熊本地震後、国道 57 号線が立野方面で通行止めになっています。
カーナビによっては通行止めの道を指す機種もございます。お車でお越しの際は、迂回路
県道 339 号線(ミルクロード)を通ってお越しいただくようになります。カーナビを設定する
際は、県道 339 号線を経由地に設定していただくようお願いいたします。
車でお越しの方
熊本 IC より(所要時間約 70 分) ※渋滞を見込んだ時間です。
熊本 IC を降り、国道 57 号線を阿蘇方面へ進む
「ミルクロード入口」の信号を左折し県道 339 号線(ミルクロード)を阿蘇方面へ進む
県道 339 号線(ミルクロード)と県道 23 号線の交差点(信号なし)を右折し県道 23 号線を進む
県道 23 号線を赤水方面に進み国道 57 号線との交差点「ミルクロード入口」の信号を高森・
高千穂方面に右折し国道 57 号線を進む
右手に「アーデンホテル阿蘇」様、左手に「ローソン」がある「下野」の交差点を左折し、
県道 298 号線を直進し約 3 分で到着
阿蘇くまもと空港より(所要時間約 70 分)

※渋滞を見込んだ時間です。

阿蘇くまもと空港より県道 36 号線を大津方面へ進む
「大津下町」の信号を直進し 443 号線を進む
「大津町室」を阿蘇方面へ右折し国道 57 号線の阿蘇方面を進む
「ミルクロード入口」の信号を左折し県道 339 号線(ミルクロード)を阿蘇方面へ進む
県道 339 号線(ミルクロード)と県道 23 号線の交差点(信号なし)を右折し県道 23 号線を進む
県道 23 号線を赤水方面に進み国道 57 号線との交差点「ミルクロード入口」の信号を高森・
高千穂方面に右折し国道 57 号線を進む
右手に「アーデンホテル阿蘇」様、左手に「ローソン」がある「下野」の交差点を左折し、
県道 298 号線を直進し約 3 分で到着
車以外でお越しの方

JR 熊本駅
JR 豊肥本線
約 40 分
阿蘇くまもと空港

JR 線運休中
JR 肥後大津駅

JR 赤水駅
特急バス
やまびこ号

空港ライナー

(1 日 4 往復)

約 15 分

約 25 分
※渋滞などの理由で遅れが
見込まれます。

阿蘇ファームランド
タクシー約 7 分

After 2016 Kumamoto earthquake, route 57 is closed to traffic due to landslides on the
way to Aso.
Car navigation system sometimes may guide the route, but you have to take detour to
Route 339(Milk Road) by car.
◆Car
70 minutes-drive from Kumamoto IC
1. get off Kyushu expressway at Kumamoto IC and go straight along Route 57 for Aso.
2. turn left at the intersection ‘the entrance of Milk Road(ミルクロード入口)’ and go on
Route 339(Milk Road).
3. turn right at the intersection(without traffic light) to Route 23.
4. go straight along 23 and turn right to Route 57.
5. turn left at the intersection ‘Shimono(下野)’ and go straight along Route 298.
You’ll see Aso Farmland on your left.
70 minutes-drive from Aso Kumamoto airport
1. go straight along Route 36 to Ozu(大津) from the airport.
2. go past the traffic light ‘Ozu shimo-machi(大津下町)’ and go on Route 443.
3. turn right to Route 57 for Aso.
4. turn left at the intersection ‘the entrance of Milk Road(ミルクロード入口)’ and go on
Route 339(Milk Road).
5. turn right at the intersection(without traffic light) to Route 23.
6. go straight along 23 and turn right to Route 57.
7. turn left at the intersection ‘Shimono(下野)’ and go straight along Route 298.
You’ll see Aso Farmland on your left.
◆Train or Bus
Sta.Kumamoto
JR Suspension of service
JR Hohi main line

For about

Sta.Higo-Ozu

Sta.Akamiz

40 minutes
Aso Kumamoto
air port
Airport liner
For about
15 minutes

Aso Farm Land

u
Express bus

Taxi for

-Yamabiko-

7 minutes

(4 round-trip a day)
For 25 minutes

