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天領・日田で心温まる旅
歴史的な街並みが魅力

レトロトリップ
豊後高田市・昭和の町
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ほかにも大分県の情報盛りだくさん!!
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1.館内ではお土産やプレゼントとして発送手配も行う 
2.豆田町で昔ながらの酒造りを続ける
3.右から「KUNCHO NEXT ItumO いつも」1320
円、「生にごり原酒」1275円、「新酒」1430円

1.「土鈴花うさぎ」1000
円。2023年の干支、卯（う
さぎ）に花柄をモチーフ　
2.古き良き日本の面影が
残る店内　3.日本の文化
や趣きを感じられると、外
国人観光客にも人気　

わたし好みのカスタマイズパフェ
よくばりたい！

■所 日田市隈2-4-13
■℡ 0973-24-2728
■営 12:00～14:30/17:00～21:00
■休 第1・3水曜、ほか不定休あり
■Ｐ 8台　■Ｍ A-2
■交 日田ICから車で約7分  

　素焼きをした鈴に墨で絵付けした土鈴は、一つひとつが手
作り。素朴で温かみがあり、見る人たちを楽しませてくれま
す。鈴は神様の気配を示す祭器と伝えられ、縄文時代から魔
よけや縁起物として親しまれてきました。招き猫や手すき和紙
を貼り付けたひな人形など、かわいらしい表情の土鈴たちに
思わず笑みがこぼれます。

■所 日田市豆田町10-3　■℡ 0973-22-1141
■営 10:00～17:00　■休 木曜　■Ｐ なし
■Ｍ A-2　■交 日田ICから車で約5分
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1.「和くら特製ハンバーグの
ステーキコース」3000円。
提供は昼のみ　2.優しい明
かりとステンドグラスの窓
が印象的な店内　3.建物は
大正6年（1917年）に建てら
れた土蔵を再生させたもの

1.「カスタマイズパフェ」はアイスを1～３個または
5個から選べる。写真は3個1100円　2.ナチュラル
な雰囲気のカフェ空間

　築300年の建物を守りながら天領日田の清らかな水
を使って酒造りを行う酒蔵。お米の旨みを引き立てた
日本酒や焼酎、蔵元ならではの限定商品や季節商品が
並びます。12月下旬からはふくよかな風味と上品な口
当たりの新酒が登場。ショップでは試飲もできるので、
お気に入りの1本を見つけてみて。

■所 日田市豆田町6-31　■℡ 0973-22-3121
■営 9:00～16:30　■休 なし　■Ｐ 10台
■Ｍ A-2
■交 日田ICから車で約5分

東光堂
とうこうどう

クンチョウ酒造 薫長酒館

御菓子司 京橘
きょうたちばな

　食欲をそそる音と香ばしい香りとともに運ば
れてきたのは、「和くら特製ハンバーグのステー
キコース」。上選牛と特選牛の切り落としを
使った100%和牛ハンバーグです。中がレアな
状態で提供され、熱々の鉄板で好みの焼き加減
で味わえます。季節の野菜やスープとともに、
至福のランチタイムを過ごせます。

1.「いちご大福」、「塩豆大福」ほか、各種250円　
2.石井尚夫さんとミツ子さん夫婦が看板を守り続ける 
3.色とりどりの大福たちがお出迎え

　豆田町で創業53年目を迎えた老舗和菓子店。店頭
に並ぶのは、上品な甘さの白餡とみずみずしいフルー
ツを、もちもちと柔らかな求肥（ぎゅうひ）でくるんだ大
福たち。長く愛される「いちご大福」はもちろん、季節
に合わせたフルーツ大福も登場します。そのおいしさ
を求めて、遠方から訪れるファンも少なくありません。
■所 日田市豆田町8-36　■℡ 0973-23-5258
■営 8:30～17:30　■休 火曜　■Ｐ なし
■Ｍ A-2　■交 日田ICから車で約5分
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日田市の中心地である豆田町は江戸時代幕府直轄の城下町として栄えた「天領」で、
古い町並みが数多く残っているエリア。風情を感じながら

グルメ＆ショップ巡りを楽しみましょう。
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■所 日田市三本松1-1-27　■℡ 0973-28-6570
■営 11:30～21:30(LO20:45)　■休 日曜、ほか不定休あり
■Ｐ 10台　■Ｍ A-2　■交 日田ICから車で約8分

　見た目も味にもキュン、とときめく多彩なパフェが評判
のカフェ。なかでもアイスの個数やソース、トッピングな
どを選んで作る「カスタマイズパフェ」は、自分好みのパ
フェを作れるとあってスイーツ好きたちを虜に。チョコ
レート系やベリー系、フルーツ系など、あなたはどんな
パフェをカスタマイズする?

cafebiyori
カ フ ェ ビ ヨ リ

食べる 買う

歴史的な街並みが魅力旬 !
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真摯に向き合う酒造り
伝統を守り

御菓子司
京橘

クンチョウ酒造
薫長酒館

東光堂

cafebiyori
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　風の向きや潮の満ち引き、太陽と月の動きなど、
自然の要素で変化する美術館。「太陽と月の部屋」、
「海の部屋」、「森の部屋」の3つの部屋で、水や光
と戯れながら自然の美しさを感じることができます。
移り変わる不均質な自然を心ゆくまで堪能して。

■所 豊後高田市見目4060
　長崎鼻リゾートキャンプ場内
■℡ 0978-23-1860
　（豊後高田市観光まちづくり株式会社）
■料 700円、小中生300円
■営 10:00～17:00※12～2月は～16:00
■休 木曜※12～2月は火～木曜（祝日は営業）
■Ｐ 長崎鼻リゾートキャンプ場P利用
■Ｍ E-1
■交 宇佐ICから車で約45分

不均質な自然と人の美術館

　縁結びの神様として知られる『粟嶋社』がある粟嶋公園
内に佇むカフェレストラン。石窯で焼き上げる香ばしくて
モッチリ食感のピザやフォトジェニックなドリンクなどが
人気。日本の夕陽百選にも選ばれた真玉海岸の風景を
眺めながら贅沢な時間を過ごして。

■所 豊後高田市臼野7-15　
■℡ 0978-53-5253　
■営 11：00～19：00※季節により変動あり
■休 火～木曜　■Ｐ 共有P利用　■Ｍ E-1　
■交 宇佐ICより車で約40分
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1.「マロンラテ」650円などの
デザートホットドリンクは寒
い冬にオススメです
2.大分県産の釡揚げしらす
を使った「釡揚げしらすのピ
ザ」1450円
3.海に突き出た岩窟に社が
設けられているという全国
的にも珍しい神社『粟嶋社』

美しきデジタルアート
自然と人が織りなす 2

豊後高田市・昭和の町で

昭和30年代のレトロな街並みを満喫できる「昭和の町」。
思わずSNSにアップしたくなるような“映えスポット”もいっぱいです！

1.「海の部屋」では光と水のコラボレーションを、「森の部屋」は円筒型
の空間で美術館周辺の映像などが楽しめます
2.自分が歩いた後を光が追ってくる「太陽と月の部屋」
3.「昭和ロマン蔵」にある駄菓子屋の夢博物館と昭和の夢町三丁目
館がセットになった3館共通券は850円、小中高生600円とお得です

　創業大正8年。昔から変わらぬ製法
で作るアイスキャンデーやミルクセー
キが人気。素朴な味わいのお菓子づく
りを通して地元の方たちはもちろん、
多くの観光客を魅了しています。

■所 豊後高田市
　新町910-1
■℡ 0978-22-2426
■営 9：00～18：00
■休 木曜　■Ｐ 3台

森川豊国堂
ほうこくどう
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　イラストレーターとしても活動する小久保かなたさんが
営む、焼き菓子の店。オーガニック素材を使用したお菓子
はどれも優しい甘さ。旬の素材を使ったケーキやベトナム
風の「ameHAREホットサンド」750円なども味わえます。
カフェスペースもあり、休憩にぴったり。

■所 豊後高田市草地1802　■℡ 090-5211-3297
■営 11：00～16：00
■休 日～水曜※ほか不定休あり　■Ｐ 15台
■Ｍ E-1　■交 宇佐ICより車で約26分

工房 あめのちはれ

1.「自家製キャラメルのチーズケーキ」
420円
2.クッキーやパウンドケーキなどがずら
り。焼き菓子は230円～

MAP

MAP

体験食べる 買う 遊ぶ

■■Ｍ D-1　■交 宇佐ICより車で約20分

　一番人気は「和牛ミンチ上コロッケ」180
円。ほかにも創業当時からある「おからコ
ロッケ」90円など、全部で12種類あるコロッ
ケはどれもリーズナブル。揚げたてコロッケ
を頬張りながら散策するのがオススメです。

■所 豊後高田市新町890-2　■℡ 0978-22-2137
■営 9：00～19：00(揚げ物LO18：30、日曜、祝日LO18：00)
■休 水曜　■Ｐ 3台

肉のかなおか

　カレーやオムライスなどの食事メニューや
旬の果物を使ったパフェなどが人気のカ
フェ。オープン当初からある「クリームソー
ダ」500円が映えると話題。昭和の町でレト
ロ気分を味わうのにぴったりのドリンクです。

■所 豊後高田市新町899　■℡ 0978-22-2788
■営 11:30～16:00
■休 月・木曜　■Ｐ 4台

cafe CACHE＊CACHE
カ シ ュ カ シ ュ

　創業昭和41年の和洋菓子店。先代が作っていたと
いうたぬきケーキ「ぽんぽこ」594円が、約30年ぶり
に復活！ 宇佐の駅館川で採れた青のりを白あんに
たっぷり練り込んだ「銘菓 富貴寺」(1個)237円など
お土産にぴったりな商品も揃っています。

■所 豊後高田市新町922-15　■℡ 0978-22-3207
■営 9:00～19:00　■休 火曜　■Ｐ 8台

和洋菓子モンブラン

▲敷地内には昭和30年代の洋服をレンタルできる
「レトロファッション館」も。1着(上下)1000円。館内
や昭和の町をレトロなファッションで散策してみて

　「駄菓子屋の夢博物館」や「昭和の夢町三丁
目館」など、古き良き昭和を五感で楽しめる仕
掛けがいっぱいある体験型ミュージアム。昭
和の駄菓子やおもちゃを見ながら昭和にタイム
スリップした気分を味わって。

■所 豊後高田市新町989-1　■℡ 0978-23-1860
（豊後高田市観光まちづくり株式会社）
■料  全館共通入館850円、小中高生600円、
駄菓子屋の夢博物館+昭和の町三丁目館640円、
小中高生450円、チームラボギャラリー『昭和の町』
420円、小中高生270円　
■営 10:00～16:00、土・日曜、祝日9:00～17:00
■休 なし　■Ｐ 有料P利用

昭和ロマン蔵

3

1

1

1

旬 !

▲「アイスキャンデー」150円、
「ミルクセーキ」220円 ※価格変動あり

3

肉のかなおか

cafe
CACHE＊CACHE

森川豊国堂

和洋菓子
モンブラン

昭和ロマン蔵

昭和の町
展示館

昭和の町
駐車場

←R10
レトロ
かわいい
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満載!
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　天然の入浴剤「薬用 湯の花」の製造直売所。敷地内には別府明礬大橋を一望する大
露天岩風呂や明礬温泉のシンボル“湯の花小屋”を模した貸切湯、温泉蒸し処、お土産
処が点在しており、一日ゆっくりと過ごせます。お土産で人気なのが「湯の花」の成分を
配合した“湯の花コスメ”で、石鹸やミストスプレー、ハンドクリームなどさまざまなアイ
テムが揃います。注目は新商品の手指洗浄液「肌花（はだはな）」。洗浄効果の高い「湯
の花」と保湿成分のコラーゲンなどを配合しているので、汚れを落としながらも潤いを与
えてくれる、と早くも注目を浴びています。

■所 日田市天瀬町桜竹601
■℡ 0973-57-2424　■料 露天800円、貸切湯2500円(45分)
■営 10：00～15：00（受付～14：00）　■休 不定
■Ｐ 30台　■Ｍ B-3　■交 天瀬高塚ICから車で約20分

　天領日田の奥座敷、天ヶ瀬にある温泉宿。約1万坪の広大な敷地
は、自然の形状や景色をうまく取り入れた非日常を感じられる造り。
湯船から「桜滝」を見下ろせる男女別露天の「滝観庵」など、すべての
温泉が渓流に面して造られているので、リラックス効果は抜群です。
個性豊かな5つの貸切湯は、すべてが半露天。プライベート空間で
天ヶ瀬の自然を感じることができます。

みょうばん湯の里

別府市

■所 別府市明礬温泉6組　■℡ 0977-66-8166
■料 大露天風呂：大人600円、小人（4歳～小学生）300円　貸切湯：1時間2,000円、2,500円
■営 大露天岩風呂、貸切湯 10:00～19:00（受付～18：00）／
レストラン 10:00～16:30（OS 15:30）※土・日曜、祝日のみ／お土産処 9:00～18:00
■休 なし ※レストランは不定　■Ｐ 80台　■Ｍ D-2　■交 別府ICから車で約5分

山荘天水

日田市

冬あそび
おおいたの

冬といえば温泉！
大分県は、湧出量、
源泉数ともに全国1位。

県内各地でバラエティあふれる
温泉を楽しむことができます。

旬

■所 由布市湯布院町川上786-6　■℡ 0977-85-4768
■料 大浴場1000円、貸切湯1700円　
■営 11：00～14：00　■休 不定（事前確認推奨）
■Ｐ 10台　■Ｍ D-3　■交 湯布院ICから車で約10分

　源泉掛け流しの温泉は、保湿効果も期待でき
ると特に女性に人気。気温などの条件が整えば、
神秘的なコバルトブルーに染まる日も。四季折々
の風景を眺めながらのんびり浸かりたい。

由布市

野蒜山荘
のびる

天然かけ流し 院内妙見温泉

夷谷温泉とろろ乃湯

湯屋天音
ゆやあまね

湯の森くす

■所 竹田市久住町栢木6532-1
■℡ 0974-77-2620　■料 大浴場500円、貸切湯
1500円(45分)～　■営 10：00～23：00（受付～
22：00）　■休 火曜※ほか不定休あり　
■Ｐ 30台　■Ｍ C-4　■交 竹田ICから車で約20分

　8つある貸切湯は、目の前に駐車場も完備。全
部屋に熱めの内湯とぬるめの露天があり、2つの
湯船で炭酸成分も濃厚な濁り湯を堪能できます。
美肌効果も期待できる炭酸水素塩泉です。

竹田市

■所 玖珠町森5122-2　■℡ 0973-72-6466
■料 大浴場550円、小学生以下300円、3歳以下100円
■営 11:00～21:00　■休 火曜※祝日の場合は翌日
■Ｐ 10台　■Ｍ B-2　■交 玖珠ICより車で約10分

　大自然の中にある温泉は植物起源の成分を含
んだモール泉で、ツルツルとした肌触りで飴色の
お湯が特徴。木々を眺めながら内湯と露天風呂、
4つの貸切湯で癒やしの時間を過ごそう。

玖珠町

■所 速見郡日出町大神7505　■℡ 0977-72-1800　■料 650円、
4歳～小学生450円、貸切湯一室60分2600円　■営 11:00～
22:00（受付～21:00）※火曜のみ16:00～、日曜、祝日11:00～
21:00（受付～20:00）土曜、休前日11:00～15:00(受付～14:00)
■休 なし　■Ｐ 200台　■Ｍ F-2　■交 日出ICから車で15分

　別府湾を一望できるオーシャンビューの露天風呂
は絶景。ホテルにはインドア、アウトドアの多彩なス
ポーツ施設もあり、汗をかいた後にサウナやジェット
バスを備えた大浴場でさっぱりするのもいいかも。

日出町

■所 宇佐市院内町櫛野883-2　■℡ 0978-42-5911
■料 貸切湯(60分)1300~2200円、16:00～(50分)
1,500～2,700円、大浴場450円、子ども250円
■営 13：00～深夜0：00（受付23：00）　■休 水曜
■Ｐ 30台　■Ｍ C-2　■交 宇佐ICから車で15分

　四季の移りゆく自然の中に露天風呂や完全個室
の家族風呂があります。和の風情たっぷりな中庭
をながめながら、天然掛け流しの温泉で、ゆっく
りと身も心も癒やされるひとときを過ごして。

宇佐市

■所 中津市耶馬溪町山移5927
■℡ 0979-55-2080　■料 大浴場400円、小学生200円
■営 11：00～20：00（受付～19：00）　
■休 月曜※祝日の場合は営業■Ｐ 20台　■Ｍ B-2
■交 耶馬溪山移ICから車で約6分

　静かな山々と清流に抱かれた温泉は、美肌効果
が期待できる無色透明のアルカリ性単純泉。ヒノ
キの内湯や岩造りの露天のほか、レトロな五右衛
門風呂も。併設の食事処では地鶏が味わえます。

中津市

■所 豊後高田市夷1851-1
■℡ 0978-54-2995　■料 大浴場400円、子ども200円
■営 10：00～22：00
■休 第2・4月曜※祝日の場合は翌日休み　
■Ｐ 15台　■Ｍ E-1　■交 宇佐ICから車で50分

　自然に囲まれ、夷耶馬と呼ばれる奇岩を背にす
るよう建てられた温泉。緑褐色に濁った湯は名湯
として親しまれ、休憩室からは、のどかな絶景を
見渡せると評判です。

豊後高田市

湯の里渓泉

■所 国東市国見町赤根180
■℡ 0978-82-1300　■料 大浴場400円、子ども200円
■営 13：00～21：00　■休 月曜
■Ｐ 50台　■Ｍ F-1　■交 宇佐ICから車で50分

　古くから湯治場として親しまれてきた温泉は、
無色透明の硫黄泉で、露天には源泉掛け流しの
五右衛門風呂もあります。併設の宿泊施設で、
ゆったりとリフレッシュするのもおすすめ。

国東市

　『JRおおいたシティ』直結の温浴施設。地下700mから汲み上げた
大深度地熱温泉は、とろみがあり美しい黄褐色が特徴。地上80mと
いう高さにあり、大分市街地を一望できる露天風呂やサウナが楽し
めます。別料金で中温度の大型ドライサウナや岩盤浴が時間無制限
で利用できる「ヒーリングスパ」では、専用の休憩スペースも使える
ので、1日のんびり過ごしたい方にもおすすめです。

■所 大分市要町1-14 JRおおいたシティ19F～21F　■℡ 097-513-2641　■料 ヒー
リングプラン2000円（中学生以上のみ利用可）、入浴プラン1600円（小学生900
円）　■営 11:00～深夜0:00 ※最終受付ヒーリングプラン23:00、入浴プラン
23:30　■休 不定　■Ｐ JRおおいたシティP利用（シティスパてんくうご利用で駐車
場５時間無料）　■Ｍ E-3　■交 大分駅から徒歩3分

CITY SPA てんくう

大分市

九重星生ホテル「山恵の湯」

■所 九重町田野230　■℡ 0973-79-3111　■料 中学生
以上1000円、3歳以上小学生以下500円　■営 10：00
～19：00、火・金曜14：30～19：30、土・日曜10：00～
19：30　※受付は共に18：30まで　■休 なし　
■Ｐ 50台　■Ｍ B-4　■交 九重ICから車で約30分

　硫黄泉、単純泉、酸性緑礬泉、冷鉱泉、4つの
違う源泉を楽しめる山間の絶景温泉。雄大な九重
の大自然を眺めながら、男女合わせて16カ所のバ
ラエティー豊かな湯船を楽しむことができます。

九重町

ほっしょうえびすだに

※貸し切りやメンテナンスなどで休業の場合が
ありますので、確認の上お出かけくださいスパ&リゾート

ホテル ソラージュ 大分・日出

6 5



←マークのある商品を抽選でプレゼント!
ハガキやメール、スマートフォンで
どしどしご応募ください。

「ハガキ」「メール」「スマートフォン」で、
アンケートの回答、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
職業をご記入の上、下記宛先までお送りください。編集後記

information

❶ご希望のプレゼント番号（1人1アイテム）
❷この冊子をどこで入手しましたか? 具体
的な場所をご記入ください。

❸今号で良かったコーナーを教えてくださ
い※複数回答可

❹今号の掲載スポットの中で、行ってみ
たいところはどこですか?

❺大分県内で行ってみたいところはどこで
すか?

❻大分県に関する観光情報でどんなこと
が知りたいですか?

❼大分県を観光する際の交通手段を教え
てください。

❽どなたと観光に出かけますか?

大分県内観光のご紹介、情報発信を行っております。
観光パンフレットの発送なども行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

■問 0120-56-3268（フェリーさんふらわあ）

かつて、瀬戸内海（大阪／別府航路）を就航していた「くれない丸」「む
らさき丸」が、110年の時を経て「くれない」「むらさき」として復活しま
す！世代を超えて家族が集い、船旅を楽しむ家族のつながり＝「きず
な」をテーマにした船内は、気軽に利用できる客室から長距離フェ
リー初となる「コネクティングルーム」、専用バルコニーを構えた「ス
イート」、ペットと一緒に過ごせる「ウィズペットルーム」など、実にさ
まざまな客室をご用意。大浴場やレストランスペースも拡大し、特別
な船旅「カジュアルクルーズ」が楽しめます。また、日本初となる
「LNG燃料」を使用、硫黄酸化物（Sox）をほぼ排出せず、窒素酸化物
（NOx）と二酸化炭素（CO2）の排出を大幅に削減するなど
環境にも配慮しています。詳細は、HPをご覧ください。

温泉が恋しい冬の季節がやってきます！ 今
回は歴史的な街並みが残る日田市と、レト
ロでフォトスポットがいっぱいの豊後高田市
に行ってきました！ 今回は、元アイドルで
TikTokフォロワー36万人のともえさん（＠
_mitutomo_）がモデルを務めてくれました。
「旬コレ」では、大分県内の温泉スポットを
紹介しています。おんせん県で「ぐるり」を参
考に湯めぐりを楽しんでくださいね。

ツーリズムおおいたHPでは、思わず
写真を撮らずにはいられない素敵ス
ポットをご紹介する「おおいたフォトジ
ェニックTRIP」と、ゴルフ通も納得の
コース紹介と、ラウンド後に楽しみた
い温泉・美酒・美食情報満載の「九州・
大分ゴルフ旅」をお届けしています。
秋編に続き、冬編も公開中ですので、
ぜひ、チェックしてくださいね！

※掲載している料金・内容等は令和4年11月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、変更となる場合があります。8 7

ぐる
り読者プレゼント

※厳選なる抽選のうえ、当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。　※ご応募に際してご記入いただいたお客様の個人情報は、当
キャンペーン当選者様へのプレゼント発送またツーリズムおおいたからのお知らせのためのみ利用いたします。また、アンケート内容につきまし
ては、今後の紙面づくりや観光発展の参考とさせていただきます。　※商品が手配できなくなった場合は、同等の商品に代えさせていただきます。

カスタマイズパフェ
食事券

cafebiyori/日田市
可愛らしいナチュラルなインテリアに囲まれたカフェ。
お好きなトッピングを選んで自分だけのパフェを作って
みて。

土人形「招福ねこ」

※利用期限/2023年5月末まで

素朴で温かみがあり、見る人たちを楽しませてくれる土
人形「招福ねこ」。どんな「招福ねこ」が届くかはお楽し
みに。※色、デザインは選べません

1000円分食事券

AWASHIMA／豊後高田市
恋叶(こいかな)ロード沿いにある、ドライブの立ち寄り
に便利なカフェレストラン。石窯の焼き立てピザやドリ
ンクなどが楽しめます。

湯の花を使った手指洗浄液
「肌花」

みょうばん湯の里／別府市
洗浄効果の高い「薬用 湯の花」を配合した手指洗浄液。
ヒアルロン酸やコラーゲンも配合しているので、高い洗
浄力ながら潤いもバッチリ！ 日々のウイルス対策に！

「ヒーリングプラン」
利用券

CITY SPA てんくう／大分市
大浴場とヒーリングスパ、てんくうラウンジが利用でき
る「ヒーリングプラン」。時間制限がないので、存分に
体を休めよう。

ペア入浴券

とろろ乃湯／中津市
緑豊かな山々と清流に恵まれた耶馬溪・とろろ谷にある
温泉スポット。湯上がりには人気の地鶏料理を味わっ
てみて。

大浴場ペア入浴券　

スパ＆リゾート ホテルソラージュ 大分・日出／日出町
別府湾を一望できるオーシャンビューの露天風呂は絶
景。移り変わる空や海を眺めながらゆったりとした至福
のひとときを過ごして。

別府ロープウェイ／別府市

※利用期限／ 2023年5月末まで

※利用期限／ 2023年5月末まで ※利用期限／ 2023年5月末まで

※利用期限／ 2023年5月末まで ※利用期限／ 2023年5月末まで

12月上旬～ 3月中旬頃までは、気象条件が合えば美し
い「霧氷」が一面に広がる銀世界を見ることができます。

スマートフォン

掲示の二次元バーコード
からジャンプし、専用のア
ンケートフォームから回
答、応募が可能です。

no.1
2名様

no.7
2名様

no.8
5名様

no.9
3名様

no.4
3名様

no.5
10名様

no.6
2名様

応募
方法

gururi22.23@gmail.com
※件名に「ぐるりプレゼント」
と明記してください。

メール
〒870-0029
大分県大分市高砂町2番50号
OASISひろば21 3階
ツーリズムおおいた「ぐるり」
編集部行

ハガキ

アンケート

プレゼントの発送は2023年2月下旬頃になります

応募締切

2023.2/15（水）
当日消印有効

合計 名様に当たる!35

公益社団法人ツーリズムおおいた　〒870-0029 大分県大分市高砂町2番50号 OASISひろば21 3階 TEL.097-536-6250　Mail:tourism@we-love-oita.or.jp発行元

おおいたインフォメーションハウス株式会社　発行/令和4年11月制　作

大分県の観光情報は
こちら！

東光堂/日田市

no.3
5名様新酒

クンチョウ酒造・
薫長酒館/日田市
天領日田の清らかな水を
使って酒造りを行う酒蔵か
ら、この時期に味わいたい
ふくよかな風味と上品な口
当たりの新酒1本をプレゼ
ント。

no.2
3名様

■期■間 2022年12月10日（土）～2023年3月中旬～下旬頃まで
■所 くじゅう森林公園スキー場（九重町湯坪612-1）
■問 0973-79-2200（くじゅう森林公園スキー場）

くじゅう森林公園スキー場オープン

■期■間 2022年12月24日（土）、25日（日）
■所 的ヶ浜公園スパビーチ、北浜公園（別府市）
■問 0977-24-2828（別府市観光協会内）
　※イベント当日は080-4699-7982

夜空を彩る祭典！べっぷクリスマスファンタジア2022

今年も開催！津久見モイカフェスタ+ヨコヅーナ

■所 別府市大字南立石字寒原10-7　■問 0977-22-2278

■期■間 2022年11月1日（火）～2023年1月15日（日）
■所 津久見市内参加店舗
■問 0972-82-9521（津久見市観光協会）

『別府ロープウェイ』で開業60周年記念イベントを開催！

ツーリズムおおいたからのお知らせ

九重町にある九州最大級のスキー場。
最大斜度2 5度、総延長2 5 0 0ｍのこ
のスキー場には様々なコースがあり、
初心者から上級者までお楽しみいただ
けます。また、レンタルやスキースクー
ルも行っており、道具がない方や初心
者の方も気軽に楽しめます。ほかにも、
ソリや雪遊び専用の広場もあり、小さ
なお子様連れの方でも安心して遊ぶこ
とができます。

今年で12回目となる「津久見モイカフェ
スタ」が今年も開催されます！漁師たち
が海で取ったモイカを漁協の方たちが専
用の生簀で管理し、地元の料理人が美
味しく調理して提供する、漁師・漁協・
料理人が一体となって開催されるイベン
トです。毎年大好評の津久見産の本ま
ぐろ「ヨコヅーナ」のセットメニューもあ
ります！豪華賞品が当たるスタンプラ
リーも同時開催されますので、ぜひ、旬のモイカの味をお楽しみください。

九州最大級の大型ゴンドラで鶴見岳山
上までの空中散歩を楽しめる『別府ロー
プウェイ』が、2022年12月21日（水）に
開業60周年を迎えます。これを記念し
て、12月21日（水）～ 23日（金）の3日
間、特別イベントが開催されます。乗
車運賃割引や記念切符の配布などさま
ざまな特典が盛りだくさん！併設の『九
州焼酎館』では、数銘柄を特別価格に
て販売予定です。また2023年1月1日には「元旦初日の出運
転」、1月下旬には「鶴見岳大寒がまん大会」など見逃せない
イベントが目白押しです！詳細は、HPをご覧ください。

“湯のまち別府”の冬の風物詩「べっぷク
リスマスファンタジア」が12月24日（土）
と25日（日）の2日間で開催されます！メ
インイベントとなる花火は両日とも20時
に打上げをスタート。2日間で10,000発
以上もの花火が夜空を彩ります。ほかに
も、飲食ブースの出店やステージイベン
トなど楽しい企画も盛りだくさん！ 詳細
は、決まり次第、HPにてお知らせします。

2023年春 新造船
「さんふらわあ くれない・むらさき」就航決定！

1.贅沢な時間が過ごせるスイート和洋室はバルコニー・
バス・トイレ付　2.瀬戸内海を眺めながらのんびりと入
浴が楽しめる展望大浴場　3.日本初！環境にやさしい
LNG燃料フェリーで復活した「くれない・むらさき」

別府ロープウェイ往復乗車券
ペアチケット

フォトジェニック
TRIP

九州・大分
ゴルフ旅

※携帯サイズ（50ml）と、詰め替え用（485ml）をセットで

1
2

3

はだはな

開業当時の
ゴンドラ





「テッパン！おおいた」は、
地元人がオススメする「九
州・大分」ならではの魅力
を発信する着地型旅行商
品販売サイトです。「温泉」
「食」「体験」など、さまざま
なシーンで満足できる商品
を販売しています。ぜひ、
旅のアイテムに取り入れ
て、最高の想い出を作って
ください。

https://www.visit-oita.jp

coupon

coupon

おおいた竹田 城下町パスポート
城下町竹田の散策にぴったりなパスポートです。市
内5施設の入場と30を超える店舗のサービス特典が
セットになっています。5施設全館入場すると1900
円のところ、ナント800円で楽しめます！ 竹田の歴
史と文化が体験できる交流拠点、『歴史文化会館・
由学館』の入館にも使用できますよ。

「おおいた竹田 
城下町パスポート」
購入はこちら

竹田市

宇佐からあげクーポン

「宇佐からあげ
クーポン」を
使ってミタ！

宇佐市は“からあげ専門店発祥の地”といわれており、
多くのお店でからあげの“お持ち帰り”ができます。各
店舗オリジナルの味付けで自分好みの味を見つけるの
も楽しみの一つ♪クーポンは1冊10枚綴りで、参加店
舗で使用できます。

宇佐市

「宇佐からあげ
クーポン」購入は
こちら

中津の城下町散策とミニ和傘あんどん（卓上ランタン）づくり体験

「中津の城下町
散策とミニ和傘
あんどんづくり体験」
購入はこちら

日本の伝統を今に伝える「中津・和傘」。竹と紙を融合
した竹細工の極みである和傘の技を活かし、アレンジ
した「ミニ和傘のあんどん」を自分の手で作ってみませ
んか？ベテランの職人が丁寧にお教えします。寺町散
策時には和傘を無料レンタルできます。美味創匠『朱
華』の「華かご膳」のお食事付きです。

中津市

別府・鉄輪 まち歩き＆湯けむりクーポン

「湯けむり
まちあるき
クーポン」を
使ってミタ！

「湯けむり
まちあるき
クーポン」購入は
こちら

レトロな石畳や側溝から湧く湯けむり、暖を取る猫、
軒を連ねるお土産屋さん･･･と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6
施設で利用できる嬉しいクーポンです。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☆

別府市

テッパン！おおいた
TEL.050-3775-4727
（三重交通観光販売システムズ）

ツアーに関するお問合せ

おんせん県おおいたの観光情報誌

令和4年11月　公益社団法人ツーリズムおおいた　〒870-0029 大分県大分市高砂町2番50号 OASISひろば21 3階  TEL.097-536-6250発　行

高校生以上
【販売価格】

800円 小・中学生

500円

【販売価格】
1,000円

＼発行日から2日間有効／

【販売価格】

15,000円

【販売価格】
1,100円


