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2 0 2 0 年 ７ 月 3 0 日 

九州旅客鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年８月８日に豊肥本線が全線開通することにあわせ、ＪＲ九州では、2020 年７月から「ス

イッチオン！豊肥本線全線開通プロジェクト」キャンペーンを開催しております。 

豊肥本線全線開通を記念し、キャンペーンスペシャルムービーを公開します。 

また、当日は熊本駅、大分駅にて出発式を行います。停車駅や沿線では、お出迎え・お見送り

等のおもてなしが行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「スイッチオン！豊肥本線全線開通プロジェクト」スペシャルムービーの公開について 

  豊肥本線沿線地域のみなさまと協力して制作したスペシャルムービーを公開します。熊本地

震の復興に向けて頑張ってきた沿線のみなさまとともに今回の豊肥本線全線開通を盛り上げ

ていきます。本ムービーは、豊肥本線沿線の方々等、約 160名に出演していただき、「スイッ

チオン！」と宣言していただいたものとなっております。 

（１）配信期間 

    2020 年７月 30日（木）～2021年１月 11日（月・祝） 

 （２）ＵＲＬ（特設ＷＥＢサイト） 

    https://www.jrkyushu.co.jp/train/hohi/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ススイイッッチチオオンン！！  

豊豊肥肥本本線線全全線線開開通通ププロロジジェェククトト  
・スペシャルムービー公開 

・特急「あそぼーい！」初列車の出発式実施 

・沿線での「おもてなし」 

第４弾！ 

＜ポイント＞ 

 ① 豊肥本線全線開通を記念し、豊肥本線沿線のみなさま約 160 名に出演していただいた

キャンペーンスペシャルムービーを特設ＷＥＢサイトで公開します。 

 ② ８月８日当日は、熊本駅、大分駅にて出発式を行います。 

 ③ 特急「あそぼーい！」の運行にあわせて、豊肥本線の駅や沿線で地元自治体や地元住

民のみなさまによるお出迎え、お見送り等のおもてなしが行われます。 
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２ 出発式について 

 （１）熊本駅 

・実施日時： 2020 年８月８日（土）８時 20 分頃から 

・実施場所： 熊本駅（式典：１階在来線改札内コンコース、出発合図：３番のりば） 

・対象列車： 特急「あそぼーい！」（別府行） 

・ご 来 賓： 国土交通省鉄道局長、熊本県知事、熊本県選出国会議員等（予定） 

・出 席 者： 九州旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長執行役員、執行役員熊本支社長、熊本駅長 

・式 次 第： くす玉割り、出発合図（熊本駅長、くまモン）等 

（２）大分駅 

・実施日時： 2020 年８月８日（土）７時 35 分頃から 

・実施場所： 大分駅（２番のりば） 

・対象列車： 特急「九州横断特急２号」 

・ご 来 賓： 大分県副知事、大分市長、大分県選出国会議員等（予定） 

・出 席 者： 九州旅客鉄道株式会社 

執行役員大分支社長、大分駅長 

・式 次 第： テープカット、出発合図（大分駅長、めじろん）等 

 

３ 駅でのおもてなしについて 

各自治体の皆さまやゆるキャラによる、特急「あそぼーい！」（別府行）のお出迎え、お見

送り等のおもてなしが行われます。 

（１）対象列車  特急「あそぼーい！」（熊本発９時９分、別府着 12時 32 分） 

（２）実 施 日  2020年８月８日（土） 

（３）実 施 駅 

＜熊本県内＞ 肥後大津、立野、赤水、市ノ川、内牧、阿蘇、いこいの村、宮地、波野、

滝水 

＜大分県内＞ 豊後荻、豊後竹田、朝地、緒方、豊後清川、三重町、菅尾、犬飼、大分、

別府 
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沿線のおもてなし一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅 時間 おもてなし内容 実施主体

肥後大津 9:39

・大津町役場職員及び各種団体職員等によるお出迎え、お見送り

※大津町作成の特製うちわを使用。

・ホームでのバイオリン演奏

・ゆるキャラ「からいもくん」が「あそぼーい！」に乗車（肥後大津駅～立野駅）

　→「あそぼーい！」乗車のお客さまに記念品プレゼント

立野 9:52～9:56

・地元保育園児、ご当地キャラ「かなばあちゃん」によるお出迎え、お見送り

※南阿蘇村作成の手作り手旗を使用。

・ホームでの太鼓演奏（南阿蘇エイサー隊）

・南阿蘇村職員が「あそぼーい！」に乗車（立野駅～赤水駅）

　→「あそぼーい！」乗車のお客さまに記念品プレゼント

・九州横断特急2号（10:32発）もお見送り

南阿蘇村

（一社）みなみあそ観光局

赤水 10:15～10:17

・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用。

・阿蘇温泉観光旅館協同組合が「あそぼーい！」に乗車（赤水駅～阿蘇駅）

　→「あそぼーい！」乗車のお客さまに記念品プレゼント

市ノ川 10:19
・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用。

内牧 10:22
・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用

阿蘇 10:25～10:31

・地域住民、ゆるキャラ「あか牛くん」によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用

・記念品プレゼント

・地元アーティスト「V iento（ビエント）」による歓迎演奏会

いこいの村 10:32（通過）
・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用。

宮地 10:35～10:37
・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用。

波野 10:49（通過）
・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用。

滝水 10:53（通過）
・地域住民によるお出迎え、お見送り

※阿蘇市作成の記念うちわを使用。

豊後荻 11:03 ・地域住民によるお出迎え、お見送り

豊後竹田 11:16

・甲冑武者、竹田市観光キャンペーンレディ、

　地域住民によるお出迎え、お見送り

・駅前物産展（10:30～13:00） ミニトレイン運行等（11:30～13:00）

・ホームでの太鼓演奏

朝地 11:22（通過） ・地域住民によるお出迎え、お見送り （一社）里の旅公社

緒方 11:29 ・地元保育園児によるお出迎え、お見送り 豊後大野市

豊後清川 11:34（通過） ・地域住民によるお出迎え、お見送り （一社）里の旅公社

三重町 11:40 ・地域住民によるお出迎え、お見送り 豊後大野市

菅尾 11:46（通過） ・地元保育園児、地域住民によるお出迎え、お見送り

犬飼 11:53（通過） ・地域住民によるお出迎え、お見送り

大分 12:17～12:21 ・地域住民によるお出迎え、お見送り 大分市観光協会

別府 12:32 ・ミス別府、別府市宣伝部長「べっぴょん」、地域住民によるお出迎え 別府市

※おもてなし内容は変更になる場合がございます。

大津町

阿蘇市

竹田市

（一社）里の旅公社
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４ 特急「あそぼーい！」のおもてなし旗について 

  熊本地震からの復興の象徴となる豊肥本線全線開通をさらに盛り上げるため、客室乗務員が

特急「あそぼーい！」のおもてなし旗を手作りで作成しました。 

  豊肥本線の各駅や沿線でのおもてなしにご活用いただき、ともに盛り上げていきましょう！ 

 

 （１）旗のデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）旗の作成方法等について 

    ＪＲ九州ホームページの「スイッチオン！豊肥本線全線開通プロジェクト」特設ＷＥＢ

サイト内に、旗のデータがありますので、ダウンロード及び印刷してください。作成方法

も特設サイト内に掲載しておりますのでご確認ください。 

   ＜「スイッチオン！豊肥本線全線開通プロジェクト」特設ＷＥＢサイト＞ 

https://www.jrkyushu.co.jp/train/hohi/campaign/index.html 

 

 

 

＜参考＞ 阿蘇市による「阿蘇満喫サイクルチケット」の発売について 

  ８月８日限定でレンタサイクルとグルメチケットがセットになった「阿蘇満喫サイクルチ

ケット」を発売しています。ＪＲ利用者 50名限定で、通常 5,300 円相当のチケットが 2,000

円に！ 

 ・発売数： 50名限定（８月８日限定、事前予約制） 

 ・ご利用金額： 2,000 円（通常 5,300 円相当） 

  チケット代に含まれるもの 

  （自転車レンタル代、グルメチケット、温泉センター無料入浴券、ソフトクリーム 

引換券、道の駅阿蘇お買物券） 

 ・問い合わせ先： 阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」協議会 

  ※詳細は別紙参照 

 

 

表面 裏面 



ＪＲを利用して 

問い合わせ先／阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」協議会   ☎0967-22-3174（阿蘇市観光課） 

     特別価格 ２，０００ 円 

 たべコギ  レンタサイクル + グルメチケット 

たべコギは阿蘇の雄大な景色を楽しみながら、地元のうまかもん（おいしい食べ物）を味わうサイクリング。 

７枚つづりの商品交換チケットを使ってお好みのうまかもんを食べまわります。 

お得に 阿蘇を楽しもう！ 

【チケットに含まれるもの】 

🚲 たべコギ（3,500円相当）  

♨ 温泉センター無料入浴券（400円相当）  

🍦 ソフトクリーム引換券（400円相当） 

🎁 道の駅阿蘇お買物券1,000円分（※） 

（※レンタサイクル返却時のアンケート回答にご協力いただいた方）  

阿蘇を満喫したあと、アンケートに回答で道の駅阿蘇お買物券1,000円分も付いてくる。 

予約はこちらから ▶ 

８月８日のＪＲ利用者限定 定員５０名 

阿蘇満喫サイクルチケット 
通常５，３００円相当を 

スイッチオン！豊肥本線復旧プロジェクト 

予約はココから 

事前予約して
当日は阿蘇駅
に集合！ 

（受付時間） 9：00～14：00  

（場所） 阿蘇駅前噴水広場 

QR 

アンケートに回答で道の駅阿蘇お買物券1,000円分も付いてくる。 

（場所） 阿蘇駅前噴水広場 

（受付時間） 9：00～13：00 レンタサイクルは17：00までに返却 

レンタサイクルは17：00までに返却 



スイッチオン︕ 
豊肥本線全線復旧プロジェクト 

問合せ 

・・・・・・・・・ 

８月８日 
限定50名 

コギダス
QR 

予約方法 

開催予告！ 

開催予告！ 
10月の復旧ルート開通を前に、二度と体験
できないルートでライドイベントを開催します︕ 

国道57号北側復旧ルート 

2020 秋 
 

雨天決行 
荒天中止 

9月 or 10月 

スポーツエントリーで募集予定です。 
日程、会場、参加費等、イベント詳細が決まり次第
「コギダス」ホームページ等で告知しますので、チェック
してください。 

コギダスHP 

熊本河川国道事務所HP 

国道57号北側復旧ルートの工事進捗について
も、最新の状況を動画を交えて紹介されています
ので、ご確認ください。 

お問合せ 阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」協議会事務局 
       ☎0967-22-3174（阿蘇市経済部観光課） 
       〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 
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