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電動アシスト 15
ロード 3
クロス 11
ジュニアマウンテン 5
シティ 18
子ども用 16

宇佐市 （一社）宇佐市観光協会
大分県宇佐市大字南宇佐
2179-3

0978-37-0202 0978-37-0601
info@usa-
kanko.jp

4 300円／日 なし 8：30～16：00
定休日なし・
年末年始除く

宇佐市
（一社）宇佐市観光協会 安心院
部会

大分県宇佐市安心院町下毛
2074－1

0978-34-4839 0978-34-4839
info@usa-
kanko.jp

3 300円／日 なし 8：30～16：00
定休日なし・
年末年始除く

宇佐市 道の駅 いんない
大分県宇佐市院内町大字副
1381-2

0978-42-5539 0978-42-5539 - 3 300円／日 なし 9：00～17：00
定休日なし・
年末年始除く

宇佐市 JR宇佐駅（喫茶蓮華）
大分県宇佐市 大字岩崎1218-
19

0978-37-2522 - - 8 300円／日 なし 10：00～16：00 不定休

日田市観光案内所 大分県日田市元町１１－３ 0973-22-2036 0973-22-2444
info1@oidehita.c
om

https://www.oidehita.c
om/archives/901

否 シティ 21

200円/1h
以後、超過ごとに100円/1h
追加
1日貸切：700円 2日貸切：
1,200円

なし 9:00－17:00 1月1日・2日

日田市観光案内所 天瀬支部
大分県日田市天瀬町桜竹540-
1

0973-57-2166 0973-57-2186
front@okaeriama
gase.com

http://www.okaeriama
gase.com/

否 電動アシスト 4
500円/2h以内
1,000円/4h未満
1,500円/4h以上

- 9:00～17:00 1月1日・2日
こども用なし。
レンタサイクル貸し出しは、9:00
～16:00まで。

シティ 7 250円/1H なし 9:00～17:00 なし 延長料金別途あり。

電動アシスト 6 510円/2H 10,000円 9:00～17:00 なし
所有者はJR九州。JRチケットがあ
れば2Hで410円。延長料金別途あ
り。保証金は、身分証明書が確認
できない場合のみ（終了後返金）

ウォーキングバイシク
ル

4 300円／1H なし 9:00～17:00 なし

シティ 4 800円～1500円/2H 内訳：タンデム2台、シティ2台

ロード 2 800円/2H

電動アシスト 2 1,000円/2H

大分県内レンタサイクル一覧

可（乗り捨て
の場合は別途
手数料1,000円
が必要）

電動アシスト
http://www.usa-
kanko.jp/topics/detail/
76

湯布院塚原高原観
光協会

湯布院塚原高原観光協会 なし 10:00～15:00 毎週火・水
大分県由布市湯布院町塚原4-

31
0977-85-2254 0977-85-2254

info@yufuin-
tsukahara.com

http://tekarayufuin.co
m/?mode=f11

否

否http://yufu-tic.jp/desk@yufu-tic.jp0977-84-33030977-85-8611
大分県由布市湯布院町川北8-

5
由布市ツーリストインフォメー

ションセンター
（一社）由布市ま
ちづくり観光局

（一社）日田市観
光協会

http://www.city.kunisa
ki.oita.jp/map/kunisaki
-st.html

否
500円/回
高校生以下は300円/回

なし 8：30～17：00 年末年始国東市 国東市サイクリングターミナル 国東市国東町小原2662-1 0978-72-5168 0978-72-5173
kanko@city.kunis
aki.lg.jp
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中津市 耶馬溪サイクリングターミナル
大分県中津市耶馬溪町大字柿
坂３５３

0979-54-2700 - -

https://www.city-
nakatsu.jp/kankodocs/
2014022100011/

大人用（ロードバイ
ク、クロスバイク、一
般用）139台
子ども用 69台
タンデム車（二人乗り
用）45台
電動アシスト 5台

250

（10月～4月）8:30
～17:00
（5月～9月）8:30
～19:00

水曜日（12月
～2月は火・
水曜日）

令和３年７月より料金等改正予定

青の洞門サイクリ
ングセンター風水
園

青の洞門サイクリングセンター風
水園

大分県中津市本耶馬渓町曽木
1702-1

0979-52-2108
- -

https://nakatsuyaba.co
m/?introduce=fuusuie
n

大人用８０台、子ども
用２０台 100

8:00～19:00 なし

やすらぎの郷やま
くに

やすらぎの郷やまくに
大分県中津市山国町大字藤野
木12-1

0979-62-2186 0979-62-3117 -
http://www.core-
yamakuni.com/yasurag
i.html

大人用１５台、子ども
用１５台 30

10:00～18:00 第1、第3火曜
日

（一社）中津耶馬
渓観光協会

中津耶馬渓観光案内所（中津駅南
口）

中津市島田219-2 0979-23-4511 - -

https://nakatsuyaba.co
m/ 否 シティ 16 ４時間以内300円 なし

9:00~17:00 年末年始

追加

（一社）中津耶馬
渓観光協会

中津市歴史博物館 中津市1290番地（三ノ丁） 0979-23-8615 -
nakahaku@city-
nakatsu.jp

- 否 シティ 7 ４時間以内300円 なし

9:00~16：30 毎週月曜日
（祝日の場合
はその翌
日）、年末年
始 追加

本部（竹田温泉花水月内） 竹田市大字会々2250番地1 0974-63-0585 0974-64-1127 info@taketan.jp 5

竹田支部（豊後竹田駅内） 竹田市大字会々2335番地1 0974-63-2638 0974-63-2861
t-taketa@oct-
net.ne.jp 4

直入支部（道の駅ながゆ内） 竹田市直入町長湯8043番地1 0974-75-3111 0974-75-3113
t-nagayu@oct-
net.ne.jp 4

電動 7
大人／300円(3時間)/延長100
円(1時間毎)

シティ 6

大人／200円(3時間)/延長100
円(1時間毎)
小学生以下／100円(3時間)/延
長50円(1時間毎)

電動 2
大人／300円(3時間)/延長100
円(1時間毎)

シティ 1

大人／200円(3時間)/延長100
円(1時間毎)
小学生以下／100円(3時間)/延
長50円(1時間毎)

ママチャリ 10 300円/3時間 受付9:00～13:30

タンデム 2 700円/3時間 営業9:00～18:00

大分市 大分駅レンタサイクルポート
大分市要町115番(大分駅高架
下東駐輪場内)

097-537-5739
(レンタサイクル
管理棟)

tosikotu@city.oit
a.oita.jp

http://www.city.oita.oit
a.jp/o171/bunkasports
/guide/renta.html

否 普通自転車 50

【一時使用】
1日 210円
2日 420円
3日 630円
4日 840円
※一時使用は4日まで
【定期使用】
1ヶ月 2,100円
（中高生1,680円）
3ヶ月 5,240円
（中高生4,200円）

- 7:30～19:30
年中無休

16：30までに返却佐伯市 大入島食彩館
大分県佐伯市大字久保浦
1059番地11

0972-23-2535 0972-23-2535 -
http://saiki-
kankou.com/town/201
6/05/2811

否 なし 毎週水曜日

可

佐伯市 佐伯市城下町観光交流館
大分県佐伯市城下東町
8番19号

0972-28-5656 0972-28-5656
gxsta20@gmail.c
om

https://www.visit-
saiki.jp/spots/detail/e8
ce47a9-7d26-411e-
bd17-a5ecb41363de

- 9:00～18:00 年末年始佐伯市 佐伯市観光案内所
大分県佐伯市駅前
2丁目6番37号

0972-23-3400

https://www.visit-
saiki.jp/spots/detail/e8
ce47a9-7d26-411e-
bd17-a5ecb41363de

- 9:00～18:00 年末年始

0972-28-5200
gxsta20@gmail.c
om

可（乗り捨て
場所：「青の
洞門」「風水
園」「やすら
ぎの郷やまく
に」）

- 8:30～17:00 年末年始

大人500円（フリータイム）、
400円（3時間以内）、1,000円
（乗り捨て込み）
 ※超過料金（3時間以内コース
選択者）200円
高校生以下200円（フリータイ
ム）、700円（乗り捨て込み）

なし

特定非営利活動法
人
竹田市観光ツーリ
ズム協会

https://www.taketan.jp
/

否 電動アシスト
2時間以内300円 4時間以内

500円 4時間以上800円
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大分県内レンタサイクル一覧

（株）ドコモ・バ
イクシェア

おおいたサイクルシェア

東京都港区虎ノ門三丁目8番8
号NTT虎ノ門ビル6階
※設置ポートは大分市中心
部。Webサイトを参照。

0570-783-677
（お問い合わせ）

- -
http://docomo-
cycle.jp/oita/

ポート間であ
れば可

電動アシスト自転車 245

■専用サイトで申し込む
1回会員：165円/30分（税込）
-延長30分毎：110円（税込）
月額会員：1,320円（税込）
-1回30分までは無料
-延長30分毎：110円（税込）
決済方法：クレジット決済,ド
コモ払い（電話料金合算払
い）
■一日パスの購入
【コンビニエンスストアで申
し込む】
１日パス：1,650円(税込)
決済方法：現金・電子マネー
全国のセブン-イレブン、ファ
ミリーマートで1日パスをお買
い求めいただけます。
【1日パス販売店でICカードを
購入する】
1日パス（ICカード）：1,650
円(税込)
決済方法：各販売店舗による

- 24時間 年中無休

・実施主体：大分市
・シェアサイクル

E-BIKE 4 5,000円/日
ロードバイク 6 3,500円/日
クロスバイク 2 3,500円/日
シティ 5
折りたたみ 5
セミリカンペント 1
ペロウェイ 1

東みやげ店 東みやげ店 大分県東国東郡姫島村2071ｰ1 0978ｰ87ｰ3436 0978ｰ87ｰ3436  －   －  否 シティ 10 200円/1時間    － 9:00～17:01
不定休
年末年始

レンタル料・・・1時間200円、
2時間以降：1時間毎100円

シティ 1
ロードバイク 1
折りたたみ 2

㈱道の駅原尻の滝 道の駅原尻の滝 豊後大野市緒方町原尻936-1 0974-42-4140 0974-42-4142
office@ogatakan
ko.com

http://harajirinotaki.gr
upo.jp

否 マウンテンバイク 5 500円／日 なし 9：00～16：30
12月31日、1
月1日

ロード 6 400円／日 なし 10：00～17：00 不定休
電動アシスト 3 600円／日 なし 10：00～17：00 不定休

クロス 6 500円／日 あり 9：00～16：30
毎週火曜日、
年末年始

電動 8 700円／日 あり 9：00～16：30
毎週火曜日、
年末年始

電動アシスト 5 300円/日
シティ 5 無料

臼杵駅観光案内所 大分県臼杵市大字海添2573番地20972-63-2366 － － 否 シティ 10 無料 なし 9：00～15：00 年中無休
15：00以降に返却する場合は臼杵
駅の窓口へ

クロス 6

ロード
男4
女2

Eバイク（クロス）
男3
女1

Eバイク（マウンテン） 2

一般社団法人 B-
biz Link

WANDER COMPASS BEPPU 別府市駅前町１２－１３ 0977-75-8716 0977-75-8726 - - 否 電動アシスト付自転車 5

1,000円/2時間
2,000円/5時間
3,500円/1日（8時間）
5,000円/1泊

身分証明
書等の提

示

9:00～18:00 年中無休

料金前払い。
時間延長は¥500／時間
閉店時間終了時に返却がない場合
の延長は3,000円

平日10:00～19:00
土日祝9:00～19:00
（受付はともに9:30

～）

毎週火曜日
（祝日等の場
合は振替あ

り）

料金は、ヘルメット、ライト、
鍵、ポンプ等一式を料金に含む。

否
身分証明
書等の提

示

サイクルショップ
コダマ

ジャイアントストア別府 別府市餅ヶ浜町７－１９ 0977-84-7877 0977-84-7677
beppu@giant-
store.jp

www.giant-
store.jp/beppu/

時期等により料金が違うた
め、ＨＰを確認してくださ
い。
（例）クロス ¥2,700～
¥3,600／5時間

不定休
年末年始

レンタル料・・・1時間200円、
2時間以降：1時間毎100円

サイクルベースあ
さひ

サイクルベースあさひ西大分店 ―
https://store.cb-
asahi.co.jp/

否
平日：11時～20時
土日祝：10時～20
時

年中無休

9：00～18：00 年中無休なしhttp://www.usuki-
kanko.com/?page_id=4
2

臼杵市
臼杵市観光交流プラザ 大分県臼杵市大字臼杵100番地20972-63-1715 0972-63-5388 否－

大分県大分市王子北町4-67 097-540-6082 097-540-6082 ー

JOY VILLAGE(株) 里の旅リゾート ロッジきよかわ 豊後大野市清川町宇田枝158 0974-35-3601 0974-27-5537
info@joyvillage.c
o.jp

http://lodge-
kiyokawa.jp/

否

NPO法人おくぶん
ごツーリズム研究
所

俚楽の郷伝承体験館 豊後大野市緒方町馬場388-1 0974-42-4822 050-3737-8057
info@okubungo.c
om

http://okubungo.com 否

   －

レンタル料・・・1時間200円、
2時間以降：1時間毎100円

 －  否 200円/1時間    － 8:30～18:00

ビ・ボーン ビ・ボーン 大分県東国東郡姫島村2080 0978ｰ87ｰ2844 0978ｰ87ｰ2844  －   －  否 200円/1時間

不定休
年末年始

9:00～17:00

まるい商事 まるい商事
大分県東国東郡姫島村2066ｰ
10

0978ｰ87ｰ3505 0978ｰ87ｰ3505  － 
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杵築観光案内所 杵築市大字杵築665-172 0978-63-0100 0978-63-0112

杵築駅観光案内所 杵築市大字八坂野添1987 0978-97-2360 -

津久見市観光協会 津久見市観光協会
津久見市中央町1-30津久見駅
前

0972-82-9521 - -
http://tsukumiryoku.co
m/

否
電動アシストシティサ
イクル

3 1000円/日（税込、保険料込） なし
平日9時～16時
休日9時～14時

年末年始
※貸出及び返却の時間は、各施設
の営業時間内とします。各貸出場
所間の乗り捨てはできません。

津久見市観光協会 つくみマルシェ 津久見市四浦2218－10 0972-85-3111 - -
http://tsukumiryoku.co
m/publics/index/155/

否
電動アシストシティサ
イクル

3 1000円/日（税込、保険料込） なし 10時～16時 不定休
※貸出及び返却の時間は、各施設
の営業時間内とします。各貸出場
所間の乗り捨てはできません。

シティ 7
クロス 3
シティ 2
クロス 2
電動自転車 4
クロス 2

田染交流館・蔵人 田染真中558 0978-25-5598 - - 否 電動自転車 4 なし 11：30-14：00 日・月・火・水・木

大人５００円・高校生以下３
００／１日

https://www.showano
machi.com/topics/deta
il/265

否

否

否

なし

なし

なし

8:30～16:00

10：00～22：00

9：00-16：30

9:00～16:00

豊後高田市

年末年始

なし

木曜日

真玉温泉山翆荘（スパランド真玉）

長崎鼻リゾートキャンプ場

豊後高田市新町989-1

豊後高田市城前156－1

豊後高田市見目4060

0978-23-1860

0978-53-4390

0978-54-2200

-

-

-

-

-0978-23-1870昭和ロマン蔵

なし
予約は杵築観光案内所（杵築市観
光協会）
0978-63-0100

杵築市観光協会
info@kit-
suki.com

https://kit-
suki.com/experience/in
dex.php?action=story&
story_id=964

可
別途料金

500円

シティ 6 1000円/回 なし


