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おんせん県おおいた
源泉数TOP３の絶景温泉

C-3MAP

■DATA.....................................
所/別府市大字鉄輪499-18
TEL/0977-66-1000
営/14:00～17:00
料/2,500円、
　 土・日曜、祝日3,500円
休/不定 
　※毎月第2木曜の9:00～16:00は
　　定期メンテナンスの為、利用不可
P/140台
交/別府ICから車で約10分
泉質/単純温泉

ANAインターコンチネンタル
別府リゾート&スパ

※環境省HPより

源泉数 湧出量
ダントツ！

1位：大分県 279,253ℓ/分
2位：北海道　 198,022ℓ/分
3位：鹿児島県 160,132ℓ/分

1位：大分県 4,445
2位：鹿児島県 2,755
3位：静岡県　 2,252

別 府 市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べっぷ　はっとう

個性豊かな８つの温泉郷があり「別府八湯」と呼ばれています。

異なる泉質を組み合わせて入る“機能温泉浴”が親しまれています。

団体可

C-3MAP

■DATA............................
所/別府市観海寺1
TEL/0977-24-1141
営/9:00～23:00
  （最終受付 22:00）
料/1,200円、
　 土・日曜、祝日1,800円
休/なし
 　※メンテナンス休業日あり
P/あり（大型バス可）
交/別府ICから車で約5分
泉質/ナトリウム-塩化物泉

開放感抜群のロケーションを誇る大展望露天
風呂「棚湯」は、湯けむりが立ち上る別府市
街地から遥か四国の佐田岬まで、目を奪われ
るほどの絶景が広がります。名前の由来とも
なっている“棚湯”は、湯船が棚田状に５段
並んでおり、そのうちの１段は寝湯になって
いるので、空を仰ぎながらの湯が楽しめます。
温泉とエンターテインメントが一緒になった
「ザ アクアガーデン」も利用できます。

杉乃井ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　たなゆ

大展望露天風呂「棚湯」
団体可

C-3MAP

■DATA........................
所/別府市上人ケ浜町6-24
TEL/0977-66-3680
営/12:00～15:00
料/お食事された方への
　 サービス
休/不定
P/60台
交/別府ICから車で約15分
泉質/ナトリウム-塩化物泉

通称“海抜０mの湯”と称されるほど海の近く
にある「潮騒の湯」は、水平線と目線が同じ高
さになるように造られたインフィニティ露天で、
目の前に大海原が広がります。肩までゆったり
と湯に浸かれば、まるで海に浸かっているかの
ような錯覚を覚えてしまうほど。押し寄せる波
の音と、頬を撫でる潮風が心地よく、リラック
ス効果も抜群です。日帰り入浴は、食事処利用
者のみ可能です。

 アマネ リゾート セイカイ

AMANE RESORT SEIKAI 団体可

C-3MAP

■DATA.................................
所/別府市上人ヶ浜
TEL/0977-66-5737
営/8:30～18:00（最終受付17:00）
　 ※12月～2月は9:00～17:00
　  （最終受付16:00）
料/1,050円
休/第４水曜
P/10台
交/別府ICから車で約15分
泉質/ナトリウム－塩化物泉

■DATA...................
所/九重町田野257
TEL/0973-79-2124

雄大な海と緑に囲まれた上人ヶ浜公園の一角
にある「砂湯」。全身を包み込む40℃前後の砂
の温かさと、耳に届く波のBGMは、ついついう
たた寝をしてしまうほどの心地よさで、一度体
験すると“クセになる”といわれています。一度
に約10名が入浴でき、グループの方も一緒に
砂湯を楽しむことができます。2019年にはト
リップアドバイザーの「エクセレンス認証
（Certificate of Excellence）」に認定されました。

別府海浜砂湯 団体可

※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

おんせん県おおいたは、温泉の源泉数・湧出量ともに日本一！　です。
また、全10種類存在する泉質のうち、８種類が湧出していることから
「大分県に来れば、世界中の温泉地に行ったのと同じ」と言われています。
そんな大分県で、源泉数上位３エリアの絶景温泉を紹介します。

由 布 市 湯布院温泉郷は、源泉数が1,000を超え、毎分約５万ℓもの湯が湧出しています。
豊富な湯量と美しい自然に囲まれていることから「国民保養温泉地」に指定されています。

C-3MAP

■DATA...............................
所/由布市湯布院町川上2106-2
TEL/0977-28-8288
営/11:00～15:00
  （最終受付14:00）
料/700円
休/なし
P/100台（大型バス3台）
交/湯布院ICから車で約10分
泉質/単純温泉

大きな岩を配した大露天風呂からは、四季
折々に姿を変える由布岳を望み、開放感
たっぷり。軒を設えた半露天風呂はガラス
窓を大きくとっているので、雨の日でも気
兼ねなくその雄大な景色を楽しむことがで
きます。源泉かけ流しで溢れる湯は単純温
泉で、天然の保湿成分であるメタケイ酸を
多く含んでいるので湯上りはスベスベに。
敷地内には庭園やカフェ＆バーも点在して
おり、湯上りの楽しみも満載です。

名苑と名水の宿 梅園 団体可

C-3MAP

■DATA...........................
所/由布市湯布院町川南1243
TEL/0977-84-2171
営/10:00～15:30
  （最終受付15:00）
料/900円
休/月～金曜日は曜日ごとに
　 利用できない温泉あり
P/60台（大型バス 要問合せ）
交/湯布院ICから車で約15分
泉質/アルカリ性単純温泉

由布院盆地の高台に位置する温泉宿の大露天
風呂は、まるで由布岳が迫ってくるかのよう
な迫力の景観が自慢です。女性専用の露天風
呂は150畳以上もの広さがあり、約100畳の
広さがある男性用の露天風呂には、三和土、
自然石を利用した浴槽など、昔懐かしい素朴
な雰囲気が広がっています。由布岳が赤く染
まる夕暮れ時の美しい風景は格別で、この景
色は宿泊した人だけが楽しめる特権です。

団体可

九 重 町 温泉が多数湧出する九重町は、泉質や趣の異なるバリエーションに富んだ
温泉地が点在することから、「九重“夢”温泉郷」と呼ばれています。

B-4MAP

B-4MAP

雄大なくじゅう連山の大パノラマを望む、感動
の大絶景が広がる露天風呂「山恵の湯」。春夏
秋冬それぞれに美しい姿を見せてくれ、特に
ミヤマキリシマが咲き誇る５月下旬～６月中
旬にかけては、山肌がピンク色に染まり、湯あ
み客の心を惹きつけています。硫黄泉や酸性
緑礬泉、冷鉱泉など４種類の源泉かけ流しの
湯が、男女合わせて16ヵ所のバラエティ豊か
な湯船で楽しめるのも魅力です。

くじゅうほっしょう　　　　   　

九重星生ホテル
　さんけい

「山恵の湯」

14℃前後の冷泉が楽しめる温
泉宿。源泉の冷泉は７～９月の
夏季のみ入浴可能で、冷泉付温
泉は１年を通して利用が可能で
す。冷泉は水着着用の混浴で、
「温冷交互浴」をすることで
リュウマチや打ち身に効果があ
るといわれています。

かん　　　じごく

寒の地獄温泉

団体可

団体可

温泉の源泉数・湧出量ともに日
本一の大分県には、貸切湯（家
族風呂）が多くあるのも特徴で
す。内湯と露天が一度に楽しめ
る温泉や、入浴ごとに温泉を入
れ替えるコインタイマー式のも
の、休憩スペースを備えた贅沢
なものまであります。

おんせん県おおいたは、
「日帰り温泉＆貸切湯（家族風呂）」が充実！

B-3MAP

■DATA........................
所/九重町大字町田62-1
TEL/0973-78-8754
営/10:00～16:00
料/400円
休/不定
P/あり
交/九重ICから車で約10分
泉質/単純温泉

その昔、仙女が住んでいたという伝説が残る300
年以上の歴史を持つ温泉。川を隔てた場所にある
天然の半洞窟風呂（混浴）は野趣満点で、ややぬ
るめのサラリとした湯に浸かると岩肌や足元から
湧く大量の源泉が気泡となって肌にまとわりつき、
何とも心地よい気分になります。６月頃には、湯
船に浸かりながらホタルが乱舞する姿を見られる
こともあり、幻想的な雰囲気に包まれます。

壁湯天然洞窟温泉
旅館 福元屋

源
泉
数
Ｔ
Ｏ
Ｐ
３
の
絶
景
温
泉

columu

明礬温泉の高台に位置するリゾート
ホテルの温泉は、景色も空間も贅沢
そのもの。別府市街地や別府湾、高
崎山までを一望する露天風呂をはじ
め、広々としたスペースに檜と石を
贅沢に配した内湯、ベッドルームと
バスルームが備わった家族風呂など、
非日常的な時間を過ごせます。泉質
も素晴らしいと評判で、“美肌の湯”
として知られる明礬温泉の湯がたっ
ぷりと溢れています。

みょうばん

2位!

1位!

3位!

　　　　　　　　　　むそうえん

山のホテル夢想園

■DATA...................................
所/九重町大字田野230
TEL/0973-79-3111
営/10:00～21:00（最終受付20:00）
　※火・金曜
　14:30～21:00（最終受付20:00）
　休前日・お盆・12/31
　10:00～19:00（最終受付18:00）
料/800円
休/不定
P/100台（大型バス40台）
交/九重ICから車で約30分
泉質/硫黄泉、酸性緑礬泉、
　 　単純温泉、冷鉱泉

湯上り爽快！冷たい温泉

＜周辺観光スポット＞　　日田市まで車で約70分／由布市まで車で約40分

＜周辺観光スポット＞　　別府市まで車で約40分／九重町まで車で約30分

＜周辺観光スポット＞　　別府市まで車で約40分／日田市まで車で約40分
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おおいた極上絶品グルメ

■DATA.......................................
所/大分市都町2-6-16
　 第2尾野ビル1F
TEL/097-534-4129
営/18:00～23:00
  （入店21:30/OS22:30）
休/不定
P/なし
最大席数/96席
宴会場/あり

にくの蔵 焼肉
銀山亭

おおいた和牛

D-3MAP

団体可

※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

お
お
い
た
極
上
絶
品
グ
ル
メ

大分県が誇るブランド牛「おおいた豊後牛」の中でも、
さらに上位等級（４等級以上）の品質を確保し“顔が見え
る牛づくり”、“餌（米やビール粕など）へのこだわり”など、
さまざまな認定基準をクリアしたのが「おおいた和牛」
です。

■DATA.......................................
所/別府市北浜1-4-28
　 笠岡商店ビル2F
TEL/0977-24-6830
営/11:30～14:00（OS13:30）
　/17:30～21:30（OS20:30）
休/月曜、水曜夜
P/なし
最大席数/30席

豊後牛ステーキの店 そむり
別府本店

C-3MAP

■DATA.......................................
所/別府市野口元町1-3
　 フジヨシビル2F
TEL/0977-76-8787
営/11:00～14:00（OS13:30）
　/18:00～22:00（OS21:30）
休/木曜
P/なし
最大席数/30席
宴会場/あり

てっぱん焼き 作
SA-COO

C-3MAP

■DATA.......................................
所/九重町町田3314-1
TEL/0973-78-9446
営/11:00～18:00（OS17:00）
　 ※11～3月
　 11:30～17:00（OS16:00）
休/火曜
P/150台（大型バス10台）
最大席数/76席

町田バーネット牧場

B-3MAP

団体可

■DATA.......................................
所/大分市府内町3-8-19
TEL/097-537-8888
営/11:30～14:30（OS14:00）
　/17:00～22:30（OS22:00）
休/日曜
　 ※翌日が祝日の場合は月曜休み
P/なし
最大席数/50席
宴会場/あり

こつこつ庵

　せ き 　　　　　　　　　　　　　せ き

関あじ・関さば

～おおいた和牛を味わえる店～

■DATA.......................................
所/日出町2663
TEL/0977-72-2321
営/11:30～14:00
　/17:30～22:00
休/なし
P/20台（大型バス2台※二の丸館P利用）
最大席数/50席
宴会場/あり

　ひ　じ　　　てきざんそう

日出町 的山荘

　し ろ　　し た 

城下かれい

C-2MAP

団体可

別府湾城下海岸で漁獲されるマコガレイで、江戸時代に
は徳川将軍へ献上する「殿様魚」として珍重されていまし
た。清水の湧く海底で生息するため泥臭くなく、ほかの地
域で獲れるかれいとは、その美味しさは格段に違います。

■DATA.......................................
所/日出町2543-1
TEL/0977-72-2421
営/11:00～14:30（OS14:00）
　/16:30～22:00（OS21:00）
休/水曜 ※祝日の場合は営業
P/33台（大型バス可）
最大席数/250席
宴会場/あり

こう　き　や

幸喜屋

C-2MAP

団体可

■DATA.......................................
所/日出町2573
TEL/0977-72-2037
営/11:00～OS20:30
休/火曜
　 ※祝日の場合は営業
P/8台（大型バス2台※二の丸館P利用）
最大席数/100席
宴会場/あり

　　　　　の　ら　くろ　や

割烹 能良玄家

C-2MAP

団体可

■DATA.......................................
所/日出町3904-5
TEL/0977-72-6944
営/11:00～20:00
休/不定
P/10台
最大席数/40席
宴会場/あり

たてわき　　しょう

帯刀の庄

C-2MAP

団体可

～城下かれいを味わえる店～

■DATA.......................................
所/臼杵市臼杵港町本通5組
TEL/0972-62-9145
営/11:30～15:00（OS13:30）
　/17:00～21:30（OS19:30）
休/不定
P/12台
最大席数/100席
宴会場/あり

　

料亭 山田屋

　 う す　  き 

臼杵ふぐ

D-4MAP

団体可

豊後水道に面している臼杵市は、昔から近くの漁場でふ
ぐが水揚げされており、１年を通して新鮮なふぐを味わ
うことができます。黒潮の急激な海流がその身を引き締
め、鮮度が抜群なため薄引きにすることが難しく、厚切
りなのが特徴です。

■DATA.......................................
所/臼杵市臼杵524-1
TEL/0972-62-5107
営/11:00～14:30（OS14:00）
　/17:00～22:00（OS21:30）
休/不定
P/16台（大型バス2台）
最大席数/70席
宴会場/あり

臼杵ふぐ
割烹 みつご

D-4MAP

団体可

■DATA.......................................
所/臼杵市祗園西5組
TEL/0972-63-2611
営/11:30～14:00
　/17:00～22:00
休/不定
P/13台
最大席数/40席
宴会場/あり

 

ほり川母家

D-4MAP

■DATA.......................................
所/臼杵市祇園西区3
TEL/0972-63-3128
営/要問合せ
休/不定
P/10台（大型バス2台）
最大席数/100名
宴会場/あり

 

御宿料亭 春光園

D-4MAP

団体可

～臼杵ふぐを味わえる店～～関あじ・関さばを味わえる店～

D-3MAP

団体可

瀬戸内海と太平洋の水塊がぶつかりあう豊後水道で、大
分県漁業協同組合佐賀関支店の漁師が一本釣りで捕獲し
たマアジ・マサバを「関あじ・関さば」と呼びます。水
揚げや出荷に際しても、品質管理が徹底されています。

■DATA.......................................
所/大分市大平23-1
TEL/097-576-0288
営/11:00～15:00（OS14:30）
　/17:00～22:00（OS21:00）
休/水曜
　 ※祝日の場合は営業
P/70台（大型バス4台）
最大席数/300席
宴会場/あり

よしだ会館

D-3MAP

団体可

■DATA.......................................
所/大分市白木949
TEL/097-575-2338
営/11:00～16:00
　 ※土・日曜、祝日は11:00～17:00
　  （その日による）
　 ※ネタがなくなり次第終了
休/なし
P/40台（大型バス2台）
最大席数/100席
宴会場/あり

あまべの郷
関あじ関さば館

E-3MAP

団体可

■DATA.......................................
所/大分市都町2-6-7
　 ツインタワービル1F
TEL/097-533-5030
営/18:00～23:00
休/日曜、祝日
P/なし
最大席数/30席
宴会場/あり

美味しんぼ
あら川

D-3MAP

くじゅう連山をはじめとした雄大な山々、豊後水道、瀬戸内海といった美しい海･･･。
豊かな自然に育まれた大分県は、山の幸・海の幸にたいへん恵まれています。
おんせん県が誇る極上グルメを、ぜひご堪能ください。



A-3MAP

サッポロビール
九州日田工場（日田市）

2020年のリニューアルを機
に登場した「STAR TOUR」
（要予約）は、工場見学とヱ
ビス・黒ラベルの両方の試飲、
お土産に特製グラスが付いた
人気のツアーです。無料の自
由見学（予約不要）や、約
500名収容可能なビアレスト
ランもあります。

■DATA................................................................................................
所/日田市大字高瀬6979　TEL/0973-25-1100　営/10:00～17:00
料/入場無料、「STAR TOUR」500円　休/水曜 ※祝日の場合は翌日
P/150台（大型バス12台）　交/日田ICから車で約15分

滞在時間
80分01

A-3MAP日田鮎やな場茶屋（日田市）

鮎の美味しい時期だけに登場
する『日田鮎やな場茶屋』では、
７月～11月初旬頃まで、美味
しい獲れたての鮎を味わえま
す。炭火でじっくりと焼いた鮎
は、皮はパリッと中はほくほく
の美味しさ！　鮎刺身、鮎すし
といった単品メニューをはじ
め、定食などもあります。

■DATA........................................................................
所/日田市若宮町1233-22　TEL/0973-24-0420
営/11:00～17:00 ※土・日曜、祝日、お盆３日間は10:00～17:00　休/期間中は無休
最大収容人数/90名　P/15台　交/日田ICから車で約10分

滞在時間
50分02

A-2MAP
いいちこ日田蒸留所

（日田市）
全麹造り原酒、樫樽やホー
ロータンクでゆっくり寝か
せた『長期貯蔵酒』など、
焼酎造りの高度な技などの
工場見学ができる『原酒を
はぐくむ酒の杜』の日田蒸
留所。試飲ショップでは、
定番アイテムをはじめ、こ
こにしかない限定酒などの
購入もできます。

■DATA................................................................................................
所/日田市西有田810-1　TEL/0973-25-5600　営/10:00～16:00
休/火曜 ※祝日の場合は営業　P/40台（大型バス6台）　交/日田ICから車で約10分

滞在時間
40分03

B-3MAP

やつしかしゅぞう  ふな　こ　ぐら

八鹿酒造 舟来蔵（九重町）

元治元年（1864年）創業の
老舗酒蔵で、清酒から麦焼
酎、かぼすを使ったリキュー
ルまで様々な酒を製造して
います。併設の『舟来蔵』で
は、蔵元おすすめの酒や焼
酎、八鹿漬を試飲・試食でき
るほか、麦焼酎が眠る蔵や
瓶づめ工場はご予約により
見学することができます。

■DATA................................................................................................
所/九重町右田3364　TEL/0973-76-2888　営/9:00～17:00 ※見学は～16:00
休/なし　P/10台（大型バス1台）　交/九重ICから車で約15分

滞在時間
30分05

B-3MAP

ここのえ

九重“夢”大吊橋（九重町）

鳴子川渓谷の標高777m地点に架
かる、長さ390m、高さ173mの
人道専用として“日本一の高さ”を
誇る大吊橋。橋上からは九酔渓や
「日本の滝百選」に選ばれた震動
の滝をはじめ、くじゅう連山の絶
景が望めます。土産店『天空館』
では、「九重“夢”バーガー」が味
わえます。
■DATA.................................
所/九重町大字田野1208　TEL/0973-73-3800
営/8:30～18:00 ※11月～6月は8:30～17:00、発券は終了時間の30分前まで
料/500円　休/なし ※天候による入場制限あり　P/229台（大型バス37台）
交/九重ICから車で約25分

滞在時間
60分06

C-3MAP

きんりん　こ

金鱗湖（由布市）

由布院の人気景観スポット。そ
の傍らに佇む天祖神社は、涼の
穴場として、また映えスポット
としてジワジワと注目を集めて
います。樹齢600年を超える木
などに囲まれた境内で涼を感じ、
湖の中に立つ鳥居のリフレク
ションなど映える写真を撮るた
め、是非湖畔をぐるりと散策を。

■DATA................................................................................................
所/由布市湯布院町川上1561-1　
TEL/0977-84-2446（由布市ツーリストインフォメーションセンター）
P/20台（大型バス可）　交/湯布院ICから車で10分

滞在時間
30分07

B-3MAP

さくらだき

桜滝（日田市）

JR天ケ瀬駅から徒歩10分ほ
どで辿り着く避暑地スポット。
落差が約25mあり、流れ落ち
る水が張り出した岩にあたり、
そのしぶきが桜の花が舞うよ
うに見えることから、この名が
付けられました。

■DATA........................
所/日田市天瀬町合楽川
TEL/0973-57-2166
    （日田市観光協会天瀬支部）
Ｐ/26台（大型バス3台）
交/天瀬・高塚ICから車で約20分

滞在時間
30分04

車で
約50分

福
岡

由
布
院
泊

01 車で
約5分 02 車で

約15分 03 車で
約30分 04 車で

約30分 05 車で
約30分 06 車で

約35分 07 モ
デ
ル
コ
ー
ス
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C-2MAP

　

宇佐神宮（宇佐市）

全国４万社余りある八幡社の総本宮で、
パワースポットとして知られています。
樹齢800年のご神木や、踏むと幸せ
になる「夫婦石」、ハートの形をした建
造物の文様「猪目」などが点在。恋愛
成就や縁
結び、商
売繁盛な
ど所願成
就にご利
益があり
ます。

■DATA.......................
所/宇佐市南宇佐2859
TEL/0978-37-0001
営/5:30～19:00
　 ※10月～3月は
　 6:00～19:00
休/なし
P/350台（大型バス20台）
交/宇佐ICから車で約15分

滞在時間
60分01

C-2MAP

ほん　け　かっぽう　　あ　じ　む　てい

本家活宝 安心院亭（宇佐市）

養殖から販売まで一貫して自社で
行うため、高級料理である「すっ
ぽん」を手頃な料金で堪能できま
す。すっぽんは、上質で栄養価が
高く、コラーゲンもたっぷりで美
肌効果大！　翌日にはお肌がツル
ツルになると評判です。ほかにも
安心院町内にある飲食店で味わえ
ます。

■DATA................................................................................................
所/宇佐市安心院町新原59-4　TEL/0978-44-2118
営/11:00～17:00 ※17:00～は完全予約制　休/不定　最大収容人数/50名
P/あり（大型バス1台）　交/安心院ICから車で約5分

滞在時間
70分02

C-1MAP

こいかな

恋叶ロード（豊後高田市）

■DATA................................................................................................
所/昭和の町～花とアートの岬長崎鼻までの国道213号沿いを結ぶ約20㎞のルート（豊後高田市）
TEL/0978-22-3100（豊後高田市商工観光課）
P/あり（大型バス可）　交/宇佐ICから車で約30分

滞在時間
50分03

D-1MAP

ひょうそう とういんりょう

表装 涛音寮（国東市）

約140年前の３階建て日本家屋
を改装し、現在は地元の表具師
や県内外の作家の作品を展示す
るギャラリーになっています。
着物や帯をデザインした屏風、
掛軸、額等を作成、その作業の
様子も見られます。併設の『茶房
さんがいや』では、たこめし御
膳や野点珈琲などが味わえます。

■DATA................................................................................................
所/国東市国見町伊美2017　TEL/0978-82-1328
営/9:00～17:00、『茶房さんがいや』11:30～15:00（OS15:00）
休/火曜 ※祝日の場合は営業　P/15台　交/宇佐ICから車で約50分

滞在時間
30分04

D-2MAP

はちまん　な　だ　ぐう

八幡奈多宮（杵築市）

宇佐神宮と所縁が深いとい
われている神社。奈多海岸
のほぼ中央に位置しており、
海岸の沖合にある小島が八
幡奈多宮の元宮で、岩礁の
上に鳥居が建てられていま
す。ご主祭神は比売大神、
応神天皇、神功皇后の三柱
とされており、うち2人が
女神様であることから、縁
結び・恋愛成就・復縁など
にご利益があるとされてい
ます。

■DATA...........................................................
所/杵築市奈多229
TEL/0978-63-0100（杵築市観光協会）
P/30台　交/杵築ICから車で約20分

滞在時間
20分05

C-3MAP

杉乃井ホテル
イルミネーション（別府市）

全長600mの道路沿いに光り
輝く「杉乃井ホテル」の名物
イルミネーション。敷地内の
樹木をさまざまな色でライト
アップするほか、光のトンネ
ルや、馬車や動物たちを模し
た光の芸術は感動モノです。
また、迫力のプロジェクショ
ンマッピング（１日夏季２回、
冬季４回）も開催されます。

■DATA................................................................................................
所/別府市観海寺1　TEL/0977-24-1141　ライトアップ点灯時間/日没～23:30
P/あり（大型バス可）　交/別府ICから車で約5分

滞在時間
20分06

C-1MAP

大分県で唯一、水平線に沈む夕陽を目にするこ
とができる真玉海岸。干潟の縞模様と夕陽が織
りなす光や色、影とのコントラストは圧巻の美
しさです。「日本の夕陽百選」にも選定されて
おり、近年では“インスタ映え”を狙って多く
の人が撮影に訪れています。夕陽の見頃情報は、
HPでチェックできます。

真玉海岸の夕陽（豊後高田市）

CHECK !

■DATA.......................................................
所/豊後高田市臼野 真玉海岸
TEL/0978-23-1860
（豊後高田市観光まちづくり株式会社）
P/50台（大型バス可）　
交/宇佐ICから車で約60分

※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

素敵な出会いがありますように･･･。
イイことありそうな恋愛成就旅

車で
約110分

福
岡

別
府
泊

01 車で
約20分 02 車で

約35分 03 車で
約15分 04 車で

約50分 05 車で
約50分 06

A-3MAP

三隈川に浮かぶ遊船（屋
形船）は、200年の伝統を
誇る“日田の夏の風物詩”。
船上で会席料理をいただ
いたり、名物の「鵜飼い」
を見たりと、風情ある時
間を過ごせます。11月
～4月までは遊船に障子
を張った「雪見船」となり、
夏とはまた違った雰囲気
が楽しめます。

遊船（日田市）

CHECK !

■DATA............................................................................
所/日田市三隈川　TEL/ 0973-22-2062（日田温泉旅館組合）
交/日田ICから車で約10分

団体可 団体可

団体可 団体可

団体可 団体可

団体可 団体要相談

団体可 団体可

団体可 団体可

団体可

団体可

団体可

美酒を愉しみ、自然に触れる、
納涼酒旅コース

夕陽の名所「真玉海岸」や「花とアートの岬　長崎鼻」、縁結びの神様「粟嶋社」など、

“恋に効く”スポットを結んだ、その名も“恋叶ロード”。海中に石を投げ込んで願掛

けをする「願い石・叶え岩」や、縁結びを象徴するモニュメント「結
ゆい

」など、幸せ要素が

満載です。全長421メートルの人道トンネルに写真を撮って楽しめるアート作品

が並んだ「恋叶トンネル」など“映える”フォトジェニックスポットも点在しています。



国宝
C-3MAP由布院アート散策（由布市）

■DATA................................................................................................
所/由布市湯布院町
TEL/0977-84-2446（由布市ツーリストインフォメーションセンター）
P/あり（大型バス可）　交/湯布院ICから車で約10分

滞在時間
60～  
180分01

C-3MAP

　カフェ　　 ラ　   リューシュ

Cafe La Ruche（由布市）
金鱗湖の畔りにある「旅
人の癒し場」がコンセプト
のカフェテラス。モーニン
グ、ランチ、自家製パン・
ケーキ、焙煎珈琲、地ビー
ル・ワインなどを提供して
います。現代作家のギャラ
リー&ショップも新たに
併設されました。

■DATA................................................................................................
所/由布市湯布院町川上岳本1592-1　TEL/0977-28-8500
営/9:00～17:30（OS17:00）※日曜、祝日は8:00～　
休/水曜　最大収容人数/40名　P/5台　交/湯布院ICから車で約10分

滞在時間
60分02

D-3MAPかんたん港園（大分市）
「フェリーさんふらわあ」
の発着が間近で見られ、
映画「恋空」のロケ地とも
なったオシャレスポット。
倉庫街を活用した雑貨
ショップやカフェ、ガーデ
ニングショップ、ライブハ
ウスなどが立ち並び、芝
生広場をのんびりと散策
できます。

■DATA................................................................................................
所/大分市生石5丁目　TEL/097-535-2444（かんたんサーカス）
P/120台　交/大分ICから車で約10分

滞在時間
50分04

D-3MAP大分市美術館（大分市）
大分市街地を一望する丘の上に
ある美術館。近世絵画から現代
美術にいたる約3,000点以上の
所蔵作品の中から、国指定重要
文化財の田能村竹田の豊後南画
や高山辰雄の日本画など、大分
ゆかりの作家の作品を中心に展
示しています。また、屋外にも個
性豊かな作品が点在しています。

■DATA................................................................................................
所/大分市上野865　TEL/097-554-5800　営/10:00～18:00（入館は17:30まで）
料/310円（特別展別途）　休/HPをご覧ください　P/130台
交/大分ICから車で約10分

滞在時間
50分05

D-3MAP

オーパム　

大分県立美術館(OPAM)
（大分市）
「出会いと五感のミュージアム」
をコンセプトにした美術館。伝統
工芸の竹工芸をイメージさせる外
観とガラス張りの開放感あふれる
建物は、世界的な建築家　坂茂氏
の設計によるものです。日本画の
巨匠　福田平八郎や髙山辰雄、豊
後南画で知られる田能村竹田と
いった大分ならではの作品を展示
しています。■DATA................................................................................................

所/大分市寿町2-1　TEL/097-533-4500
営/10:00～19:00 ※金・土曜は～20:00（入場は閉館の30分前まで）
料/300円（企画展別途）　休/なし　P/250台　交/大分ICから車で約10分

滞在時間
60分06

C-3MAP

別府市竹細工
伝統産業会館（別府市）

大分県で唯一、経済産業省
から伝統的工芸品に指定さ
れている「別府竹細工」。
その歴史や技法の解説と、
緻密で優雅な個性を持つ作
品を多数展示しています。
施設内では、竹鈴や花籠な
どの制作体験（要予約）も
行っています。

■DATA................................................................................................
所/別府市東荘園町8-3　TEL/0977-23-1072　営/8:30～17:00
料/310円　[体験] 竹鈴500円、花籠2000円　休/月曜 ※祝日の場合は翌日
P/あり（大型バス可）　交/別府ICから車で約10分

滞在時間
60分03

車で
約50分

大
分
空
港

大
分
市
泊

01 徒歩
圏内 02 車で

約40分 03 車で
約20分 04 車で

約15分 05 車で
約10分 06 モ

デ
ル
コ
ー
ス
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E-4MAP

　つるみ　かいぼう

鶴見海望パーク（佐伯市）
総ガラス張りの窓から鶴見
崎半島と有明湾を望む、眺
めの良い海鮮レストラン。
人気の海鮮丼をはじめ、海
賊焼きなど新鮮な海の幸を
味わえます。毎年５月下旬
～８月末までは「岩ガキま
つり」を開催、カキ焼きや
フライなどさまざまな料理
が味わえます。

■DATA................................................................................................
所/佐伯市鶴見有明浦24　TEL/0972-33-1237
営/11:00～16:00/16:00～22:00 ※16:00～は要予約　休/なし　
最大収容人数/100名　P/40台（大型バス2台）　交/佐伯堅田ICから車で約25分

滞在時間
50分01

E-4MAP歴史と文学のみち散策
（佐伯市）

天守閣跡のある城山の麓に沿って
続く通りは「日本の道百選」にも
選ばれた情緒豊かなエリア。江戸
時代の城郭建築を色濃く残す、歴
史的建造物である櫓門や武家屋敷
をはじめ、明治の文豪・国木田独
歩の記念館、美しい庭園を眺めな
がらお茶が楽しめる『茶室 汲心
亭』など、歴史と文学に触れる散
策が楽しめます。

■DATA................................................................................................
所/佐伯市大手町1丁目　TEL/0972-23-1101（佐伯市観光協会）
P/140台（大型バス3台）　交/佐伯ICから車で約10分

滞在時間
60分02

E-4MAP

こうじ　　もり

麹の杜（佐伯市）

西日本で唯一、見学ができる
甘酒工場として人気の施設。
見学ブースでは、自家製乾燥
米麹の製造工程やボトル詰め
の様子を無料で見ることがで
きます。併設するショップで
は、出来立ての甘酒の試飲や
甘酒を使ったスイーツ、塩麹
のオリジナル商品などを販売
しています。

■DATA................................................................................................
所/佐伯市上岡字船河内2810-28　TEL/0972-48-9386　営/10:00～17:00
休/木曜　P/200台（大型バス6台）　交/佐伯ICから車で約7分

滞在時間
40分03

D-4MAP

　　　　　うすき　せきぶつ

国宝 臼杵石仏（臼杵市）
「国宝　臼杵石仏」は、その規
模・数・質すべてにおいて高
く評価された、我が国を代表
する石仏群です。全61体が
磨崖仏として全国初、彫刻と
しても九州初の国宝に指定さ
れています。隣接する石仏公
園では、毎年６月末～７月末
頃まで、蓮畑一面に古代ハス
が咲き誇ります。

■DATA................................................................................................
所/臼杵市大字深田804-1　TEL/0972-65-3300（臼杵石仏事務所）
営/6:00～19:00 ※10月～3月は6:00～18:00　料/550円　休/なし
P/80台（大型バス3台）　交/臼杵ICから車で約5分

滞在時間
40分05

D-4MAP

　うすき

臼杵城下町散策（臼杵市）
臼杵の城下町一帯には、戦国
武将　大友宗麟が築いたとさ
れる「臼杵城址」や、旧臼杵
藩主の稲葉家の邸宅「稲葉家
下屋敷」、伝統的装飾絵タイ
ル“アズレージョ”が施され
た「久家の大蔵」、大分を代
表する女流作家「野上弥生子
記念館」など、多くの見どこ
ろが点在しています。

■DATA................................................................................................
所/臼杵市臼杵　TEL/0972-64-7130（臼杵市観光情報協会）
P/あり（大型バス可）　交/臼杵ICから車で約10分

滞在時間
60分06

D-4MAP

き　らくあん
ふぐ・日本料理 喜楽庵

（臼杵市）
臼杵市では、１年を通して
新鮮なふぐを味わうこと
ができ、旬は冬場ですが、
夏場のふぐも美味しくい
ただけます。明治11年創
業の『喜楽庵』は、“ふぐ”
をはじめ、地元でとれる
海の幸や山の幸などを
使った“臼杵料理”が自慢
です。

■DATA................................................................................................
所/臼杵市城南9　TEL/0972-63-8855　営/11:30～15:00/17:00～22:00
休/不定　最大収容人数/100名　P/20台（大型バス2台） 交/臼杵ICから車で約10分

滞在時間
120分07

E-4MAP

うみえ～る
つくみんち（津久見市）

津久見市の農産物や新鮮な魚介
類、加工品などを販売する物産
館。特に人気は特産品のまぐろ
商品で、部位ごとに冷凍された
ものが手頃な値段で購入でき、
クール便で発送できます。また
２階には食事処もあり、津久見
の郷土料理「ひゅうが丼」など
が味わえます。

■DATA................................................................................................
所/津久見市高洲町3824-69　TEL/0972-85-0001
営/9:00～17:30 ※食事処は11:00～14:00（夜は要予約） 休/年始
P/30台（大型バス 要相談）　交/津久見ICから車で約10分

滞在時間
30分04

※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

海の幸と古の地を巡る･･･。
県南グルメと歴史旅

車で
約140分

宮
崎
市

大
分
泊

01 車で
約20分 02 車で

約10分 03 車で
約20分 04 車で

約20分 05 車で
約15分 06 車で

約5分
車で
約50分07

団体可 団体可

団体可 団体可

団体可

団体要相談

団体可

団体可 団体可

団体可

団体要相談

団体可

団体可

E-4MAP造船の町　佐伯市にある３つの造船
所では、巨大な船が初めて航海に
出る儀式「進水式」を見学することができます。
巨大な船が轟音と共に水しぶきを上げてゆっく
りと海に進水していく様子は、ダイナミックで
感動的！　迫力の景色を間近で見られるのは、
全国的にも珍しいことです。「進水式」のスケ
ジュールは、facebookをご確認ください。

造船の町さいき
「進水式」（佐伯市）

CHECK !

■DATA..................................................................................................
所/佐伯重工業（佐伯市鶴谷町2-5-37）、本田重工業（佐伯市鶴望5026-1）
　 三浦造船所（佐伯市鶴望4900）　 
TEL/ 0972-23-1101（佐伯市観光協会） 交/佐伯ICから車で約10分
facebook/ https://www.facebook.com/pg/shinsuisuishin2016/events/

船が
出るぞー!!

見て、触れて、体験する･･･。
肌で感じるアート旅

C-3MAP

広々としたスペースには、サル
バドール・ダリやパブロ・ピカ
ソといった世界的に有名な画
家をはじめ、北野武、片岡鶴太
郎、美空ひばりなど錚々たる
有名人たちの作品（リトグラフ
含む）が300点以上も展示さ
れています。貴重な作品の数々
にも関わらず、撮影OKという
気軽さも魅力の一つです。

別府アートミュージアム（別府市）
CHECK !

■DATA..................................................................................................
所/別府市秋葉町7-24 センチュリーハイツ日名子2F
TEL/0977-22-2919　営/10:00～18:00（入館は17:30まで）　料/1,000円
休/火曜 ※祝日の場合は翌日 P/8台（大型バス2台※要予約） 交/別府ICから車で約15分

団体可

団体可

アートの玄関口として駅の待合室兼ギャラリーとして月替わりで展示をしている
「由布院駅アートホール」にはじまり、ゆふいんにはアートの風が吹いています。
金鱗湖の側には、館長が作家たちと風土や精神文化のあり方に魅かれてコレクショ
ンした作品が並ぶ「ドルドーニュ美術館」、木々に囲まれた鳥越エリアには、音楽に
まつわる美術作品を集結した「由布院　空想の森　アルテジオ」、九州の作家の絵画・
彫刻を展示する「わたくし美術館＆Gallery　RIKO」など、多種多彩なアートをた
のしむことができます。町内には木工・陶芸を体験できる施設もあり、時間をたっ
ぷりかけて過ごせます。



冒険心をくすぐるツリー型ハウスは子供に大人気

■DATA................................................................................................
所/豊後大野市清川町宇田枝158　TEL/0974-35-3601
料/ツリー型ハウス1名あたり3,500円～　P/30台　交/米良ICから車で約50分
URL/ http://sato-no-tabi. jp/lodge-kiyokawa/

サウナ初心者も気軽に楽しめるテントサウナ

花
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ト
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9 10※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

色とりどりの花々が咲き誇る、
感動の花スポット

大自然の中でバカンス気分を満喫！
グランピング＆キャンプスポット

B-2MAP団体可

四季折々に美しい風景と出会える大分県。中でも春は、各所で美しい花々が咲き誇ります。
※掲載している情報のほかにも、県内各地に花スポットがあります。

■DATA................................................................................................
所/中津市本耶馬渓町曽木　TEL/0979-52-2211（中津市本耶馬渓支所地域振興課）
P/80台（大型バス7台）　交/中津ICから車で約20分　見頃/4月初旬～GW

青の洞門（中津市）
耶馬渓屈指の名勝、競
秀峰と青の洞門の山国
川対岸に、可愛らしい
ネモフィラが一面に広
がります。迫力ある奇
岩と可憐なネモフィラ
のコントラストは必見
です。

C-1MAP

団体可

■DATA................................................................
所/豊後高田市見目4060　TEL/0978-54-2237　　　　
営/9:00～17:00　休/木曜（7、8月は無休）　
P/300台（大型バス可）　交/宇佐ICから車で約60分
見頃/3月中旬：菜の花、8～9月上旬：ヒマワリ

■DATA...............................................................................
所/竹田市久住町大字久住4050　TEL/0974-76-1422　
営/8:30～17:30（最終受付17:00）　料/1,300円　休/12月～2月
P/300台（大型バス13台）　交/竹田ICから車で約25分　見頃/春～秋

花とアートの岬
ながさきばな

長崎鼻（豊後高田市）
周防灘に向かって岬が突き出した長崎鼻には、約16haの
畑が広がり、３月中旬頃には2,200万本もの菜の花が、８～
９月上旬頃には160万本ものヒマワリが咲き誇ります。ま
た、一帯には国際的アーティストであるオノ・ヨーコ氏と韓
国の現代美術界を代表するチェ・ジョン・ファ氏の作品を常
設展示しており、“花×アート”が楽しめます。

くじゅう花公園
（竹田市）

阿蘇くじゅう国立公園の
標高850mの位置にあり、
年間約500種類500万
本の花々が咲き誇る、西
日本最大級の花の楽園。
春はリビングストンデー
ジーやネモフィラ、チュー
リップ、夏はラベンダーや
ひまわり、秋はコスモスや
マリーゴールドなど四季
ごとに美しい景色が楽し
めます。またコーヒーや
ジェラートショップ、体験
工房やお土産処と施設も
充実。ラグジュアリーな気
分でキャンプが楽しめる
『キャンピングリゾート花
と星』（P10参照）も併設し
ています。

大分農業文化公園
（杵築市）

日
　ひ　

指
さし

ダムを囲むように広がる
敷地内に、フラワーガーデン
や大型遊具、農業体験施設、
キャンプ場などを備える公園。
約5,000㎡もの広さを誇る
「フラワーガーデン」では、４
月上旬～下旬は80万本もの
ネモフィラが、８月～10月下
旬までは１万本のコキア（ホ
ウキギ）が登場します。コキア
は緑から、赤～金～銀色と季
節と共に色を変える、とても
可愛らしい球状の植物です。

C-4MAP団体可

■DATA................................................................................................
所/豊後大野市緒方町原尻936-1　TEL/0974-22-1001（豊後大野市商工観光課）
P/180台（大型バス10台）　交/朝地ICから車で約15分　見頃/4月上旬

はらじり

原尻の滝
（豊後大野市）

「日本の滝百選」に選定
された“原尻の滝”で
は、シーズンになると
100種類40万本の目
にも鮮やかなチュー
リップが辺り一面を埋
め尽くします。

C-2MAP団体可

■DATA..........................................................................................
所/宇佐市四日市4243　TEL/0978-33-2388　営/8:00～18:00　休/不定
P/400台（大型バス20台）　交/四日市ICから車で約5分　見頃/4月下旬

せんざい

千財農園（宇佐市）
茶畑に隣接するフジ園。
2,400坪の藤棚には、全
国から集めたフジ240本
が雅に垂れ下がります。
白・ピンク・紫と色を付け
たフジは、まるで和装を
したかのよう！　GW以降
はバラ園も登場します。

B・C-4MAP
■DATA..........................................
所/竹田市久住町北部～九重町
TEL/0973-76-3150
　　（九重町商工観光・自然環境課）
　　 0974-76-1610
　　（久住高原観光案内所）
P/あり
交/九重ICから九重登山口まで車で約30分
見頃/5月下旬～6月中旬

くじゅう連山（九重町・竹田市）
ミヤマキリシマは高原に自生するツツジ
の一種で、天然記念物に指定されています。
見頃の時期には、山一面がピンク色に染
まり、くじゅう連山をはじめ県内各地の
山々で見ることができます。

～その他のミヤマキリシマスポット～
万年山（玖珠町）鶴見岳（別府市）経塚山（日出町）など

B-4MAP

団体可

■DATA.......................................
所/杵築市山香町大字日指1-1
TEL/0977-28-7111
営/  9:30～17:00（3～6月･10月、11月）
　/  9:30～18:00（7～9月）
　/10:00～16:00（12～2月）
休/火曜
 　※祝日の場合は翌日、3/28～5/6は無休　
P/1,600台（大型バス18台）
交/大分農業文化公園ICから車で約2分
見頃/4月上旬～下旬：ネモフィラ
　　 8月～10月下旬：コキア

■DATA................................................................................................
所/竹田市久住町大字久住4050　TEL/0974-76-1467
料/テントサイト12,000円～ ＋1泊2食6,800円～　P/300台（大型バス13台）
交/竹田ICから車で約25分　URL/ https://hanatohoshi.com/index.html

C-2MAP団体可

団体可

B-4MAP

まるでホテルのような時間が楽しめるグランピング施設や、思いっきり童心に帰れるキャンプ場など、
用途に応じて選べるアクティブステイを紹介します。 ※掲載している情報のほかにも、県内各地にキャンプ施設があります。

キャンピングリゾート花と星（竹田市）

■DATA.............................
所/由布市湯布院町塚原44-7
TEL/0977-85-5066
料/19,500円～
P/4台
交/由布岳SICから車で約5分
URL/ https://sowhg.com/

雄大な塚原高原に位置するグランピング
施設。北欧のティーピーテントを備えた
キャビンが２棟あり、寝心地の良いゆっ
たりとしたベッドやバス・トイレ（セパ
レート）、オーガニック仕様のアメニ
ティなどが揃い、そのラグジュアリーな
雰囲気は女子旅にピッタリ。夕食は、星
空の下で焚き火を囲みながら湯布院野菜
や地鶏などを使ったアウトドア料理のフ
ルコースが味わえます。

C-3MAP

The sense of wonder
由布岳山麓
グランピングリゾート（由布市）

季節の花々に囲まれたテントサイトまるで星が降り注いでくるよう！

C-1MAP

長崎鼻ビーチリゾート（豊後高田市）

奥岳川の清流に囲まれ
た美しいロケーション
の中、可愛いツリー型
ハウスやログハウス、
ドミトリー、キャビン
などが点在する宿泊施
設。体験プログラムが
豊富なのが魅力で、ラ
フティングや川釣り、
レンタサイクルなど
様々なアクティビティ
を楽しめます。中でも
注目は大自然で体験す
る「テントサウナ」。
火照った身体で目の前
の清流に飛び込めば、
“ととのう”こと間違
いなし！

C-4MAP

ロッジきよかわ
（豊後大野市）

団体可

■DATA.....................................................................
所/佐伯市宇目大字南田原2513-3　TEL/0972-54-3088
料/テントサイト3,300円～、ケビン13,000円～
P/50台（キャンピングカーOK）　交/佐伯ICから車で約50分
URL/ https://soranohotori.com/

世界的登山家の戸高雅史氏が2020年4月から古里の
佐伯市宇目でキャンプ場を運営。祖母・傾・大崩ユネス
コエコパークエリアを舞台に人と自然のつながりを実
感できる野外学校FOSのオリジナル体験プログラムを
充実させています。週末は不定期でキャンプファイヤー
も開催、キャンプ初心者やファミリー層に人気！

D-5MAP

そらのほとり（うめキャンプ村）（佐伯市）

最高のロケーションに気分も開放的に！

至れり尽くせりの設備が充実

『くじゅう花公園』内にあるキャンピン
グリゾート。テラス付きのオシャレなテ
ントにはベッド、ソファ、テーブル、簡
易プラネタリウム、ハンモックなどが備
わり、快適な時間を過ごせます。「美し
すぎる星空10選」に選ばれた満天の星
を堪能した翌朝は、開園前の花々を独り
占めして、日本最大級の花の楽園を満喫
しましょう。

■DATA.....................................
所/豊後高田市見目4080　
TEL/070-4166-9230
料/キャンピングトレーラー18,000円～　
P/300台（大型バス可）　
交/宇佐ICから車で約40分
URL/ https://nagasakibana-beach.com/ ヨーロッパ製のキャンピングカーは冷暖房完備 ビーチはすぐ目の前！ 潮の香りと波の音に癒されます

ベジタリアンやハラール対応も可能（詳細は問合せを）

アウトドアの老舗ブランド「コールマン社」と提携した施設

自分で作る“野外料理”の
楽しさを体験できる

キャンプ場ポータルサイトで「九州・沖縄トレー
ラーハウス人気部門１位」になった『長崎鼻ビー
チリゾート』。トレーラーハウスからビーチまで
は、なんと徒歩10秒！“ビーチに泊まる”をコン
セプトに、シーカヤックやSUPヨガなどのアク
ティビティも楽しめます。日帰り利用も可能で、
カップルやファミリー、女子旅、団体などさまざ
まなプランがあります。
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11 12※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

走って実感！ 大分県の魅力
～サイクルツーリズム～

おんせん県おおいたで楽しむ
“島T r i p”

大分県は、県内各地に点在する温泉をはじめ、くじゅう連山や由布岳、鶴見岳などの名山、美しい海岸線など
豊かな自然に恵まれています。また、関あじ・関さば、豊後牛、とり天、りゅうきゅう丼といった食にも
恵まれており、サイクリングを楽しむための好条件が揃っています。

■DATA.......................................................
所/中津駅～やすらぎの郷やまくに間
問/0979-22-1111（中津市観光推進課）
　 0979-64-6565（中津耶馬渓観光協会）

　　　　　　　　や　ば

メイプル耶馬
サイクリングロード（中津市）
耶馬溪鉄道跡を利用した約36㎞のサイクリング
コース。鉄道跡を利用しているため、勾配も緩やか
で初心者にもお勧めのサイクリングコースです。紅
葉のきれいな耶馬溪、菊池寛の『恩讐の彼方に』で
も有名な「青の洞門」など多くの景勝地を楽しむこ
とができ、鉄道跡を利用したトンネルや鉄橋などバ
リエーションに富んだサイクリングロードです。道
中には『耶馬溪サイクリングターミナル』があり、
レンタサイクルや宿泊もできます。

姫島村は一島一村の離島で、古事記や日本書紀にも姫島に関することが記されるなど、歴史的にも由緒ある島です。
「姫島七不思議」や「おおいた姫島ジオパーク」の探索や、姫島にしかない体験など、島時間を満喫できます。

おんせん県おおいたには、気軽に行ける魅力あふれる“島”があります。
スキューバーダイビングや地元グルメ、島の人々とのふれ合いなど、
島ごとに色んな楽しみ方が待っています。

おすすめサイクリングコース おんせん県おおいたの魅力が詰まった、おすすめのサイクリングコースをご紹介します。

HPはこちら：
https://www.cycling-oita.jp/

大分県のサイクルツーリズム
詳細情報はこちらをご覧ください！

県内各地のサイクリン
グコースをはじめ、新
着情報、トラベルイン
フォメーション、サイ
クルハブ情報など情報
満載です。ぜひ、ご覧
ください。

大分空港
サイクル・ハブ

「大分空港サイクル・ハブ」は、空港の到着口からすぐの場所にあります。
更衣室や専用の組み立てスペース、メンテナンス用具の貸し出しもあり、
大分県への飛行機輪行をグッと快適にしてくれます。

空港で
着替えて
走り出せる！
更衣室を完備、
ライドに不要な
荷物を空港から
ホテル・自宅へ
配送できます。

ポイント1
空港での組み立てが快適！
バイラックと専用の組み立て
スペースを完備。屋根付きな
ので雨の日も安心です。

ポイント2
メンテナンスもできる！
フロアポンプと自転車用工具を
空港内総合案内所でレンタルし
ています。

ポイント3

■DATA................................................................
所/JR幸崎駅～佐賀関バスセンター、西大分～高崎山
問/097-537-5690（大分市都市交通対策課）

さがのせきサイクリングロード（大分市）
かつての軽便鉄道の廃
線敷を辿る、約10㎞
の海岸線を走るルート。
途中の『道の駅　佐賀
関』で、名物「クロメ入
りたこ焼き」を味わい
ながら、海を見渡せる
展望台でひと休みする
のもおすすめです。ま
た、西大分のかんたん
サーカスから高崎山自
然動物園を結ぶ「潮風
さわやかシーサイド
ルート」もあります。

■DATA..................................................................
所/豊後高田市・国東市・杵築市・日出町
問/0978-62-1804（国東半島振興対策協議会事務局）

くにさき　　　　　　　　　　　　　　　　におうりんどう

国東半島サイクルルート仁王輪道（豊後高田市・国東市・杵築市・日出町）
国東半島内の多彩な
表情を楽しめる９つ
のコースを設定。初
心者でも楽しめる
ショートコースから
健脚向けのロング
コースまでバリエー
ション豊富なルート
があり、古くから山
岳修験の場になって
いた古刹から、自然
が織りなす絶景まで、
さまざまな半島の風
景に出会えます。

■DATA................................................................................................
所/由布市湯布院町～安心院町　問/0977-85-4464（由布院温泉観光協会）

Yufuin Ride（由布市～宇佐市）
由布院温泉では、毎年
５月末に由布院・安心
院を周回するイベント
「Yufuin Ride」が開催さ
れています。由布院・
安心院の周回コース約
70㎞、塚原高原散策
ショートコース約20㎞
の2コースがあり、の
どかな自然や人気の観
光名所など見どころも
満載です。

日田サイクリングコース（日田市）
日田市街地より豊後三大
温泉のひとつ天ヶ瀬温泉
に向かう約36㎞コース、
日田市を縦断し、人気観
光地から天ヶ瀬温泉を経
由して松原ダムへ向かう
約62㎞コース、雄大な
自然に抱かれた「JBCF
椿ヶ鼻ヒルクライムレー
ス」が開催される約48㎞
コースの３コースがあり
ます。

自然豊かな海岸での海水浴や
キャンプ、磯遊びなどが楽し
めます。近年では、恐竜が生
息していた頃の化石が発見さ
れ、注目を集めています。

■DATA................................................................................................
所/日田～スカイファームロード～天ヶ瀬温泉、日田（豆田）～天ヶ瀬温泉～梅林湖、日田～椿ヶ鼻
問/0973-22-2036（日田市観光協会）

■DATA...........................
所/津久見市大字無垢島　
問/0972-82-9521
　（津久見市観光協会）
交/津久見ICから津久見港まで車で約40分、
　 津久見港から旅客船「カメリアスター」で30分

「おおいたの島めぐり」
詳細はこちらをチェック！

姫島村

おおいた姫島
ジオパーク
観音崎一帯の黒曜石をはじめ、
金溶岩、海触洞など貴重な岩石
や地形、地層が見られます。

姫島七不思議

姫島には“お姫様”にまつわる
神秘など数多くの言い伝えがあ
り「姫島七不思議」として語り
継がれています。
姫島七不思議：阿弥陀牡蠣／浮
田／拍子水／かねつけ石／逆柳
／浮洲／千人堂

観光ガイド

観光バスでご来島の団体様向け
に、観光ガイドを実施していま
す。姫島七不思議や観光スポッ
トへご案内し、フェリーの手配
も行います。

アサギマダラ
休息地

“渡りをする蝶”アサギマダラは、
姫島に自生するスナビキソウの
蜜を求めて、５月上旬～６月上
旬と10月中旬に渡来します。

体験・見学
海藻おしば体験やキツネ踊り体
験など、姫島ならではの体験を
ご用意しています。

■DATA.......................................................................................................................................................................
所/姫島村　問/0978-87-2279（姫島村役場水産・観光商工課）交/大分空港から伊美港まで車で約45分、伊美港からフェリーで約20分

　む　く　じま

無垢島
（津久見市）

豊後水道に面した佐伯湾
に浮かぶ島で、大分県に
二カ所あるオルレコース
の一つがあります。パー
ムツリーが連なる島内は
南国気分満載で、特産品
の販売や食事が楽しめる
「大入島食彩館」や、芝
生にカンガルー像が寝そ
べる「カンガルー広場」な
どがあります。

■DATA..............................................................
所/佐伯市大入島　問/0972-22-3942（佐伯市観光課）
交/佐伯ICから佐伯港まで車で約15分、
　 佐伯港から「大入島観光フェリー」で石間へ約7分ほか

おおにゅうじま

大入島
（佐伯市）

蒲江港からわずか２㎞の場所に
ある島。島の西方に細長く突き
出た洲の鼻周辺にはテーブルサ
ンゴが群生しており、シュノー
ケリングが楽しめます。

　や　かたじま

屋形島（佐伯市）

美しい珊瑚が見られる地として
知られる深島。海の透明度は抜
群で、色とりどりの熱帯魚や珊
瑚を見ることができ、シュノー
ケリングスポットとして人気で
す。また、住民よりも猫の数が
多いことから「猫島」としても
話題になっています。

■DATA...............................................................................................
所/佐伯市蒲江大字蒲江浦深島　問/0972-42-1111（佐伯市蒲江振興局地域振興課）
交/蒲江ICから車で約8分、蒲江港から定期船「えばあぐりいん」で約25分

ふかしま

深島（佐伯市）

保戸島の景観は、山の斜面に３～４階建ての住宅が林立する様子が
“東洋のナポリ”と称されています。まぐろ遠洋漁業基地として全
国的に有名で、郷土料理「ひゅうが丼」は絶品です。

■DATA.............................................................................
所/津久見市大字保戸島　問/0972-82-9521（津久見市観光協会）
交/津久見ICから津久見港まで車で約40分、
　 津久見港から旅客船「マリンスター」「やま2号」で25分

　ほ　と　じま

保戸島
（津久見市）

九州最東端鶴見半島の
沖合いに浮かぶ島。島
の東側は太平洋の荒波
が打ち寄せる断崖絶壁
で、日豊海岸国定公園
に指定されています。

■DATA................................................................................................
所/佐伯市鶴見大字大島　問/0972-33-1111（佐伯鶴見振興局地域振興課）
交/佐伯ICから佐伯港まで車で約15分、佐伯港から定期船「おおしま」で約30分

おおしま

大島
（佐伯市）

■DATA...............................
所/佐伯市蒲江大字蒲江浦屋形島
問/0972-42-1111
　（佐伯市蒲江振興局地域振興課）
交/佐伯ICから蒲江港まで車で約30分、
　 蒲江港から定期船「えばあぐりいん」で約10分

D-1MAP

E-3MAP

E-5MAP

E-4MAP

E-4MAP

E-4MAP

E-5MAP



#巨大かぶとむしモニュメント
#突如現れる #時々衣替え 
#かぶとむしの湯 #佐伯市

#岩戸の景観
#岩壁から列車が飛び出す #鉄道ファン必見 
#豊後大野市

#真玉海岸の夕陽
#大分県唯一 #水平線に沈む夕陽 #豊後高田市

#恋叶トンネル
#歩行者用トンネル #たくさんの壁画 #豊後高田市

#本匠の大水車
#直径18.18m、幅1.3

9m #西日本最大級 

#本匠のシンボル #佐
伯市

#黄牛の滝
#龍が棲んでいた伝説 #マイナスイオン 
#竹田市

#イチイガシ

#1000年の
巨木 #カシ

の木では

日本一 #豊
後大野市

#白水ダム
#大分むぎ焼酎二階堂のCMに登場

 

#水のカーテン #竹田市

#宇佐のマチュピチュ#南米ペルーのマチュピチュに似ている #展望所も完成 #宇佐市

#健男社 
#樹齢300年を超える杉の巨木 
#パワースポット #豊後大野市

#由布川峡谷 

#東洋のチロルと
も称される峡谷

美 #由布市

#日田モニュメント
#“I”になって日田を完成させるモニュメント 
#日田市

#丹賀砲台園地#大分むぎ焼酎二階堂のCMに登場 #砲台に上れる #佐伯市

#臼杵石仏公園
#蓮の花が咲き誇る 
#見頃は6月末～7月末 
#臼杵市

#やまなみハイウェイ

#九州屈指のドライブロ
ード 

#大自然を一望 #九重町

#旧豊後森機関庫
#九州で唯一残る扇形機関庫 #近代化産業遺産 #玖珠町

#粟嶋公園
#恋叶ロード #フ

レームショット 

#豊後高田市

#伐株山ブランコ
#山頂まで車で行ける山 #絶景に飛び出せるブランコ #玖珠町

御
朱
印
＆
御
城
印
　
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ポ
ッ
ト

13 14※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

おんせん県おおいたの
“映える”フォトジェニックスポット！

ありがたいご利益を求めて･･･
御朱印＆御城印

おんせん県おおいたには、“映える”スポットが各所に点在します。
旅の途中に立ち寄って、記念撮影するのもオススメです。
※各スポットについては、表4にあります市町村観光課・観光協会へお問い合わせください。

恋愛成就や商売繁盛などさまざまなご利益があるといわれている神社仏閣の御朱印は、持っているだけで
パワーがアップしそう。近年ブームになっている「御城印」がいただける箇所も増えています。

■DATA....................................
所/日田市天瀬町馬原3740　
TEL/0973-57-9200　
営/8:00～17:00（参拝は24時間可）　
P/600台（大型バス11台）　
交/天瀬高塚ICから車で約2分

たかつか　あたご　　じぞう　そん

高塚愛宕地蔵尊（日田市）
約2,600体のお地蔵さんが並
ぶ地蔵尊。お寺にある鐘堂や
常香炉の先に神社拝殿が現れ
る珍しい“神仏混淆”の様式で、
全国から多くの人が訪れます。

B-3MAP団体可

■DATA...............................................................................................
所/臼杵市臼杵丹生島91　TEL/0972-63-1111（臼杵市役所おもてなし観光課）
P/あり（大型バス5台）　交/臼杵ICから車で約10分

　うすき　じょうあと

臼杵城跡（臼杵市）
戦国武将である大友宗麟が築城し、
300年もの間、豊後の国と臼杵藩の
政治・経済・文化の中心として栄えま
した。今でも一部の建物や外堀、石垣
などの当時の姿を見ることができます。

D-4MAP

D-2MAP

C-4MAP

B-1MAP

C-2MAP

団体可

■DATA...........................................................................
所/杵築市杵築16-1　TEL/0978-62-4532
営/9:30～17:00（最終入場16:30）　料/400円　休/なし
P/17台（大型バス4台）　交/杵築ICから車で約5分

　きつき　じょう

杵築城（杵築市）
応永元年（1394）に築城され、現在は昭和45年（1970）に建築さ
れた模擬天守がそびえます。城内には藩主が使用した冑などを展
示しており、素晴らしい景色を眺めることができます。

団体可

■DATA..........................................
所/竹田市竹田2761　
TEL/0974-63-1541（岡城跡料金所）
営/9:00～17:00　料/300円　休/12/31～1/3
P/130台（大型バス9台）　交/竹田ICから車で約8分

おかじょうあと

岡城跡（竹田市）
江戸時代、七万石を治めた岡藩初代藩主
中川秀成氏が築いた難攻不落の名城。本
丸、二の丸、三の丸、西の丸などの主な
曲輪を見ることができます。また、瀧廉
太郎 所縁の地でもあります。

団体可

■DATA...........................................................................
所/中津市二ノ丁本丸　TEL/0979-22-3651　営/9:00～17:00
料/400円　休/なし　P/300台（大型バス3台）　交/定留ICから車で約15分

　なかつ　じょう

中津城（奥平家歴史資料館）（中津市）

団体可
■DATA......................................................
所/日出町2610-1
TEL/0977-72-4255（ひじ町ツーリズム協会）
P/あり（大型バス2台 ※二の丸館P利用）　
交/日出ICから車で約5分

　ひ　じ　じょう　し

日出城址（日出町）
慶長7年（1602）、豊臣秀吉の妻ねねの甥である
初代藩主木下延俊が築城しました。本丸跡から別
府湾を一望するほか、瀧廉太郎や帆足萬里の銅像、
復元された鬼門櫓などが見られます。

団体可

■DATA.........................
所/中津市大貞209
TEL/0979-32-2440
P/80台（大型バス10台）
交/中津ICから車で約10分

こも

薦神社（中津市）
全国八幡宮の総本山である宇佐神宮の元宮。
社殿を下宮とし、境内にある三角池を内宮と
する珍しい神社です。三角池に反射する光は
神々しく、悠々と立つ鳥居がなんとも神秘的。

B-1MAP

団体可

■DATA..........................
所/大分市上八幡3組　
TEL/097-534-0065　
営/8:30～16:00
　（参拝は24時間可）
P/50台（大型バス2台）　
交/大分ICから車で約15分

ゆすはらはちまんぐう

柞原八幡宮（大分市） 宇佐神宮の分霊地として「豊後一の
宮」とされ、国司・武家などの宗慶
を集めました。ご神木の大楠は国の
天然記念物で、軒下や柱・壁に彫刻
された「竜・花・鳥・魚」なども国
指定重要文化財となっています。

C-3MAP団体可

■DATA..........................................
所/竹田市拝田原811
TEL/0974-63-1588
営/9:00～16:00
P/200台（大型バス20台）
交/竹田ICから車で約10分

おうぎもり　いなり　じんじゃ

扇森稲荷神社（竹田市） 九州三大稲荷の一つで、第12代岡藩主・
中川久昭公が「狐

こう

頭
とう

様」と呼んで信仰し
ていたことから、今もその愛称で親しま
れています。（拝殿までバリアフリーの
通路あり）

C-4MAP

団体可

■DATA..............................................
所/臼杵市福良211　TEL/0972-63-2739
営/8:00～17:00　P/10台
交/臼杵ICから車で約7分

ふく　ら　てんまんぐう

福良天満宮（臼杵市）
学問の神様である菅原道真公を祀り、1,100年以上
の歴史がある神社。小高い丘からは城下町が一望で
き、映画「男はつらいよ」のロケ地にもなりました。
福を呼ぶ「招霊赤猫社」もあり、猫好きな参拝者も
多く訪れます。

D-4MAP

御朱印

御城印

戦国時代最大の軍師と
いわれた黒田官兵衛が
築城した日本三大水城
の一つ。長篠の戦いで
実際に使用された武具
や歴代藩主着用の甲冑、
徳川家康直筆の書など
が公開さ
れていま
す。



国東市

別府市

中津市 宇佐市

日田市

おんせん県おおいた
ご当地おもてなしクーポンシリーズ!!

今後も続々と新シリーズ追加予定！

※ツーリズムおおいたが運営する複合型観光WEBサイト「テッパン！おおいた」では、
旅をお得に楽しむための「ご当地おもてなしクーポン」情報を掲載しています。

ご存知「日田やきそば」
食べ比べクーポン

日田市

❶

日田のソウルフードとしてお馴染みの「日田やきそば」の
ハーフサイズ券2枚と、レンタサイクルの割引券がセット

になったクーポンです。
11軒ある対象店舗か
らお好みの2店舗を
チョイスして、食べ比
べが楽しめます。

販売価格 1,000円
問合せ 日田市観光協会

☎0973-22-2036

くにさきOYSTER
ランチクーポン（冬季期間限定）

国東市

❷

くにさきOYSTERは、甘味やうま味はしっかりしてい
るのにすっきりした後
味が最大の特徴です。
手間を惜しみなく大切
に育てられた、見た目
も味もプレミアムな牡
蠣を楽しめます。

販売価格 1,500円
3,000円

問合せ 国東市観光協会
☎0978-72-5168

サイクリング
路線バス観光券

中津市

❸
中津駅から、サイク
リングターミナルの
ある耶馬溪エリアま
でのバス往復券とレ
ンタサイクル代が
セットになったクー
ポン券。なんと通常
よりも最大620円も
お得です！ 約10㎞
の専用サイクリング
ロードは、旧耶馬溪
鉄道の廃線跡の道で、
車を気にすることな
くサイクリングが楽
しめます。

販売価格 2,000円
問合せ 中津耶馬渓観光協会

☎0979-23-4511

宇佐・四日市界隈
まち歩きクーポン

宇佐市

❹

全国に4万社余ある、八満社の総本宮・宇佐神宮と、四日
市界隈の門前町2エリアの9カ所で、飲食やお買物、体験

に利用できるチケット
です。宇佐神宮は音声
ガイドペン付きなので、
歴史をじっくり知るこ
とができます。

販売価格 1,000円
問合せ 宇佐市観光協会

☎0978-37-0202

別府・鉄輪 湯けむり
まち歩きクーポン

別府市

❺

湯けむりが立ち込める石畳など、温泉情緒漂う鉄輪エリ
アで、地獄蒸したまごやソフトクリーム、カフェなど8施設

で利用できるクーポン
です。美味しいモノ、温
泉が大好きなキラキ
ラ女子の旅のお供に
ピッタリ！

販売価格 1,000円
問合せ 別府駅観光案内所

☎0977-24-2838

う♡すき
ソフトクリームクーポン

臼杵市

❻

ご当地ソフトクリーム券１枚と、臼杵の特産品との引換
券がセットになったクーポン。臼杵のご当地ソフトは、

“みそ”や“しょうゆ”、
“塩”、銘菓“臼杵せ
んべい”など、個性
派がズラリ！

販売価格 1,000円
問合せ 臼杵市観光情報協会

☎0972-64-7130

天ヶ瀬温泉
パスポート

日田市

❼

宿泊施設・入浴施設の日帰り入浴や、観
光農園、お土産店、カフェなどで利用で
きるクーポンです。

販売価格 1,200円
問合せ 日田市観光協会天瀬支部

☎0973-57-2166

「おおいた和牛」
　プレミアムクーポン

グルメ編（大分市・別府市・中津市・日出町・九重町）

おおいた豊後牛の中でも肉質４等級以上の「おおいた和牛」が、
特別メニュー・特別価格で味わえます。
本当に美味しい「おおいた和牛」を、ぜひご堪能ください。

販売価格 5,000円、8,000円、12,000円
問合せ テッパン！おおいた　☎097-574-4126

国東鶴川“和心”
体験クーポン

国東市

❽

伝統工芸や文化・仏教体験など３プラン
からチョイス可能！　レンタサイクルや
「弥生のムラ」の割引もあり。

販売価格 1,000円
問合せ 国東市観光協会

☎0978-72-5168

蒸之匠が贈るワンランク上の
地獄蒸しランチクーポン

別府市

❾
別府の鉄輪地区
で、地獄蒸し調
理を熟知した鉄
輪の料理人が手
掛ける至高のラ
ンチができまし
た。温泉の噴気
を利用した地獄
蒸し窯で一気に
蒸し上げる温泉

地ならではの料理法で素材のうまみが凝縮され美味
しくてヘルシーなお料理の数々です。「蒸士茶楼」、
「Otto e Sette Oita（オット エ セッテ オオイタ）」
の2店舗でこのクーポンのために考えられた特別な
ランチメニューをお楽しみいただけます。（店舗に
よってメニューは異なります。）

販売価格 5,000円
問合せ 別府市観光協会

☎0977-24-2828

❷

❺
❾

❹❸

❻

❽

❶
❼

牛は豊後が日本一！

詳しくは、こちらをご覧ください。

複合型観光WEBサイト
「テッパン！おおいた」
便利でお得なクーポン情報をはじめ、地元人がオススメする“おおいたの魅力”を発信！

検索テッパン！おおいた

臼杵市

お一人様

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ　

Ｔ
Ｒ
Ｙ
！
九
州
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大 分 県 内 注 目 の 新 着 情 報 !
おんせん県おおいたのHOT !な情報をご紹介します。T O P I C S

D-3MAP

南蛮BVNGO交流館　TEL：097-578-9191
所：大分市顕徳町3-2-45
営：9:00～17:00
   （入館は～16:30）
休：月曜（祝日の場合は翌日） 
　　ただし毎月第1月曜日は開館し翌日休館、年末年始

問

　

大友氏館跡庭園完成（大分市）
団体可

別府ロープウェイ　TEL：0977-22-2278
所：別府市大字南立石字寒原10－7
営：始発9:00～上り最終17:00
　　　　　　　　下り最終17:30
　　※11/15～3/14は
　　始発9:00～上り最終16:30
　　　　　　　　下り最終17:00

問

別府ロープウェイ（別府市）

標高1,300mの鶴見岳山上まで10分間で結ぶ、九州最大級のロープウェイ。山上
からは、別府の街並みと別府湾、くじゅう連山や四国までも一望できます。春は桜

やミヤマキリシマ、秋は
色鮮やかな紅葉、冬は
煌めく霧氷など四季
折々の風景も圧巻で、
CNN放送局の「日本の
美しい風景31選」にも
選ばれました。夏には
夜間営業も行われ、星
空と夜景が織りなす美
しい世界が広がります。

C-1MAP

豊後高田市観光まちづくり株式会社　TEL：0978-23-1860
所：豊後高田市見目4060 料：大人700円、子ども300円
営：10:00～17:00 Ｐ：200台（大型バス可）
休：木曜 交：宇佐ICから車で約50分

問

長崎鼻デジタルアートギャラリー
～不均質な自然と人の美術館～（豊後高田市）

「長崎鼻リゾートキャンプ場」内に、最新現代アートが体験できる施設がオープ
ンしました。太陽と月の動きを体験できる「太陽と月の部屋」、噴水と高速プ
ロジェクターを使った世界初の映像アート「海の部屋」、微生物の動きや美術
館の周りの森の風などの要素を元に次々と変化する「森の部屋」の３の部屋が
あり、“長崎鼻の自然を感じ、五感に触れる現代アート空間”となっています。

C,D-2MAP

杵築市観光協会　TEL：0978-63-0100問

きつき空飛ぶ観光協会（杵築市）

豊かな自然と情緒ある歴史風景に囲まれた杵築市では、ドローンを用いて観光
を楽しむ新たな取り組み「きつき空飛ぶ観光協会」をスタートしました。風光
明媚な自然の中で自由にドローン操縦が楽しめる「きつきドローンパスポー
ト」や、杵築城でドローンによる記念動画の撮影を行う「杵築城メモリアルド
ローン」、ドローンで撮影した城下町の様子をVR映像で楽しむ「ドローンで
歩こう」の3つのコンテンツが揃います。

団体可

D-2MAP

団体可

C-3MAP

団体可2020年6月
オープン

2020年
11月下旬～12月上旬
オープン予定

2020年9月
オープン

2020年8月
オープン

B-4MAP

TAO文化振興財団事務所　TEL:0974-76-0950
交：竹田ICから車で約30分

問

団体可

住吉浜リゾートパーク　TEL：0978-63-9116
所：杵築市守江1165-2
Ｐ：300台（大型バスあり）
交：杵築ICから車で約15分

問

住吉浜リゾートパークに
レストランオープン（杵築市）

ウェイクボードやSUP、バナナボートなど多彩なマリンアクティビティが楽
しめるとあって人気のリゾート施設『住吉浜リゾートパーク』に、新たな施設
「住吉浜オイスターハウス」がオープン予定です。地元の新鮮な食材を使った
海鮮丼をはじめ、冬場には住吉浜名物の「カキ」が味わえます。

天空の展望公園 野外劇場
　　　　　　　　　  　タ オ

「野外劇場 TAOの丘」（竹田市）

※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

休：なし

料：大人往復1,600円
　　小人往復　800円
Ｐ：250台（大型バス3台）
交：別府ICから車で約5分

料：無料
Ｐ：50台（大型バス4台）
交：大分ICから車で約15分

大友宗麟が生きた時代を迫力ある映像等により体験できる施設『南蛮BVNGO
交流館』横に「大友氏館跡庭園」が完成しました。この庭園は、大友宗麟や嫡

男・義統が活躍した時代の
庭園を復元整備したもので、
見所は“東と西で異なる池
の景観”です。東側は巨石を
置き並べた「躍動感に満ち
た景色」、西側は小さな岩を
巧みに配置し水面を広く見
せた「穏やかな景色」を楽
しむことができ、戦国大名
庭園の一つのあり方を知る
貴重な施設となっています。

※悪天候、設備の整備・
　点検等で連休の場合あり

日本が誇る和太鼓集団「DRUM　TAO」と阿蘇くじゅう国立公園の大自然がコ
ラボレーションした夢の大舞台「野外劇場　TAOの丘」がオープンしました。
雄大な阿蘇の山々をバックに迫力ある演奏を披露する野外ステージをはじめ、
グッズショップや資料館、カフェ・バーがある屋内施設があり、TAOの魅力を
思う存分楽しめます。特に野外ステージは世界に類を見ないエンターテインメ
ントとなっていますので、ぜひ、その魅力をご体感ください。

ド ラ ム　   タ オ

かき盛り かき焼
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イベントカレンダー
※情報は2020年8月現在のものです。状況により変更となる場合があります。必ずお問い合せください。

2021年4月～9月

４ 月

５ 月

しょうない  かぐら

庄内神楽定期公演
4月～9月 ※月1回公演
由布市庄内町の12の神楽座が
月替わり（月2団体）で公演を行う。
[所] 由布市庄内町総合運動公園

神楽殿（由布市）
[問] 由布市庄内地域振興課

☎097-582-1111

由布岳山開き
5月9日㈰
登山者の安全祈願を行う神事のほか、
自衛隊員による豚汁の振る舞いなど。
[所] 由布岳正面登山口（由布市）
[問] 由布市湯布院地域振興課

☎0977-84-3111

天満社 杵築天神祭り
7月24日㈯、25日㈰
300余年の歴史を誇る祭り。山車が
ぶつかり合う「御上がり」は迫力満点。
[所] 天満社境内・城下町一帯（杵築市）
[問] 杵築市観光協会

☎0978-63-0100

第36回城下かれい祭り
5月中旬
城下かれいの賞味会、漁船遊覧、
魚つかみ取り大会、花火大会など。
[所] 日出城址周辺・日出漁港（日出町）
[問] 城下かれい祭り実行委員会

☎0977-73-3158

６ 月

第74回日田川開き観光祭
5月22日㈯、23日㈰
日田に初夏を告げるイベント。
2日間で約10,000発の花火が打ちあがる。
[所] 日田市内一円（日田市）
[問] 日田まつり振興会事務局

☎0973-22-8210

８ 月

宇佐夏越祭り　
7月31日㈯～8月2日㈪
道囃子が太鼓や笛を鳴らし、3基の
神輿が上宮から頓宮へと運ばれる祭り。
[所] 宇佐神宮（宇佐市）
[問] 宇佐商工会議所

☎0978-33-3433

９ 月

姫島盆踊り
8月14日㈯、15日㈰
キツネ踊りやアヤ踊りなど2日間で
約40種類の踊りが披露される。
[所] 中央会場及び各地区盆坪（姫島村）
[問] 姫島村役場水産・観光商工課

☎0978-87-2279

国宝臼杵石仏火まつり
8月28日㈯
国宝 臼杵石仏周辺が1000本の
松明とかがり火に灯されます。
[所] 臼杵石仏周辺（臼杵市）
[問] 臼杵市役所おもてなし観光課

☎0972-64-6080

安心院フェア 葡萄酒まつり
9月上旬
この日のために仕込んだ
オリジナルワインと大分県産
牛ステーキが味わえる。
[所] 宇佐市安心院地域複合支所駐車場（宇佐市）
[問] 宇佐市観光協会安心院部会　☎0978-34-4839

くじゅうフェス
8月中旬
自然を楽しむ体験や展示、
マーケットなどが多数出店。
[所] 長者原園地（九重町）
[問] 九重町役場 商工観光・自然環境課

☎0973-76-3150

津久見扇子踊り大会
8月中旬～下旬
約450年前から伝わる津久見扇子踊り。
京舞の流れをくむ華麗な舞を披露する。
[所] つくみん公園（津久見市）
[問] 津久見市観光協会

☎0972-82-9521

大権現祭
8月上旬
夜店、ステージイベント、抽選会、
花火大会など多彩なイベントを開催。
[所] B&G海洋センター駐車場（国東市）
[問] 国東市商工会 国見支所

☎0978-82-0147

さいき神武の火まつり
8月上旬
神事や太鼓演奏、市民総踊り大会、
謝恩納涼花火大会などが行われる。
[所] 佐伯魚市場周辺（佐伯市）
[問] 佐伯市商工会議所

☎0972-22-1550

　こ　だ　い

小松明火祭り
8月14日（土）

広大な緒方平野一面が10,000本の松明(たいまつ)の灯りに包まれる。
[所] 原尻の滝・緒方平野一帯（豊後大野市）
[問] 小松明火祭り実行委員会　☎0974-42-2111

名水白山川ホタル祭り
6月5日㈯
ゲンジボタルが乱舞するまでの間、太鼓
や神楽、扇子踊りなどが披露されます。
[所] 稲積水中鍾乳洞駐車場（豊後大野市）
[問] 豊後大野市商工観光課

☎0974-22-1001

ホタル観賞コンサート
6月上旬
ほたるかご作りや紙芝居、昔ながら
の名曲を演奏が披露されます。
[所] 耶馬溪ダム記念公園「溪石園」（中津市）
[問] 耶馬溪支所　地域振興課

☎0979-54-3111

７ 月
べっぷ火の海まつり
７月下旬
べっぷ屋台村の出店や納涼音頭大会、
納涼花火大会などを開催。
[所] スパビーチ・的ヶ浜公園、

海門寺公園・別府駅前通りほか（別府市）
[問] べっぷ火の海まつり実行委員会

☎0977-24-2828

ななせの火群まつり
７月下旬の土・日曜
勇壮な柱松と七瀬川両岸2㎞にわたる
万灯籠、竹燈篭に彩られた炎の祭典。
[所] 七瀬川自然公園（大分市）
[問] ななせの火群まつり振興会事務局

☎097-541-1234

長崎鼻サマーフェスティバル
7月中旬
すいか運びレースや浜辺の大運動会、
豊後みさき太鼓、花火大会などを開催。
[所] 長崎鼻海水浴場（豊後高田市）
[問] 豊後高田市地域総務二課

☎0978-54-3111

かまどヶ岩春の大祭
4月4日㈰
古後道楽や式典（護摩焚き）、手作り
のだんご汁などが振る舞われる。
[所] かまどヶ岩公園（玖珠町）
[問] 玖珠町観光協会

☎0973-72-1313

岡城桜まつり
大名行列
4月上旬
大名行列が城下町を練り歩く、
歴史絵巻を再現したイベント。
[所] 岡城跡～城下町（竹田市）
[問] 岡城まつり実行委員会

☎0974-63-2638

　べっぷ　はっとう

別府八湯温泉まつり
４月上旬
扇山火まつりや温泉無料開放、
湯ぶっかけまつりなど多彩な
イベントを実施。
[所] 別府市内各地（別府市）
[問] 別府八湯温泉まつり実行委員会

☎0977-24-2828

なしか祭り
4月11日（日）
酒蔵を開放して行われる、昔懐かしい
お祭りを再現したイベント。
[所] 八鹿酒造（九重町）
[問] 八鹿酒造株式会社

☎0973-76-2888

つくみイルカ島
フェスティバル
4月下旬～GW
GW特別イルカパフォーマンスをはじめ、
イルカと遊べる楽しいプランを実施。
[所] つくみイルカ島とその周辺（津久見市）
[問] 津久見市観光協会

☎0972-82-9521

昭和の町
昭和の日イベント
4月29日（木・祝）、GW
昭和ロマン蔵や商店街で、昭和に
ちなんだ様々なイベントを開催。
[所]昭和の町周辺（豊後高田市）
[問]豊後高田市観光まちづくり株式会社

☎0978-23-1860

きつきお城まつり
GW中の2日間
江戸時代にタイムスリップしたような
不思議で楽しい気分になれるイベント。
[所] 杵築城下町一帯（杵築市）
[問] きつきお城まつり実行委員会

☎0978-63-0100

日本童話祭
5月5日（水・祝）
ジャンボこいのぼり掲揚＆くぐり抜け、
魚つかみ取り大会などを開催。
[所] 三島公園、玖珠川河川敷（玖珠町）
[問] 日本童話祭実行委員会

☎0973-72-7151

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

城下かれいキャンペーン（日出町）
5月～6月　
[問] ☎0977-72-4255（ひじ町ツーリズム協会）

津久見ひゅうが丼キャンペーン（津久見市）
7月～9月
[問] ☎0972-82-9521（津久見市観光協会）

日豊海岸 岩ガキまつり（佐伯市）
5月20日㈭～8月31日㈫
[問] ☎0972-23-3400（佐伯市観光案内所）

姫島車えびフェア（姫島村）
9月～11月
[問] ☎0978-87-2111（姫島村役場）

臼杵夏ふぐキャンペーン（臼杵市）
7月～9月
[問] ☎0972-63-8811（臼杵商工会議所内）

東九州伊勢えび海道（佐伯市）
9月2日㈭～11月30日㈫
[問] ☎0972-23-3400（佐伯市観光案内所）

グルメキャンペーン

※掲載している情報は、2020年8月現在のものです。内容等変更になる場合があります。

大分の三大祇園まつり

大分が祭り一色となる3日間!! 大分七夕まつり

臼杵祇園まつり
寛永20年（1643年）から続く臼杵最大の夏祭り。渡御
と還御には神事の行列や山車などが町を練り歩きます。
臼杵独特の御槍振りから始まる御神幸の様子や２基の山
車の囃子の違いなど見所満載です。2008年に大分県の
無形民俗文化財に指定されました。

開催日時：7月9日㈮～17日㈯　
開催場所：八坂神社～御旅所（臼杵市）
問い合わせ：☎0972-63-8811（臼杵商工会議所）

中津祇園

開催日時：７月下旬20日以降の金曜日から日曜日の３日間　
開催場所：闇無浜神社（下祇園）
　　　　　中　津　神　社（上祇園）ほか（中津市）
問い合わせ：☎0979-22-1111（中津市観光推進課）
　　　　　☎0979-64-6565（中津耶馬渓観光協会）

日田祇園祭

開催日時：7月24日㈯・25日㈰　
開催場所：隈・竹田地区、豆田地区（日田市）
問い合わせ：☎0973-22-2036（日田市観光協会）

開催日時：８月上旬の金～日曜日の３日間　
開催場所：大分市中心部
問い合わせ：☎097-537-5959
　　　　　（大分市まつり振興会事務局）

中津祇園は、十万石の城下町中津を代表する祭りで、闇
無浜神社を中心として行われる「下祇園」と中津神社を
中心として行われる「上祇園」から成り立っています。
その歴史は古く、580年以上の伝統を誇ります。毎年７
月下旬の金・土・日曜日の３日間、下祇園６台・上祇園
７台のあわせて13台の祇園車と呼ばれる漆塗りの華麗
な山車と闇無浜神社、中津神社の御神輿が城下町をまわ
り、辻々では、祇園車の上で踊り等が奉納されます。

大分がまつり一色となる夏の３日間!!　

中心部の商店街は、趣向を凝らした華や

かな七夕飾りで彩られ、例年メイン会場

の「48万人の広場」では、初日「オープニ

ングセレモニー」で幕を開け、武者姿や

昇り龍をかたどった勇壮でダイナミック

な照明入りの山車「府
　ふ　

内
ない

戦
ぱっ

紙
ちん

」が威勢よく

練り歩きます。そして２日目には会場を歩

行者天国として「チキリンばやし市民総お

どり大会」「太鼓大会」「府内戦紙ひろば」

「神社神輿山車イベント」などを開催、

七夕ブロードウェイでフィナーレを飾り

ます。最終日は大分川河畔で花火が夜空

に打ちあがる「大分合同新聞花火大会」

が開催されます。

約300年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事。疫病や風水
害を払い安泰を祈念するこの祭りでは、絢爛豪華な山鉾が、
祇園囃子の音色と共に隈・竹田地区、豆田地区の町並みを
巡行します。また、夜には提灯を飾り付けた優雅な晩山の
巡行が行われ、祭りは一気に最高潮に達します。「日田祇園
の曳山行事」は、2016年にユネスコの無形文化遺産に登
録されました。７月22日㈭には、全ての山鉾が一堂に会す
る「日田祇園山鉾集団顔見世」が行われます。
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■DATA................................................................
受入人数/最大約400人
お問合せ先/NPO法人 大分県グリーンツーリズム研究会
所/大分県宇佐市安心院町下毛1195-1
TEL/0978-44-1134 C-2MAP

農村民泊発祥の地で体験学習

ＳＤＧｓ体験プログラム

自然体験プログラム大分県の教育旅行情報

恵まれた環境でＭＩＣＥを成功に導きます

平成８年に安心院町（現宇佐市）で始まった日本型グリーン
ツーリズムは、旅館や民宿でなく、ごく普通の民家に泊ま
り農村の暮らしを農村の時間にあわせて体験していただき

ます。それぞれ
の家庭で生業や
体験する内容も
異なります。自
分たちで収穫し
た野菜、釣った
魚、掘った貝な
どをホストファ
ミリーと一緒に
調理して食べる
ことを活動の基
本としています。

農村民泊

■DATA................................................................................................
受入人数/最大120人 ※120人を超える場合は２回転となります。ご相談ください。
所要時間/90分～180分　お問合せ先/株式会社 LbE Japan（エルビー・ジャパン）　　
TEL/092-791-6581　E-mail：info@lbejapan.co.jp 

2020年からの新しい教育に対応する「探究型」のプログラムです。別府市をフィールド
に、留学生1名と参加生徒5～8名がチームとなり、スマホのアプリに設定された「手が

かり」を元に様々なミッ
ションを英語を使いな
がら協働で解決します。
例えば「エネルギー問
題」、「観光と発展」、「観
光地における多文化対
応」など、総合的な学習
（探究）のフィールド学
習として導入すること
も可能です。

GEP別府（Global Exploration Program in Beppu）

自然とふれあい、その素晴らしさや命の大切さを実感できます

五感を駆使してミッションをクリア

零式艦上戦闘機21型（原寸大模型：宇佐市平和資料館） C-2MAP
C-3MAP

■DATA.........................................................................................
所/大分県別府市山の手町12番1号　TEL/0977-26-7111
収容人数/最大8,000人（コンベンションホール）　P/最大1,000台
交/JR別府駅から徒歩15分、別府ICから車で10分
　※ビーコンプラザの他にも、QRコードのリンク先から県内の施設をご覧になれます

C-3MAP

西日本最大級の圧倒的なスケールを誇るアリーナ形式の多目的ホールである
「コンベンションホール」は最大8,000人の大規模集会に対応。その他にも
フィルハーモニアホール、レセプションホール、国際会議室や中会議室など
用途に合わせて多様な使い方が出来ます。

別府国際コンベンションセンター（ビーコンプラザ）

ＭＩＣＥ支援制度

■DATA................................................
受入人数/約40人 （体験プログラムにより異なります）
所要時間/約2時間（体験プログラムにより異なります）
お問合せ先/公益社団法人ツーリズムおおいた
TEL/097-536-6250

■DATA....................................................................
●奥豊後コース（11.8㎞）
　所要時間/約4時間　お問合せ先/ぶんご大野 里の旅公社
　TEL/0974-27-4215
●さいき・大入島コース（10.5㎞）
　所要時間/約3時間　お問合せ先/佐伯市観光課
　TEL/0972-22-3942

大分県には、食料の安定確保を目指す国際組織である国際連合食糧農業機関（FAO）に認定
された、国東半島・宇佐の農林水産循環システムがあります。ＳＤＧｓにもつながるサステイナ
ブルな世界農業遺産の理念を学び、地域内の農林水産業の恵みを体験することができます。

国東半島宇佐地域世界農業遺産
「オルレ」は韓国・済州島
から始まったもので、もと
もとは済州島の方言で「通
りから家に通じる狭い路
地」という意味。大分県内
にある２コース「奥豊後」
「さいき・大入島」は、四
季折々の風景を五感で楽し
めるトレッキングコースと
なっています。

九州オルレ

国の重要文化的景観「田染荘小崎の農村景観」

ビーコンプラザ コンベンションホール

歩きながら溶結凝灰岩に
造られた普光寺摩崖仏を
見学できます

昔ながらの商店街を探求学習

大分県内で開催される大会、会議等に対して、以下の支援制度を設けています。

公益社団法人ツーリズムおおいたの支援制度
大会の規模 補助金額 支給条件

九州大会規模以上のＭＩＣＥ 上限100万円（対象経費の1/2以内） 九州大会規模以上のＭＩＣＥで、500人泊以上の参加者が見込まれる大会。
（持ち回りや営利目的ではないもの）

国内外の大型イベント等で、5,000人以上の集客数が見込まれる大会。
上限200万円（対象経費の20％以内）
※集客数が３万人を超える場合は上限
1,000万円

上限200万円（対象経費の20％以内）

国内外大型イベント等

九州大会規模以上のスポーツイベント 九州大会規模以上のアマチュアスポーツイベントで、県内の延べ宿泊数が
1,000人泊以上である大会。

お問合せ先/公益社団法人ツーリズムおおいたＭＩＣＥセンター　TEL/097-536-6250

大分市の支援制度
大会の規模 補助金額 支給条件

九州大会規模以上のＭＩＣＥ 上限50万円（対象経費の1/2以内） 九州大会規模以上のＭＩＣＥで、大分市内の宿泊施設における宿泊者数が
延べ50人泊以上であること。

九州大会規模以上のスポーツ大会で、大分市内の宿泊施設における宿泊者数が
延べ50人泊以上であること。上限25万円（対象経費の1/2以内）九州大会規模以上のスポーツ大会

お問合せ先/大分市おおいた魅力発信局　TEL/097-578-7749

別府市コンベンション振興協議会の支援制度
大会の規模 補助金額 支給条件

①国際大会 上限300万円（対象経費は会場使用料） ２か国以上の参加者で宿泊を伴う大会。
ビーコンプラザの会場使用料に対して支給。

九州大会規模以上の大会で、別府市内に延べ500人泊以上の宿泊者を伴う大会。
ビーコンプラザの会場使用料に対して支給。

上限200万円（会場使用料の2/3以内）②九州大会規模以上

お問合せ先/別府市観光課　TEL/0977-21-1128

③その他の大会 上限50万円 上記①②に該当しない大会で、別府市内に延べ100人泊以上の宿泊者を伴う大会。
■DATA................................................................................................
受入人数/200名（平和資料館80名、戦争遺構120名） 所要時間/1時間～2時間30分
お問合せ先/宇佐市教育委員会 社会教育課 文化財係　
所/宇佐市大字上田1030-1　TEL/0978-27-8199

宇佐市には、海軍航空隊が存在したことから、戦争の歴史を現在に伝える戦争遺構
が航空隊跡を中心に多く残っています。また、宇佐海軍航空隊に関連する資料や映

像の一部を宇佐市
平和資料館で展示
公開しています。
資料館や戦争遺構
群を見学し、戦争
の史実を身近に感
じることで「平和
の大切さと命の尊
さ」について考え
ることができます。

平和の大切さと命の尊さを体感

■DATA................................................................................................
受入人数/最大150人　所要時間/約3時間
お問合せ先/株式会社 LbE Japan（エルビー・ジャパン）　TEL/092-791-6581
E-mail：info@lbejapan.co.jp

豊後高田市をフィールドに、農泊ホスト（又は昭和の町ガイドや関係者）1名と参加生
徒5～8名がチームとなり、スマホのアプリに設定された「手がかり」を元に様々なミッ

ションを世代を
越えた協働で解
決します。例えば
「昭和から学ぶ
エコロジーの知
恵」、「産業の発
展と衰退」、「職
業の変遷」、など、
総合的な学習
（探究）のフィー
ルド学習として
導入することも
可能です。

GEP昭和の町

ボッチャの体験や車いすレーサーの試乗ができます

■DATA................................................................................................
受入人数/約60人　所要時間/約1時間　お問合せ先/社会福祉法人太陽の家
所/大分県別府市大字内竈1393-2　TEL/0977-66-0277

2020年7月に太陽の家の創設者の中村裕博士が唱えた「No　Charity,　but　a 
Chance!」（保護より機会を！）の精神をより多くの人に伝える「太陽ミュージアム」が

完成しました。中
村博士や太陽の
家についての展
示に加え、障が
いのある方の暮
らしや仕事、ス
ポーツを体験し、
その工夫と楽し
さ等を知ること
ができます。

太陽ミュージアム

（Global Exploration Program
　　　　　　　 in Showa-no-machi）

農村での体験が人生を豊かにします
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飛行機

JR/特急

フェリー

各地間の距離と所要時間

東　京（羽田） 1時間30分
JAL/ANA/SNA

▲
東　京（成田） 1時間45分

JJP
▲

大　阪（伊丹） 55分
JAL/ANA/IBEX

▲

名古屋（中部）
1時間10分
IBEX

▲

東　京 新幹線（小倉乗り継ぎ） 6時間30分 ▲

新大阪 新幹線（小倉乗り継ぎ） 3時間50分 ▲

博　多 日豊本線 1時間40分 ▲

小　倉 日豊本線 1時間20分 ▲

宮　崎 日豊本線 3時間 ▲

別府・大分別府まで約50分・大分まで約55～65分 ▲

湯布院約55分 ▲

豊後高田・宇佐・中津豊後高田まで約50分・宇佐まで約60分・中津まで約90分 ▲

臼杵・佐伯臼杵まで約80分・佐伯まで約120分 ▲

大
　
　
分

福　岡 2時間20分　『とよのくに号』
大分バス・大分交通・亀の井バス

▲

北九州
2時間30分　『ゆのくに号』
西鉄バス

▲

長　崎
4時間17分　『サンライト号』
大分バス・大分交通

▲

熊　本
4時間30分　『やまびこ号』
大分バス

▲

宮　崎
3時間25分　『パシフィックライナー』
大分バス・大分交通・亀の井バス

▲

神戸・大阪・京都 12時間20分（京都）『SORIN号』
大分バス・近鉄バス

▲

大
　
　
分

別　府大　阪 11時間50分
フェリーさんふらわあ TEL.0120-56-3268

▲

竹田津（国東市）徳　山 2時間
スオーナダフェリー     TEL.0834-34-3000

▲

大　分神　戸 11時間20分
フェリーさんふらわあ TEL.0120-56-3268

▲

別　府愛媛　八幡浜 2時間50分
宇和島運輸フェリー TEL.0894-22-2100

▲

佐賀関（大分市）愛媛　三崎 1時間10分
国道九四フェリー   TEL.0894-54-0173

▲

臼　杵愛媛　八幡浜 2時間25分
宇和島運輸フェリー TEL.0894-22-2100
九四オレンジフェリー TEL.0894-22-5094

▲

大
　
　
分

大 

分 

空 

港

大分空港総合案内所  TEL.0978-67-1174

空港バス（大分空港→各地）

高速バス

JR九州案内センター　TEL.050-3786-1717

大分バス予約センター TEL.097-536-3371
大分交通予約センター TEL.097-536-3655
亀の井バス予約センター TEL.0977-25-3220
九州高速バス予約センター TEL.092-734-2727

※各交通機関の所要時間は目安です。便によって異なります。（2020年8月現在）

■：高速道路　　■：一般道路
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名苑と名水の宿 梅園

九重星生ホテル「山恵の湯」

壁湯天然洞窟温泉
旅館 福元屋

九重“夢”大吊橋

由布院アート散策

くじゅう花公園
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サッポロビール
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宇佐神宮

国宝 臼杵石仏

いいちこ日田蒸留所

農村民泊

ビーコンプラザ

宇佐市の戦争遺構
平和資料館

太陽ミュージアム

万象の湯

別府ロープウェイ

真玉海岸

花とアートの岬 長崎鼻
長崎鼻ビーチリゾート

長崎鼻デジタルアートギャラリー

きつき空飛ぶ観光協会

大分県立美術館（OPAM）

ロッジきよかわ

八鹿酒造 舟来蔵

本家活宝 安心院亭

日田鮎やな場茶屋

鶴見海望パーク

キャンピングリゾート花と星

由布岳山麓グランピングリゾート

そらのほとり

高塚愛宕地蔵尊

薦神社

柞原八幡宮

扇森稲荷神社

福良天満宮

臼杵城跡

杵築城

中津城（奥平家歴史資料館）

日出城址

大分農業文化公園

青の洞門

原尻の滝

千財農園

くじゅう連山

かんたん港園

大分市美術館

大友氏館跡庭園

別府アートミュージアム

別府市竹細工 伝統産業会館
Cafe La Ruche

麹の杜

うみえ～るつくみんち

臼杵城下町散策

ふぐ・日本料理 喜楽庵

料亭 山田屋

臼杵ふぐ 割烹みつご

ほり川母家

御宿料亭 春光園

本田重工業

地無垢島

保戸島

三浦造船所

佐伯重工業

大入島

屋形島

深島

大島

桜
滝

金鱗湖

野外劇場 TAOの丘

遊船（屋形船）

恋叶ロード

昭和の町

表装 涛音寮 姫島村

八幡奈多宮

住吉浜リゾートパーク

杉乃井ホテル
イルミネーション

ANAインターコンチネンタル
別府リゾート&スパ

杉乃井ホテル
大展望露天風呂「棚湯」

AMANE RESORT SEIKAI

別府海浜砂湯

山のホテル夢想園

寒の地獄温泉

にくの蔵 焼肉 銀山亭

豊後牛ステーキの店 そむり
別府本店

てっぱん焼き 作 SA-COO

こつこつ庵 よしだ会館

あまべの郷
関あじ関さば館

美味しんぼ あら川

日出町 的山荘

幸喜屋

割烹 能良玄家

帯刀の庄
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発行元　公益社団法人ツーリズムおおいた  ☎097-536-6250　

おんせん県PRESSをPDFで配信しています！

旅行会社様向けに、旬の観光素材を集約した「おんせん県PRESS」を年6回、
メールにてPDF配信しています。ガイドブックには載っていない、コアな情報
や地元スタッフおすすめの情報など、盛りだくさんの内容となっています！

ツーリズムおおいたHPには、大分県内のさまざまな写真を集めた「風景写
真集」を掲載しております。大分県の観光振興に寄与すると認められるもの
（旅行商品の造成・告知、観光ＰＲのための印刷物・メディア等への掲載）
について、無料でダウンロード・使用することができますので、ぜひ、ご活
用ください。

商品造成に役立つ「滞在プログラム」の情報と、各市町村が
もつバス・タクシー・ツアーや、スポーツ大会、MICEの助
成制度等を、一覧でご紹介しております。ツーリズムおおい
たHPの「マスコミの方へ」ページでご覧いただけます。

配信ご希望の方は、ツーリズムおおいたまでご連絡ください！

E-mail：tourism@we-love-oita.or.jp

大分県観光に関するお問い合わせ

ツーリズムおおいた
大分県商工観光労働部観光局
大分県東京事務所おんせん県おおいた課
大分県大阪事務所おんせん県おおいた課
大分県福岡事務所

大分市高砂町2-50 OASISひろば21 3階

大分市大手町3-1-1

東京都中央区銀座2-2-2 ヒューリック西銀座ビル8階

大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2100 大阪駅前第3ビル21階

福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル10階

☎097-536-6250
☎097-506-2118
☎03-6228-8770
☎06-6345-0071
☎092-721-0041

☎097-537-7043
☎0977-21-1128
☎0979-22-1111
☎0973-22-8210
☎0972-22-3942
☎0972-64-6080
☎0972-82-9542
☎0974-63-4807
☎0978-25-6219
☎0978-62-1808
☎0978-27-8171
☎0974-22-1001
☎097-582-1304
☎0978-72-5168
☎0978-87-2279
☎0977-73-3158
☎0973-76-3150
☎0973-72-7153

各市町村観光担当課

大分市観光課
別府市観光課
中津市観光推進課
日田市観光課
佐伯市観光ブランド推進部観光課
臼杵市おもてなし観光課
津久見市商工観光・定住推進課
竹田市商工観光課
豊後高田市商工観光課
杵築市商工観光課
宇佐市観光・ブランド課
豊後大野市商工観光課
由布市商工観光課
国東市観光課
姫島村水産・観光商工課
日出町商工観光課
九重町商工観光・自然環境課
玖珠町企画商工観光課

☎097-537-5764
☎0977-24-2828
☎0979-64-6565
☎0973-22-2036
☎0972-23-1101
☎0972-64-7130
☎0972-82-9521
☎0974-63-0585
☎0978-23-1860
☎0978-63-0100
☎0978-37-0202
☎0974-27-4215
☎0977-85-8611
☎0978-72-5168
☎0978-87-3026
☎0977-72-4255
☎0973-73-5505
☎0973-72-1313

大分市観光協会
別府市観光協会
中津耶馬渓観光協会
日田市観光協会　
佐伯市観光協会
臼杵市観光情報協会
津久見市観光協会
竹田市観光ツーリズム協会
豊後高田市観光まちづくり株式会社
杵築市観光協会
宇佐市観光協会
ぶんご大野里の旅公社
由布市まちづくり観光局
国東市観光協会
姫島村商工会
ひじ町ツーリズム協会
九重町観光協会
玖珠町観光協会

観光協会

「滞在プログラム」と「助成制度」のご紹介

地元人がオススメするスポット紹介や旅に役立つコラムをは
じめ、さまざまなツアーをご提案しています。どれも大分県の魅
力を体感できるものばかりですので、ぜひ一度、ご覧ください。

複合型観光WEBサイト 
テッパン！おおいた

魅力あふれる写真をご提供「風景写真集」

旅に役立つ！ 

詳しくは、 テッパンおおいた 検索  

詳しくは、 おおいた風景写真集 検索  

詳しくは、 おんせん県マスコミの方へ 検索  

掲載している情報は、2020年8月現在のものです。

新型コロナウイルスの影響により、内容が変更・中止と

なる場合があります。

詳細は、各問い合わせ先にご連絡ください。


