文化館
Taketa City History & Culture Hall

Bukeyashiki-dori
 (samurai residence street)

くじゅう花公園

杵島岳
Kishimadake

仙酔峡
Sensuikyo

白水の滝
Shiramizu-no-Taki 
(waterfall)

河宇田湧水
Kawauda Yusui

久住高原
Kuju Highlands

It's about 2 hours one-way from Oita Station to Aso!

阿蘇外輪山近くにある阿蘇エリア最大の温泉郷です。
温泉郷には30軒以上の温泉宿があり、個性的な飲食店
も軒を連ねています。あか牛などを食すのも楽しみの
一つです。
The largest Onsen town in the Aso area, 
located right by the outer rim of the caldera. 
Over 30 traditional inns, unique restaurants, 
and charming shops. Don't miss out on the local 
wagyu, Akaushi beef!

内牧温泉街
Uchinomaki Onsen
 (Hot Springs) District

Tao no Sato (Tao's village)
TAO の里

KUMAMOTO

ASO
Wonderful!!

Delicious!!!

Enjoy Aso's dynamic nature 
while cycling through 
panoramic scenery!

阿蘇の大自然を楽しむ
パノラマサイクルも人気！

　　　

ビューポイントがたくさん！！Viewpoints in abundance!

美術館も併設しています！
Also connected with 
the Art Museum!

美味しい水でのどを潤そう！
Revitalize yourself 
with exquisite water!

圧巻の迫力！！
Incredible
impact!

阿蘇火山
博物館

Aso Volcano 
Museum 

Aso Shrine
阿蘇神社

平成28年の熊本地震により、倒壊した阿蘇神社。
令和5年12月復旧完成予定です。
Aso Shrine suffered extensive damage from the 
earthquake in 2016.
Restorations will be finished in December 2023.

アドベンチャートラック
Adventure Truck

Conquer one of Aso's five peaks, Mt. 
Kishima-dake, as you see, hear, and 
feel the beating pulse of a living 
volcano.

阿蘇五岳のひとつである杵島岳を
トレッキングしながら、大地の鼓
動を「観て」「聞いて」「感じて」
ください。

杵島岳
Kishimadake

初夏には、5万株ものミヤマキリシマの
花が一帯をピンク色に染めます。
In the early summer, 50,000 Rhododendron 
flowers paint the scenery in pink.

仙酔峡
Sensuikyo

It's very
Beautiful

!

阿蘇カドリー・ドミニオン
Aso Cuddly Dominion

特急あそぼーい！で 阿蘇・竹田へ


