2016春からゆく！

ニッポンのじて んしゃ旅
2016 Spring
同じ道でもいつ走りに行ったかで、その感じ方はまったく違う。

追い風に乗って信じられないほど距離を稼げるときもある。

一度しかないそれらの日々で、

︻ 大分 ー熊本 ︼

息をのむ絶景と良質温泉を求めて
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やまなみハイウェイから
阿蘇外輪山のミルクロー
ドへ。日本にもこんなス
ケール感の道があったと
は。興奮の連続だ！

九重連山− 阿蘇 − 熊本空港

design ●ハタケスタジオ

九重連山

撮 影 協 力 ●インターテック／スコットジャパン／ダイアテック

︻茨城︼

p.100-105

つくばりんりんロード

由布院

大分県

熊本空港

熊本県

Route

大分空港 − 別府 − 由布院 −

しむくらいがちょうどいい︒言っ
﹃じてんしゃ旅は楽しい﹄
てしまえば︑旅に正解はないのだ︒
これは本当です︒
距離を走っても走らなくても︑自
転車のほど良い速度がさまざまな
自転車を持って旅するのって︑
発見をさせてくれる︒
ちょっと大変かも︑と思っている
今回はこれからの季節に走りに
人もいると思う︒確かに自宅から
行くのなら︑勝手知ったる道だし︑ 行ってほしい道をまとめてみた︒
青森︑茨城︑大分︲熊本の三本立
輪行のために鉄道や飛行機の時刻
て︒青森は平坦基調で︑いつでも
も気にしなくてもいいし︒
輪行で帰れるルート︒茨城は関東
でも︑じてんしゃ旅は計画段階
から始まっている︒どことどこの
圏で気軽にじてんしゃ旅ができる
町をつないで︑どんなテーマで今
初心者向き︒そして︑大分︲熊本
回は走ろうか︑帰りはどの鉄道に
はがっつり走れて︑なおかつぜい
乗ろうか︑そんなことを考えるの
たくな大人の旅ができるプランだ︒
が︑実は楽しい︒
これを機に計画を立て︑ぜひ
そして︑旅先では計画段階に予 〝じてんしゃ旅〟を実践しに行っ
す いぜ ん
期していなかった出会いや風景が
てもらいたい︒日本全国の垂涎ロ
ードが︑あなたのことを待ってい
待っている︒アクシデントも旅先
るから︒まずは大分︲熊本の﹃や
のスパイスになる︒それで思った
まなみハイウェイ﹄を巡る旅のは
ように走れなかったとしても︑気
じまりはじまり⁝⁝︒
にすることはない︒逆にそれを楽

別府

取材協力●大分県

︻青森︼

見知らぬ道との出合いを求めて走りに行きたいと思う。

阿蘇

五能線沿いの西海岸ルート

︱熊本︼

向かい風に苦しめられるときもあれば、

大分空港

九州横断道路
〝やまなみハイウェイ〟
を走破！

p.106-111
大自然の間を縫うように続く道、四季折々その表情を変えてくれる道。

やまなみハイウェイ

僕らのじてんしゃ旅がこれから始まる。

p.90-99

︻大分

日本には世界に負けないくらいのすばらしい道が無数にある。
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サイクル
・ハブ 大
分

大分 - 熊 本 編

空港
STA R T！

杵築城下（塩屋の坂）
復元された天守閣の裏
には趣のある武家屋敷
が並ぶ。この高台へ至
る『塩屋の坂』と呼ば
れる石段は一見の価値
あり。

［大分 ― 熊本］やまなみハイウェイ

空港から始まる じてんしゃ旅 のカタチ

大分は源泉数、湧出量
ともに日本一の 温泉
県 なのだ！ 空港で
桶のモニュメントがお
出迎え。

遠方サイクリングの拠点として、空港がもっと便利になった
ら……という思いが実現した。昨年10月、大分空港に何とサ
イクリスト用の更衣室が設置されたのだ。それも空港を出た
まん前にサイクルラック付きで。自転車の組み立てをここで
行えるように、という粋な計らい。これは言うことない！

杵築 - 別府
サイクル・ハブが
県 内 85 カ所もある！

Data

ひっきりなしにお客さんが来
る人気店。日出はカレイの町
ということもあって、魚の形
をしたカレー味のパンも。

速見郡日出町3889
グリーンコーポふじの1F
☎0977・72・8874
営業時間 ８：30〜18：00
定休日 木曜

若栄屋
300年ものの歴史を持つ老舗
料亭。名物の『鯛茶漬うれし
の』はゴマだれを付けて食す。
これがうまい！

Data
別府市明礬3組
☎0977・66・3228
営業時間 ８：30〜18：30
定休日 なし
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別府八湯
（明礬温泉
／鉄輪温泉）
別府にある８つの温泉のう
ち、僕が巡ったのは鉄輪温
泉と明礬温泉。足湯などに
浸かって、のんびりするの
もあり。明礬温泉では、進
路が見えなくなるほどの湯
けむりに包まれた。

大分空港
若栄屋
杵築城

大分県

宅配サ ービスも充実！
空港にヤマト宅急便のカウンターが
あるので、ここで余計な荷物は宿に
送ってしまえば、身軽な旅装になる。

杵築市

213

ジョルノス
ブレッド＆デリ

土田

さん
登場
！

日出町
湯けむり展望台
鉄輪温泉

10

明礬温泉
（岡本屋売店）

じゅう

「ここの地獄蒸しプリンが
オススメなんです！」と言
う土田さんの言葉どおり、
甘さ控えめで男性サイクリ
ストからも人気。

大 分 空 港から海 岸 線 沿いを行くと、
杵 築や日出の旧 領 主たちの夢の跡をたどる
グルメ＆歴 史サイクリングへと旅は様 変わり。
そして言わずと知れた名 湯まではすぐだ。

朝一番の便で大分空港に降り立
った２月中旬︒僕にとっては５年
前の俺チャレ企画以来の大分入り
だ︒あのときはまったく寄り道も
せず︑ひたすら広島までの３４０
㎞を走ったけれど︑今回はじてん
しゃ旅︒思う存分寄り道をして︑
うまいものを食べてやろう︒
実は地元サイクリストから事前
く
大分と熊本の県境にそびえる九
にスポット情報を収集していた︒
重連山︒その山を越える一本の道 ﹁あれこれ悩むより︑サイクル・
がある︒県道 号︒昭和 年に有
ハブとして提携している協力店な
料道路として開通した道だったが︑ らサイクルラックも置いてあるし︑
平成６年に無料化︒その当時から
サイクリストウェルカムですよ﹂
〝やまなみハイウェイ〟の愛称で
という心強い情報に︑今回は乗っ
親しまれたドライブルートだ︒
かってしまうつもり︒
空港から走り出して約 ㎞ほど
自転車乗りにとっては︑大分を
き つき
海沿いを走ると︑杵築城が現れる︒
代表する温泉地の別府や由布院か
ここのすぐ隣にある﹃若栄屋﹄
︒
ら︑熊本の阿蘇を結ぶ壮大な物語
ここの鯛茶漬けが地元民のみなら
を紡ぐツーリングルート︒ルート
ず︑海外からのお客さんにも人気
上の最高標高地点は牧ノ戸峠の１
なのだとか︒大分の玄関口ともい
３３０m︒海抜ゼロからの峠越え
える場所で︑杵築の殿様が食した
にロマンを感じるのは僕だけ？

みょう

湯けむりで
何も見えん

岡本屋売店（明礬地獄）

更衣室は３室。広さも1.5畳あり、輪行バッグを室内に持ち込んだ状態で
着替えることができる。ここで万全の準備をして出発だ。

杵築市北浜665-429
☎0978・63・5555
営業時間 11：00〜21：00
定休日 なし

という﹃鯛茶漬うれしの﹄で腹ご
しらえ︒これは美味！
大分は中小の領主が各地で国を
治めていたということで︑隣町と
ひ
いえども文化圏が違うらしい︒日
じ
出町には︑今度はサイクリスト御
用達のパン屋があると聞き︑これ
からの道中に食す補給食を調達︒
焼きたてのクリームパンがこれま
た美味︒序盤からこんなに食って
ばかりで大丈夫か︒
別府温泉の湯けむりが見え始め
るころ︑待ち合わせていた地元サ
イクリストの土田宏道さんと合流︒
何を隠そう︑この土田さんこそ︑
大分県のサイクリング推進の中心
人物なのだ︒といっても︑純粋に
自転車が好きなだけなんだけれど︒
ばん
明礬温泉の地獄蒸しプリンをペロ
ッと平らげ︑湯けむりの道を抜け
ると︑土田さんが﹁ここから本格
的にやまなみハイウェイが始まり
ますよ﹂と言ったかと思うとスピ
ードを上げ始めた︒

湯けむり展 望 台
鉄輪
（かんなわ）
温泉に向かう途中の高台にあり、別府八
湯から立ち上る湯けむりを一望できる。湯煙の量が多い
日は、建物が見えないほど。温泉地、別府らしい光景だ。

Data

サイクリスト用更衣室が 完備！

！

ジョルノス ブレッド＆デリ

大 分とい え ば、温 泉！
こ れ だ けは 外 さな い で ね 。
工具
の
貸し
出し
も

大分県が推奨する８つのサイク
リングルート沿いに、サイクリ
ストが気軽に休憩できる施設を
設置。空気入れや工具の貸し出
しなどを受けられる施設もある
ので、ぜひ活用しよう。詳しく
は『サイクリングおおいた』で
検索！
〈www.cycling-oita.jp〉

Kitsuki - Beppu

由布院
（山荘わらび野）

由布市

11

別府湾
別府市

狭霧台

11

1日目 80×120㎜

大分県交通政策課
に勤務の純サイク
リスト。大分に多
くの人に来てもら
いたいと奮闘する。

Schedule
Day1

39

15

土 田 宏 道 さん

大分空港→15.3㎞→杵築→11.7㎞→日出
→11.8 ㎞→別府（鉄輪温泉）→23.3㎞→
由布院（山荘わらび野）
tota l̲ 62.1 km

Day2

由布院（山荘わらび野）→3.6 ㎞→
金鱗湖（下ん湯）→36.9㎞→長者原→
5.3㎞→牧ノ戸峠→19.5㎞→
ガンジーファーム→30.2㎞→大観峰→
9.8㎞→内牧温泉（蘇山郷）
tota l̲ 105.3 km

Day3

内牧温泉（蘇山郷）→9.8㎞→大観峰
→9.2㎞→かぶと岩展望台→10.3㎞→
二重峠→20.2㎞→熊本空港
tota l̲ 49.5 km
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大分 - 熊 本 編

［大分 ― 熊本］やまなみハイウェイ

1

ここは
すごいですよ！

2
由布岳

レストハウス
やまなみ

金鱗湖
（下ん湯）

別府市

←
長者原

山 荘 わらび 野

やまなみハイウェイ

11

１由布院の町外れにある極上の温泉宿。
全部屋が離れの作りになっているので、
日常を忘れた時間を過ごせる ２料理
も部屋出しの極上コース ３露天風呂
付きの個室もあり。ぜいたくすぎて言
葉がない ４新城幸也のゼッケンがさ
りげなく飾ってあった。地元イベント、
由布院ライドも主催している。

やまなみハイウェイのハイライトは間違いなくここ。間近に九重連山が迫り、迫力満点だ

←
内牧温泉

下ん湯

長者原ビジターセンターの向かい
にあるレストランやカフェ＆売店
施設。やまなみバーガーは絶品！

わらび野の若旦那に教えてもらっ
た金鱗湖脇の公共浴場。手前のボ
ックスに料金200円を入れて入浴。

Data

Data

九重〝 夢 大 吊 橋

由布市湯布院町川上1585 ☎0977・84・3111
（由布市商工観光課観光係）
営業時間 10：00〜22：00 定休日 なし

Data
玖珠郡九重町大字田野1208
☎0973・73・3800
営業時間 ８：30〜17：00
（７月〜10月は18：00まで）
定休日 なし

くじゅう高原
ガンジーファーム

45

Data
由布市湯布院町川北952
☎0977・85・2100
www.warabino.net

阿蘇市

2日目 80×120

眼下に町が見えた！ あれが由布院の灯だ！ 由布院盆地までのダウンヒル

今日の宿は由布院のめちゃくち
ゃいい宿だと土田さんから聞いた︒
何でもあの新城幸也選手も泊まり
にきたことがあるらしい︒
しかし︑別府市内からは ・５
㎞ほどの上り︒勾配は緩やかだが︑
最高標高地点は約 ７８０mと︑
なかなかのヒルクライムだ︒気が
ついたらいつのまにか九州横断道
路の県道 号に入っていた︒
単なる湯けむりのわりにはいつ
までも視界が晴れないな︑と思っ
ていたら︑いつのまにか周囲に霧
が立ちこめていた︒
﹁この辺は霧

吊り橋の長さナンバー１の
座は奪われてしまったが、
高さは173mは日本一。日本
の滝100選の『震動の滝・雄
滝』が橋上から見られる。

なし

←

の名所なんですよ﹂と話す土田さ
んの姿も見失いそうだ︒離されな
いようお尻につくのがやっとの状
今日はいよいよ県境を越える
態で高度を稼いでいくと︑周囲が
２日目︒早朝の由布院温泉を抜け
平坦になり︑今度は徐々に下り始
て︑向かうはルート上のメインデ
める︒高速ダウンヒルに入ると同
ィッシュ﹃長者原﹄
︒
﹁山バックに︑
時に目の前の視界が開けてきた︒
まっすぐな道の続くフォトスポッ
﹁見てください！ 眼下に由布院
が見えますよ︒
あとひと息です！﹂
︒ トです﹂と言う土田さんの言葉を
胸に︑ヒルクライムを開始︒標高
切れた雲の向こう︑盆地一帯に町
約 ５９０mを上る︒
の明かりが見える︒
﹁あと少し︑あと少し﹂と言い聞
由布院の町に入る頃にはすっか
かせながら走っているうちに周囲
り日が暮れてしまったが︑町外れ
が平坦基調になり︑草原地帯が現
の今日のお宿﹃山荘わらび野﹄に
着いたらテンションが上がった︒
れた︒目の前の坂を上りきると︑
全ての部屋が離れの作りになって
その先には九重の山々︒あれを越
いて︑茅葺き屋根の母屋と相まっ
えれば︑いよいよ熊本だ︒
て︑究極の癒しの空間に︒由布院
長者原のスポットで記念撮影を
の極上温泉に入ったら︑一日の疲
していると︑脇を猛スピードでサ
れは吹っ飛んでいた︒
イドバッグを付けた旅サイクリス
トたちが通りすぎた︒大学生の春
合宿だろうか︒
﹁若いって︑すご
いですね︒少々無茶なことでもな
︒
んとかできてしまいますから﹂
でも大人のじてんしゃ旅なら︑

レストハウスやまなみ

玖珠郡九重町飯田高原長者原
☎0973・79・2345
営業時間 ９：00〜17：00 定休日

442

←

ミルクロード

212

牧ノ戸峠

←

熊本県

4

3

大分県

←

九重 夢 大吊橋

長者 原

←

由布院
（山荘わらび野）

Yufuin

やまなみハイウェイについに突入！
県境越えの絶景ロードの始まり

11

17

由布院

狭霧台

由布 院の極 上 温 泉に浸かり、
迎えるは県 道11 号の極 楽ロード。
じてんしゃ旅 人 冥 利に尽きる長 者 原まであと少し。

霧の名所だけあって、あっという
間にガスってきた。糖度40度の 甘
太くん 焼き芋が売店で販売。

94
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大分 - 熊 本 編

いまきん 食 堂

Data
阿蘇市内牧145 ☎0967・32・0515
www.sozankyo.jp

ペダルを回す脚を止め︑来た道を
振り返ると︑下ってきた九重連山
がどっしりとしたたたずまいで僕
を見守ってくれていた︒
今日の宿は︑
阿蘇の内牧温泉
﹃蘇
山郷﹄
︒阿蘇で有名なサイクリス
トブログの主〝コルナゴ部長〟こ
と中尾公一さんが勤める宿だ︒寄
り道しすぎですっかり日が傾きか
けた夕刻に︑阿蘇市内に入る︒内
牧温泉に着くと︑中尾さんが温か
く出迎えてくれた︒

阿蘇 内 牧 温 泉 蘇 山 郷
与謝野晶子・鉄幹夫妻も泊まった旅館だが、
玄関前にサイクルスタンドあり。さらに温泉
前に弱虫ペダルコーナーもあり。温泉も抜群。

内牧温泉にあるあか牛丼でいつも
行列の人気店。店内で食べるには
朝から整理券をゲットしないと厳
しいが、春からは写真のかしわ弁
当（700円）を販売。これなら展望
のいい場所で食べるのにいい。
Data
阿蘇市内牧366-2 ☎0967・32・0031
営業時間 11：00〜14：30 定休日

中尾

さん
登場
！

-

Kujurenzan - Aso

大 分 を 後 にし、一 路 熊 本 へ 。
人間なんてこの大自然の前にはちっぽけなもの。
そんな気持ちに自然とさせてくれる九州の山々。
長い丘 陵 地 帯を抜けて、阿蘇の外輪山へ。

中 尾 公 一 さん
ブログを見て、蘇山
郷に泊まりにくる弱
虫ペダルファンもい
るのだとか。
コルナゴ部長の阿蘇
天 空 の 旅〈http://
kikuchinokoto.
blog 88.fc2.com〉

12

かぶと岩展望所

←

内牧温泉

ラピュタの道
（現在通行止め）

339

竹田市久住町大字久住4004-56
☎0974・76・0760
営業時間 ９：00〜17：00
定休日 なし

蘇山郷

オプションルート

いまきん食堂

阿蘇神社

内牧駅

JR豊肥本線

阿蘇駅

←

阿蘇パノラマ
ライン

菊池

阿蘇市一の宮町宮地3092-2
☎0967・22・0357
営業時間 ９：00〜19：00
定休日 なし

57

草千里
阿蘇山

根子岳

立野駅

←

202

休暇村
南阿蘇

36

熊本空港

お菓子工房たのや

阿蘇神社

参道内のお菓子屋さんで
120円で売っているかわい
らしいシュークリーム。コ
ーヒーもともにどうぞ。

巨大な楼門が正面にどっし
りと構える。全国的にも珍
しい横参道には、食べ処や
湧き水が多数あるので、補
3日目 80×120㎜
給地として立ち寄りたい。
Data
阿蘇市一の宮町宮地3083
☎0967・22・0064

南阿蘇水の生まれる
里白水高原駅
南阿蘇
鉄

ここにいるぞー

道高森

線

牧ノ戸 峠
やまなみハイウェイ最
高標高地点。ここを越
えれば、あとはとびっ
きり長いダウンヒル。

やまなみハイウェイ後半は周囲の視界が開ける。九重連山に別れを告げる

二重峠

Data
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Data

大観峰
shop&cafe然

←

サイクルスタンドがある店
で手軽に食べられる馬肉コ
ロッケを発見。その名も
『馬
ロッケ』
。180円。

阿蘇市一の宮町宮地3094
☎0967・22・0255
営業時間 ９：00〜20：00
（土日祝は19：00まで）
定休日 水曜

ソフトクリームが地元サイク
リストにも人気の牧場へは、
くじゅう周遊道路から。

ミルクロード

阿 蘇とり宮

Data

ガンジーファーム
ガンジ
ファ ム

阿蘇に宿泊したら︑一日で空港
に向かうのは本当はもったいない︒
﹁走るコースには困らないですよ︒
休みが取れるのなら︑もう１日延
泊して内輪山を走る阿蘇パノラマ
ラインへのヒルクライムをお勧め
します﹂
︒中尾さんの言葉ももっ
ともな話だ︒昨日のミルクロード
だけでも度肝を抜かれたが︑遠く

九重連山
阿蘇

水曜

もっと心に余裕を持ちたい︒長者
原の碑から少し行った脇にある
﹃レストハウスやまなみ﹄で︑和
牛１００％の
﹃やまなみバーガー﹄
を食し︑西日本一の吊り橋﹃九重
〝夢〟大吊橋﹄まで寄り道︒ヒル
クライムでかいた汗は︑数百mの
深さの渓谷からの風によって別の
種類の汗へと変わっていた︒
大分まで戻らなければならない
土田さんとはここでお別れ︒また
の出会いを約束して︑この先の牧
ノ戸峠越えを一人目指す︒本格的
な上りに︑九州の背骨を越えてい
る実感が湧いてくる︒貧脚ライダ
ーの僕でも︑なんとか脚を着かず
に上れるくらいの坂道を延々行く
こと約 ５㎞︒登山客でにぎわう
牧ノ戸峠に到達！
日が高いうちに︑ダウンヒル︒

くじゅう周遊道路を走って日本一
の出荷量を誇るソフトクリームを
食べに﹃ガンジーファーム﹄まで
足を延ばした︒きれいに舗装され
た高原道路の先には︑阿蘇山が遠
く見える︒あまりの大自然のスケ
ールに︑おとといまでの日常生活
が遠い昔のようだ︒
２日間掛けて走ってきたやまな
みハイウェイも後半︒ダウンヒル
後も続く丘陵地帯を抜ける道を走
りながら︑山懐の深さを痛感する︒

［大分 ― 熊本］やまなみハイウェイ

2 0 16 春からゆく！

大分 - 熊 本 編

F I NI S H!

阿蘇パノラマライ
ンからは南側の外
輪山が見える。
「あ
そこの上も走れる
んですよ」

大観峰

間を抜けるが︑しばらく上り続け
るとつづら折りの急登に︒展望抜
群︒
﹁本当に名前のとおりですね﹂
︒
軽々上っていく中尾さんの背中に
話かける︒
﹁阿蘇山は警戒レベル
が上がっているので︑火口までは
行けませんが︑草千里からの眺め
は雄大ですよ﹂
︒
道を上りきると︑阿蘇山の中岳
から噴煙が上がっている様子が見
えた︒昔︑教科書を読んで記憶し
ていた三好達治の﹃大阿蘇﹄の詩
の情景そのままだ︒馬と噴煙︒悠
久の時の流れ︒何万年も前に形成
されたこの大地が︑ゆっくりと呼

阿蘇山の展望台は数多くあ
れど、やっぱりここが一番
かも。根子岳がお釈迦様の
横顔に確かに見えてきた。

阿蘇
熊本
-

［大分 ― 熊本］やまなみハイウェイ

に見える阿蘇山を走れるのなら︑
ぜひ行ってみたい︒
オプションルートを中尾さんの
案内で走ることに︒すでに朝から
３時間待ちの﹃いまきん食堂﹄で
お弁当を購入してから︑阿蘇神社
へ︒門前町で﹃馬ロッケ﹄
﹃たの
シュー﹄を補給し︑阿蘇山の東側
を南下した︒この道も実は峠ひと
つ越える︒ド迫力で根子岳が迫っ
てくる絶景ルートだ︒阿蘇滞在に
うってつけの﹃休暇村南阿蘇﹄に
立ち寄り︑くまもんとパシャリ︒
南側からいよいよ阿蘇パノラマ
ラインを攻める︒序盤は木々の合

どこもかしこも
最高ですよ！

吸している︒そんな息吹を感じる︒
中尾さんと内牧温泉で別れて︑
一人ミルクロードの大観峰へ上が
った︒さっきまで自分がいた阿蘇
山が︑圧倒的な存在感でまっ正面
に鎮座している︒ここからの阿蘇
内輪山の眺めを︑昔の人はお釈迦
ね は ん
様の涅槃像に見立てたという︒感
動は写真の枠には収まりきらない︒
旅のラストを飾るにふさわしい光
景に︑言葉は何もいらなかった︒
熊本空港への帰路︒目いっぱい
の思い出を土産に僕は再訪を誓っ
た︒だって︑あまりにもすばらし
い道の連続だったから︒

休暇村南阿蘇
阿蘇山周遊を考え
ているなら、ここ
のサイクリストプ
ランの利用がオス
スメ。自転車を室
内に持ち込み可能
で、空気入れや工
具も完備。根子岳
が正面に見える露
天風呂も、本当に
気持ちいい。

Aso - Kumamoto

サ イクリスト垂 涎 の 道 の 連 続
阿 蘇 山 に チャレンジライド！
やまなみハイウェイ、ミルクロード。
それだけでもじてんしゃ旅は完結する。
でも、どうせ旅ならもっと寄り道していこう！

shop＆cafe 然 Data

Data
阿蘇郡高森町高森3219
☎0967・62・2111
www.qkamura.or.jp/aso

おいしい軽食をか 熊本県阿蘇市内牧温泉
わいらしいお姉さ 阿蘇プラザホテル敷地内
☎0967・32・3930
んが出してくれる。 営業時間
阿部牧場のソフト ９：00〜16：00
クリームも濃厚。 定休日 不定

やまなみ 街 道コースの 他 にもA NAで行く！
「 大 分 サイクル ツ ア ー 」をご 用 意 。
ＡＮＡ利用のお得なツアーを提供しているビッグホリデーから、羽田空港〜大分空港
の往復航空券と宿泊がセットになった「大分サイクルツアー」が登場！ 風光明媚な
国東半島を巡る１泊２日プラン、２泊３日プランを用意。飛行機を使ったじてんしゃ旅を
満喫しにいこう。詳しくはビッグホリデーホームページへ。

ビッグホリデー サイクル
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検索

南 阿 蘇 水 の 生まれる里 白 水 高 原駅
日本一長い駅名として話題になった南阿蘇鉄道高森線の駅。
一両編成のかわいらしい列車がちょうど通りすぎた。

Option Route

阿蘇パノラマライン

内牧温泉→9.0㎞→阿蘇神社→22.3㎞→休暇村南阿蘇→12.8㎞→
南阿蘇水の生まれる里白水高原駅→17.9㎞→草千里→13.2㎞→阿蘇駅

阿蘇山を縦断する形で
突っ切る。北側は交通
量が多いので、南側か
ら上るのが正解。

tota l̲ 75.2 km

『休暇村南阿蘇』
からは根子岳の特
徴ある山容が正面
に見える。どこも
くまもん 尽くし

