


約10分

徒歩 徒歩 徒歩 徒歩

約5分 約10分 約15分Spring

由布岳と菜の花と桜
大分川に沿って桜と菜の花
が同時に咲く、春のとって
おきのこの景色が見られる
のはほんのわずかな期間。
由布院のシンボル的存在
の由布岳も、ほほえんでい
るように見えてきます♪

由布市湯布院町川南
0977-84-2446（由布市ツーリス
トインフォメーションセンター）
D-3
湯布院ICから車で約10分

□所 
□☎ 

□M
□交

COMICO 
ART MUSEUM 
YUFUIN
由布院の町並みに溶け込むよう
につくられた現代美術館。建築
は隈研吾が手がけ、1階ギャラ
リーの作品は村上隆と杉本博
司、2階野外に展示されている彫
刻作品は奈良美智と、なんとも
贅沢な顔ぶれがそろいます。

由布市湯布院町川上2995-1　
0977-76-8166
9:30～17:30※事前予約制のためあら
かじめHPから予約の上ご来館ください
隔週水曜（その他臨時休館あり）
一般（大学生含む）1,500円、学生（小・
中・高校生）1,000円、子ども（小学生
未満）無料（新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策のため自由観覧のみ
でのご案内の場合：一般1,000円、学
生500円※予告なく変更する場合が
ございます）
周辺の有料駐車場利用　　C-3　
湯布院ICから車で約10分

コミコアートミュージアムユフイン

モン・ユフ528円（税込）。ホイップク
リームとクリームチーズのバランス、
レーズンのアクセントが絶妙。

茶房 天井棧敷
江戸時代の造り酒屋を移築した
クラシカルな店内に、グレゴリオ
聖歌が響きます。名物のスイー
ツ「モン・ユフ」は、雪の由布岳を
模したという上品な佇まい。濃
厚なクリームチーズの塩味とブ
ランデー漬けしたレーズンが奥
行きのある味を醸し出します。

□所 
□☎ 
□営　　　　　　　　□休
□P 　　　　□M　　　
□交

てんじょうさじき

春の香りに誘われて、ゆったりと歩いてほしいス
ポット、由布院。雪どけの由布岳が見下ろす由
布院盆地の大分川沿いには、桜や菜の花が
咲き誇り、春爛漫なこの景色は見逃せません。
美しい花 を々楽しみつつ、アートスポットやここな
らではのスイーツと、心が軽やかになるひととき
をお楽しみください♪

由布岳と菜の花と桜（由布市）

シックな
大人の雰囲気に
時間が経つのも
忘れてしまいそう♪

観光辻馬車
カッポカッポと心地よい蹄の音と、ゆった
りとした馬の歩みに癒やされる辻馬車。由
布院駅をスタートして、佛山寺（ぶっさん
じ）や宇奈岐日女（うなぎひめ）神社など
約4kmを1時間かけてめぐります。

出発場所：由布院駅（由布市湯布院町川北8-2）
予約場所：由布市ツーリストインフォメーション
センター（由布院駅隣接）
0977-84-2446
※予約（当日のみ）は窓口および電話受付（窓口
優先）9:30から1日10便※運行時間は現在調整
中、要問合せ
馬の体調や天候により運休あり
大人1,800円、小人（小学生以下）1,300円
周辺の有料駐車場利用
C-3　　湯布院ICから車で約10分

□所 

□☎ 
□営

□休
□料
□P 
□M　　　 □交

村上隆（むらかみたかし）や
杉本博司（すぎもとひろし）、
奈良美智（ならよしとも）の

作品が見られる！

©NHN JAPAN Corp.

© Yoshitomo Nara 2017
奈良美智の「Your Dog」は由布岳を背景にして

一つのアートに♪

見頃…３月
下旬～４

月上旬

ゆふだけ

春らんらん ゆふいんたとえばこんな

四季の旅 ♪
［由布市］

さんぽ

合わせ箱 2,420円（税込）

由布市湯布院町川上2633-1
0977-85-2866
9:00～17:00　　不定　
30台　　C-3　　
湯布院ICから車で約10分

□所 
□☎ 
□営

□休
□料

□P 　　　　　　　　　　　　　 □M
□交

キラキラとまぶしい
目で見て、食べて
楽しめる♪

ゆふいんに来たら、
ぜひ乗ってほしい！
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1

ランチタイム限定の「合わせ箱」
は、約30種類の由布院の旬の野
菜がちりばめられ、味はもちろ
ん、感動して食べてもらえるよう
にと大切に作られたその美しさ
は、もはや一つのアート。

由布市湯布院町川上2850-5　
050-5487-7769　　
11：00～15：00（LO14：00）、
18：00～22：00（LO21：00）　　
水曜　　 15台　　C-3
湯布院ICから車で約15分 

ゆふいん山椒郎
さんしょうろう

□所 
□☎ 
□営

□休　　　　□P 　　　　□M
□交
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3
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約5分

車 車 車 車

約25分 約3分 約10分Summer
さらさらと流れる川のせせらぎや
爽快な滝の水しぶき、
そしてさっぱりグルメ＆スイーツ！　
夏をたっぷりと味わう日田での
特別なひとときをすごしましょ。

由布岳 菜の花と桜（由布市）

絶景露天風呂で
のんびり♪

おんせん県で みたい!たとえばこんな

四季の旅

［日田市］

桜滝
JR天ヶ瀬駅から徒歩5分ほどでた
どり着ける避暑地。落差約25m、幅
約15mで、無数に分かれる滝筋か
らの飛沫が桜の花が美しく散る姿
に見えることからこの名が付けら
れたと言われています。

□所　　　　　　　　　　  
□☎ 

□P 　　　  □M　　　
□交

日田市天瀬町合楽川　　
0973-57-2166
（日田市観光協会天瀬支部）
30台　　 B-3　　
天瀬高塚ICから車で約20分

サッポロビール九州日田工場
水郷（すいきょう）日田の豊かな森に佇むビール工場
では、ビールやソフトドリンクのテイスティング（1杯）
がセットになった「SAPPORO THEATER（サッポロシア
ター）」を公開中。製造設備の見学のほか、サッポロ
ビールの歴史や商品ブランドの魅力が楽しめます。

日田市大字高瀬6979　　0973-25-1100　　10:00～17:00
SAPPORO THEATER（サッポロシアター） ※要予約、試飲1杯付
大人 400円、中学生～20歳未満 200円、小学生以下 無料 
所要時間：約20分　※予約不要、無料の自由見学あり（ただし試
飲は有料）
毎週月・火曜（祝日の場合は翌日・翌々日）、年末年始、臨時休館
※詳しくはHPでご確認ください。
156台　　A-3　　日田ICから車で約15分

□所 　　　　　　　　　　□☎ 　　　　　　　□営
□料

□休

□P 　　　　　□M　　　 □交
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静かな山間にある、全19室を備えた温泉宿。立ち寄り可
能な大浴場露天風呂は、かすかな硫黄の香りが立ちこ
め、渓流のせせらぎの先には桜滝が見下ろせます。５つ
の貸切風呂やランチもあり、日帰りもおすすめ。

山荘天水

日田市天瀬町桜竹601　　0973-57-2424　　10:00～15:00（受付
14:00まで）　　不定休　　露天風呂800円、貸切風呂45分2,500円
単純泉　　30台　　B-3　　天瀬高塚ICから車で約20分

□所 　　　　　　　　　　 □☎ 　　　　　　　□営　　　　　　
  　　　　　　□休　　　　   □料
□泉　　　　□P 　　　□M　　　□交

1

日田発祥の「たか菜巻」をはじめ、カラフルな野菜が握ら
れた「ひたん寿し」。大将が厳選した旬のおいしさを引き
立てた味わいが魅力です。一つひとつ違った味付けが
楽しめ、お酒にもぴったり！

すし処おこぜ

日田市隈2-1-12　 　0973-23-5646　
※前日までに要予約 12:00～14：00、17：30～22:00
不定　　4台　　A-2　　日田ICから車で約10分

□所 　　　　　　　　□☎ 
□営
□休　　　□P 　　  □M　　　□交

2

明治32年創業の老舗味噌醤油蔵が作るカラフルな「虹
色ラムネ」。野菜や花から抽出した天然色素と、天領日田
の地下水を使用しています。暑さも吹き飛ぶ爽やかドリ
ンクを味噌・醤油と一緒にぜひ。

原次郎左衛門蔵
はらじろうざえもんくら

日田市中本町5-4　　0973-23-4145　　9:00～17:00　
1/1～1/5　　15台　　 A-2　　日田ICから車で10分

□所 　　　　　　　　□☎ 　　　　　　　□営
□休　        　　□P 　　   □M　　　□交

3

できたてビールを
味わおう！

※お酒は二十歳になってから。
　ドライバ－、未成年の方は
　ビールの試飲はできません。

ひたん寿し2,200円（税込）
お吸い物、刺身、

たまご焼き、デザート付き

虹色ラムネ（６本入り）1,000円（税込）
ピーチや島みかん味など、めずらしい味も！

1

2
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約25分

車 車 車

約10分 約30分
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色づく木 と々、穏やかな海を眺めながら
サイクリングを楽しみましょう。
秋といえば、アートも欠かせません。
アーティスティックな一面を持つ国東半島で、
心地よい時間を過ごしてみませんか。

七島藺工芸作家の
岩切千佳さんオリジナル
美山河（ミサンガ）を
編んでみよう道の駅くにさきをスタートする

２つのサイクリングルートを
めぐってみよう。

すぐとなり！

まるで絵本を
読んでいるかのような

世界観

たとえばこんな

四季の旅

［国東市］

銀たちの郷
国東の特産品である太刀魚
の、ふんわりと柔らかい身に
甘辛いタレをからませ、蒲焼
きにした「太刀重」がおすす
め！人気No.1メニューです。

国東市国東町小原2662-1（道の駅くにさき内）　　0978-73-2170
【レストラン】平日11:00～15:00、土日祝日11:00～16:00　【売店】9:00～17:00
第4水曜、12/31、1/1　　100台　　G-1　　大分空港から車で約10分

□所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□☎ 
□営　
□休　　　　　　　    　　□P 　       　　□M　　　　□交

国東市サイクリングターミナル
くにさき

電動アシスト自転車やマウンテンバイク、子
ども用自転車など種類も豊富。お好みの自
転車を選べます。

国東市国東町小原2662-1（道の駅くにさき内）
0978-72-5168　　8:30～17:00
年末年始　　大人500円、高校生以下300円（税込）
100台　　G-1　　大分空港から車で約10分

□所
□☎ 　　　　　　　□営
□休　　　　　□料
□P  　　　  　□M　　　　□交

国東サイクリングロード
くにさき

伊予灘から吹く潮風を感じながら、黒津崎海岸に続く
松林を抜け、のんびりこいだり、寄り道したり…気まま
な自転車旅が楽しめます。ルートの半分以上が自転車
専用道路なので快適！

国東市黒津崎海岸を中心に
全長約16㎞のルート　　G-1

□所　　　　　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　□M

山
荘
天
水
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工
房
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江戸時代から360年続く歴史があり、
今では国東半島でのみ、わずかな生
産農家で栽培される貴重な素材「七
島藺」。染色した七島藺でかわいいミ
サンガづくりが体験できます。

七島藺工房ななつむぎ
しちとうい

国東市安岐町明治522　　090-9409-0632
10:00～16:00（体験・見学は要予約）
ミサンガづくり1,000円～　　不定休
2台　　F-2　　安岐ICから車で約20分

□所　　　　　　　　　　  □☎ 
□営　
□料　　　　　　　　　　　  □休
□P 　　  □M　　　□交

1
イラストレーターの中野伸哉さんが家
族で営むギャラリー。息子の中野マー
ク周作さんが手びねりで創り出す動物
や怪獣の穏やかでおどけた表情やし
ぐさが、見る人を癒やしてくれます。

工房ラパロマ

国東市国見町伊美2499-1
0978-82-0065　　10:00～17:00
火曜　　4台　　F-1
大分空港から車で約50分

□所 　　　　　　　　　　 
□☎ 　　　　　　　□営
□休　　　□P 　　□M
□交

2
六郷満山（ろくごうまんざん）総持院
であり、国東市屈指の紅葉スポット。
筋骨隆々とした力強い造形美の石造
仁王像の先に広がる山門が、モミジ
のアーチに包まれます。

両子寺
ふたごじ

国東市安岐町両子1548　　0978-65-0253
8:00～17:00（12～２月は8:30～16:30）
拝観料300円　　 なし　　 50台　　 F-1
大分空港から車で約40分

□所　　　　　　　　　　　 □☎ 
□営
□料　　　　　　　□休　　　　□P 　　　□M
□交

3

国東でとれる太刀魚は、
通称“くにさき銀たち”と
呼ばれています。

五感で遊ぶ

イ
ケ
メ
ン

仁
王
像
に
眼
福
♪

Autumn
サイクリングコースを
めぐってみよう

76 gururitto gururitto



約2分

車 車 車 車

約10分 約3分 約15分Winter

お肌の
シャンプー＆リンス効果、明礬温泉　　＋鉄輪

温泉の
美肌
最強
タッ
グ！

日本で唯一、
観光ミシュランガイドで
7回連続三ツ星を獲得！

江戸時代から作られている
入浴剤「薬用湯の花」と、
湯の花が入った温泉コスメ。
これで冬の乾燥には
負けないぞ！

温泉べっぴんたとえばこんな

四季の旅

［別府市］

トリップ

岡本屋売店
明礬温泉のグルメスポットといえばココ！　
温泉の噴気を利用した名物地獄蒸しプリンを
はじめ、地獄蒸したまごのサンドイッチ、素朴
なうどんやカレーまですべて美味しい！と評
判。湯の花小屋も眺められます。

別府市明礬3組　　0977-66-6115　　8:30～18:30
なし　　24台　　D-2　　別府ICから車で約5分

□所　　　　　　　  □☎ 　　　　　　　□営　
□休　　　□P 　　　□M　　　　□交

コトリカフェ
扉を開けた瞬間からかわいいが止まらな
い！店名にちなんだたくさんの小鳥のオブ
ジェが出迎えてくれます。充実のカフェメ
ニューに、子育てママに嬉しい座敷席もあ
り、ついつい長居してしまう空間。

別府市光町6-14　　080-4652-9428
12:00～18:00（L.O17:00）　　 
月・日曜・祝日（他不定休あり。詳しくはInstagram）
2台　　E-3　　別府ICから車で約15分

□所 　　　　　　　　　 □☎ 
□営　
□休
□P  　　  □M  　　 □交

ひょうたん温泉
全国でも珍しい弱酸性の塩化物泉で、さらに
保湿成分のメタケイ酸は基準値の9倍と全国
トップクラスを誇ります。まるで化粧水のよう
にとろりとした湯をたっぷり吸収しましょう。

別府市鉄輪159-2　　0977-66-0527
9:00～深夜1:00
なし（4・7・12月中旬に施設整備の臨時休業あり）
大人780円・小学生340円・幼児220円・3歳以下無料・
砂湯ご利用380円、20時以降 大人580円・小学生180
円・幼児120円、家族風呂 大人3名まで2,150円
ナトリウム-塩化物泉（弱酸性低張性高温泉）
100台　　D-2　　別府ICから車で約10分

□所 　　　　　　　　  　 □☎ 
□営
□休
□料

□P        　　  □M  　　 □交

鉄輪温泉散策
かんなわ

レトロな石畳、側溝から湧く湯けむりのそば
でじっと暖を取る猫、路地裏に軒を連ねる魚
屋さんや八百屋さん･･･。今も現役の古き良
き湯治場である鉄輪温泉は、のんびりめぐ
るといろいろなものに出会えます。

別府市鉄輪上1　　周辺の公共駐車場利用
D・E-2　　別府ICから車で約10分
　　　　　 別府市観光協会 0977-24-2828

□所 　　　　　　　　　□P  
□M 　   　　 □交
＜問い合わせ先＞
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1

ビターなカラメルソースと
濃厚なプリンの味わいは

絶品です♪

つるつる、ぷるぷる美人肌に！
ポイントは機能温泉浴！

泉質の違う２つの温泉に入ることで、泉質
の効果を何倍にも発揮してくれるのが「機
能温泉浴」。正しい順番で浸かれば、高い
美容効果を期待することができます。

二湯めぐって二湯めぐって

１湯目

2湯目

みょうばん 湯の里
泉質は皮脂や汚れを落とす強酸
性の硫黄泉。浸かるとピリッと刺
激を感じるのは、ケミカルピーリ
ングよりも酸性が強く、殺菌や引
き締め効果が高いからなので
す。まさに天然のエステ体験。

別府市明礬6組　　0977-66-8166
10:00～20:00（受付～19:00）　　なし
大人600円・小人(4歳～小学生）300円
（税込）、貸切湯 1時間2,000円～
硫黄泉　　80台　　D-2　　
別府ICから車で約5分

□所　　　　　　　   □☎ 
□営     　　　　　　　　　　　　　□休
□料

□泉 　　　　□P 　　　□M　　　
□交

左から、湯の花せっけん
1,650円（税込）、薬用湯の
花16回分2,200円（税込）、
湯の花ミストスプレー2,200
円（税込）、湯の花全身ジェ
ル2,200円（税込）

卵
に
こ
だ
わ
っ
た
ふ
わ
っ
ふ
わ
の

「
ダ
ッ
チ
ベ
イ
ベ
ー
」8
8
0
円

（
税
込
）。ソ
ー
ス
を
チ
ョ
コ
・
メ
ー

プ
ル
・
は
ち
み
つ
か
ら
選
べ
ま
す
。

「
足
湯
」な
ら
ぬ「
足
蒸
し
」は
、箱
蒸
し
に
足
を
入
れ
、温

泉
の
蒸
気
を
膝
か
ら
下
に
当
て
て
温
ま
り
ま
す（
写
真

は
鉄
輪
む
し
湯
）

3

2

1

「寒いから温泉に行こう！」は、当たり前。
大分県は〝キレイになる温泉旅〟がおすすめです。
温まって癒やされるのはもちろん、
入り方次第で冬の肌トラブルをケアすることができます。
さぁ、お肌が喜ぶ冬のおんせん県へ！
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山の旅。

恋叶ロード
こいかな

豊後高田市街地にある「昭和の
町」から「花とアートの岬 長崎鼻」
までの国道213号沿いを結ぶ約
20kmのルートが「恋叶ロード」。
縁結びの神様「粟嶋社」、夕陽の
絶景スポット「真玉海岸」などロ
マンティックなスポットが点在。

豊後高田市213号沿一帯
0978-25-6219（豊後高田市商工観光課）
D・E-1
宇佐ICから昭和の町まで車で約25分

□所 
□☎ 
□M
□交

涛音寮 茶房さんがいや
とういんりょう

140年前の三階建ての造り酒屋を改修した趣
ある佇まいでいただく「たこ飯」。ふっくらやわ
らかく炊きあげた、くにさき姫だこと桜色のご
飯は、見て、食べて、ほっとさせてくれます。

国東市国見町伊美2017　　0978-82-1328
9：00～17：00　　　火曜（祝日の場合は営業）
15台　　F-1　　大分空港から車で約40分

□所 　　　　　　　　   □☎ 
□営　　　　　　□休　　　
□P 　　　 □M　　　□交

安心院葡萄酒工房
あじむ

安心院盆地の寒暖差の大きい気候によ
り良質なぶどうが育ち、この土地ならで
はの芳醇なワインがつくられています。
園内には醸造所や貯蔵庫、ぶどう畑、
ショップなどがあり、製造工程の見学や
ショッピングが楽しめます。

宇佐市安心院町下毛798
0978-34-2210　　9:00～16:00
火曜（祝日の場合は営業）、年末年始
約160台　　D-2　　安心院ICから車で約10分

□所 
□☎ 　　　　　　　 □営
□休
□P       　　　 □M　　 　□交

かのや
姫島といえば車えび、そしてたこ！ それ
らを新鮮なまま卵でとじご飯にのせた
「えびたこ丼」がかのやの名物です。抜
群の歯応えに感動すること間違いなし！ 

姫島村2079-1　
0978-87-2870（魚料理は要予約）
11：30～15：00、17：00～21:00
水曜　　5台　　G-1
姫島港から徒歩で約2分

□所 
□☎ 
□営
□休　　　□P 　　 □M　
□交

春は菜の花、夏はひまわりと、約16haの花畑が一
面に広がる『花とアートの岬 長崎鼻』

え
び
た
こ
丼
8
0
0
円

（
茶
碗
蒸
し
あ
り
は
1,

0
0
0
円（
税
抜
））

恋の味方「粟嶋社」。公園奥の海が見渡
せる展望所には、ハート型南京錠「愛
鍵」を掛けて愛を誓うモニュメントが♡

季節の和菓子と一緒に味わう
「お抹茶セット」600円（税込）

バラエティに富んだ数々の温泉、海も山も豊かで、

もちろん、おいしいグルメも！

そんな大分の海エリア・山エリアの

とっておきスポットをご案内します。

Bungotakada

Usa

Kunisaki

たと
えばこんな

海の旅、

空の玄関口、大分空港があり、六郷満山文化と呼ばれる独自の文化が華
開いたエリア。パワースポットや神社仏閣めぐり、城下町散策など、歴史好き
な方に特におすすめ。周防灘の風を感じながら、ドライブしましょう。

Himeshima

台の茶屋
江戸風情を色濃く残す北台武家屋敷の「能見
邸（のうみてい）」にあるお茶処。日本庭園を
眺めながら優雅にランチや甘味をいただけ
ば、格別な時間が楽しめます。お抹茶体験
コースもおすすめ（7日前までに要予約）。

杵築市大字杵築208-1　　0978-62-0330（能見邸）
10:00～16:00（LO）　　水・木曜　　市営P利用
F-2　　杵築ICから車で約10分

□所 　　　　　　　　 □☎ 
□営　　　　　　　  □休　　　　□P 　　　　　 
□M　　　□交

レンタルきもの和楽庵
わらくあん

約350種類の着物が並び、お
気に入りを選んで着付けまで
してくれるレンタル着物店。杵
築の城下町を和服でめぐると
特典のある施設もあるので、
ゆっくりと見て歩こう。

杵築市杵築372-4
0978-63-0100（杵築市観光協会 平日
8:30～17:30）／0978-63-1210（レンタ
ルきもの和楽庵 土日祝10:00～16:00）
10:00～14:00（返却 16:00）※（平日）完
全予約制／（土日祝）予約優先
一着3,000円～（着付・足袋込み、各種プラ
ンあり）　　水曜、12/29～1/3　　
周辺の公共駐車場利用　　F-2
杵築ICから車で約5分

□所 
□☎ 

□営

□料
　　　　□休
□P 　　　　　　　　　　　　　  □M
□交

着物を着て
いただくお抹茶は
特別おいしい♪

Kitsuki宇佐・国東エリア
豊後高田市・国東市・杵築市・宇佐市

くにさき　  きつき

海の旅 ろくごうまんざん
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山の旅。

たと
えばこんな

海の旅、

大分県立美術館 OPAM
オーパム

開放的で明るく、大分県の竹工芸をデザインに取
り入れた凛とした佇まいが目を引き、五感で楽しむ
要素が至る所に盛り込まれた美術館。約5,000点の
大分ゆかりの作品を中心に所蔵し、コレクション展
や企画展、ワークショップなども開催しています。

大分市寿町2-1　　097-533-4500　
10：00～19：00（金・土曜は20：00まで）※入場は閉館の30
分前まで　　不定休（原則年中無休、臨時休業日あり）
250台　　E-3　　大分ICから車で約10分

□所 　　　　　　□☎ 
□営
　　　　   □休
□P　　　 □M　　　□交

大神ファーム
おおが

別府湾からの潮風を感じながら、約2
万坪の広大な敷地に咲く花々を楽しむ
ことができるハーブ園。ミモザや桜、約
700種のバラが咲き誇るローズガーデ
ンなど、訪れるたびに違った花を楽し
むことができます。

日出町大神6025-1　　0977-73-0012
9:00～17:00※カフェ・ショップは10:00～
火曜　　 大人650円、小中学生300円、
未就学児 無料※入園料は季節変動あり
200台　　F-2　　日出ICから車で約15分

□所 　　　　　　　□☎ 
□営
□休　　　　□料

□P  　　　 □M　　 　□交

裏リッチヒルズ
うら

築百年の古民家をリノベーショ
ンしたレトロな店内でいただく
ランチは6つのメニューから選
べ、その名の通りどれもリッチ
で大満足のボリューム。夜のメ
ニューも充実しています。

日出町大字豊岡992-1
0977-85-7344　　
ランチ11:00～14:00、ディナー18:00～23:00
不定休　　10台　　E-2　　日出ICから車で約10分

□所 
□☎ 　　　　　　　 
□営
□休　　　　 □P     　   □M　　　□交

シティスパてんくう
大分駅ビル・JRおおいたシティの最上階にある温泉。地上
80ｍ、大分の豊かな山と海を見渡せる圧倒的な開放感の中
で寛げます。特に夕暮れ時の露天風呂からは、山に沈む夕
陽と輝き始める夜景が眺められ、とびっきりロマンティック
な雰囲気に。

大分市要町1-14 JRおおいたシティ19～21階         097-513-2641　
11:00～深夜0:00※受付～23:30（ヒーリングプランは23:00まで）
ヒーリングプラン2,000円（入浴に加え、ヒーリングスパや休憩室が利用
可）、入浴プラン1,600円（入浴のみ）※特別料金適用期間あり
不定休（詳しくはホームページにてご案内）
ナトリウム-炭酸水素塩泉　　JRおおいたシティP利用（5時間無料）
E-3　　大分ICから車で約10分

□所 　　　　　　　　　　　　　　　　□☎ 　　　　　　
□営
□料

□休
□泉　　　　　　　　　　　　　　□P 
□M　　　□交

建築界のノーベル賞であるプリツカー賞を受賞した、
坂 茂（ばんしげる）氏による設計も見どころの一つ

Hiji

別府湾エリア
大分市・別府市・日出町

べっぷ　　   ひじ

海の旅 温泉の源泉数、湧出量ともに日本一を誇る大分県の中でも、世界に誇る実力を自負
する別府八湯をたずさえるベイエリア。別府の路地裏の共同浴場やさまざまな泉質、
眺望抜群の露天風呂などをはしごしつつ、アートスポットが点在する大分市や海を臨
む日出町の城下町など、温泉に加えてジャンルに富んだカルチャーに出会えます。

Oita

cotake
こたけ

工芸家のさとうみきこさんが営む、別府竹
細工の工房兼ショップ。若手の別府竹細工
作家の作品を販売・展示を楽しめ、カフェと
貸切風呂（予約制）を併設し、別府をまるご
と体感できる空間です。

別府市弓ケ浜町2-28　　0977-51-4396
10：00～17：00　　日曜（臨時休業あり）　　2台
E-3　　別府ICから車で約15分

□所 　　　　　　　　 □☎ 
□営　　　　　　  □休　　　　　　　　　　 　□P 
□M　　　□交

与八郎Café&Sweets
鉄輪のいでゆ坂にある洋菓子店が営むカ
フェ。オリジナリティあふれるケーキと、オー
ダーを受けてから作る抹茶白玉ぜんざい
がおすすめ。もっちりとしたこだわりの白玉
は、小豆と抹茶の甘みのバランスが絶妙！

別府市鉄輪風呂本1組　　0977-27-7002
11:00～17:00（LO 16:30）
火、水曜　　2台
E-2　　別府ICから車で約10分

□所 　　　　　　　　  □☎ 
□営　　　　　　  
□休　　　　　   □P 　　　
□M　　　□交

園内のカフェはテラス席もあり、
花を愛でながら

季節ごとに変わるケーキが
味わえます！

Beppu

べっぷはっとう
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山の旅。

たと
えばこんな

海の旅、

臼杵焼
うすきやき

江戸後期に途絶えた幻の焼き物であ
る臼杵焼。型打ち（かたうち）という技
法で作られる「輪花（りんか）」は、そ
のハイセンスなデザインが料理をさ
らにおいしく演出してくれます。

臼杵市掻懐9-3（USUKIYAKI研究所）
0972-65-3113
SELECT BEPPU（別府市）、oita made（大
分市）ほか※要連絡で工房見学可
なし　　市営P利用　　F-4　　
臼杵ICから車で約5分

□所 　　　　　　　
□☎ 
□販

□休　　　  □P  　　　    　  □M　　 　
□交

錦寿司
にしき

鮮度バツグンの佐伯寿司が食べられ
る名店のなかでも、ここはネタの大き
さが自慢。旬魚の握りを豪快に味わっ
て！ 職人さんたちの威勢の良さにも元
気をもらおう。

佐伯市日の出町1-6　　0972-23-7632
11：00～14：00／16：00～20：30
水曜、第4木曜※不定休あり、事前に要確認　
15台　　G-4　　佐伯ICから車で約20分

□所 　　　　　　　□☎ 
□営
□休　　　　　　　　　　　
□P   　　 □M　　 　□交

里の駅 津久見市観光交流館 つくみマルシェ
特産のみかんを使ったスイーツや、地場産業でもある石灰セメントに
ちなんだものなど、津久見市のおみやげが勢ぞろいする直売所。「う
みたま体験パーク つくみイルカ島」に隣接し、イルカグッズも充実。

津久見市四浦2218-10　　0972-85-3111　　10:00～16:00
不定休（1/14～２月頭まで休業）　　150台　　G-4　　津久見ICから車で約30分

□所 　　　　　　　　 □☎ 　　　　　　　□営
□休　　　　　　　　　　　　　　　　　　  □P 　　　 □M　　 　□交

小手川商店
城下町にある、フンドーキン発祥の店。臼
杵の郷土料理である黄飯やかやく、きらす
まめし、卵黄味噌漬け、麦みそを使ったみ
そ汁をじっくりと味わって堪能しましょう。

臼杵市浜町1組　　0972-62-3333
8：30～17：00※お食事は平日11：00～14：00
なし　　6台　　F-4　　臼杵ICから車で約6分

□所 　　　　　   □☎ 
□営  
□休　　　□P  　　 □M　　 　□交

お菓子のうめだ
佐伯産のものや体に優しい素材にこ
だわったお菓子屋さん。和・洋のス
イーツや季節のジェラートなど、お土
産にも小腹スイーツにもどうぞ！

佐伯市鶴望寺田2616-4
0972-24-1231　　9:00～20:00　　なし
8台　　F-4　　佐伯ICから車で約10分

□所 
□☎ 　　　　　　　□営　　　　　 □休
□P 　　 □M　　　□交

たかひら展望公園
海に突き出した半島の上からオーシャンビューの
絶景を望むスポット。願いが叶う「幸せの鐘」があ
るので地平線の彼方まで美しい音を響かせて！ 
キャンプサイトやサイクリングロードも併設。

佐伯市蒲江竹野浦河内2156-171　
0972-42-1880
10:00～16:00（4～11月）／10:00～15:00（12～3月）
里の駅「たかひら展望公園」は水曜
35台　　G-5　　蒲江ICから車で約20分

□所 
□☎
□営
□休
□P   　　　□M　　　□交

日豊エリア
にっぽう

佐伯市・臼杵市・津久見市
さいき　    うすき

海の旅 宮崎県へと続く複雑なリアス海岸が特徴的な豊後水道は、日本でも有
数の好漁場。水揚げされる魚介類の種類がとにかく多く、佐伯寿司や臼
杵ふぐ、津久見のマグロと、海鮮グルメ三昧な旅が待っています。

Saiki

Usuki

Tsukumi
佐伯市で採れた

素材を使った生ジェラート。
写真はブルーベリーと因尾茶、

いちごときつきハウスミカンのダブル
378円（税込）

食べても大丈夫！？と一瞬ため
らう「セメントソフト」350円（税
込）。濃厚バニラに国東産ひま
わりの種を粉末にしてブレンド
したクリーミーな味わい。

「うめだ」を代表するおみやげ「佐伯む
すめ」は、チーズ・味噌・薄皮・利休・抹
茶の五人むすめ。1個97円～（税込）。

手にとって、
お気に入りを
見つけてください

みそ汁御膳 花野1,500円(税込）※要予約
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山の旅。

たと
えばこんな

海の旅、

cafe 月の舎
やどり

地元の野菜をふんだんに使った料理や、
見た目にも素材にもこだわった季節のス
イーツが味わえるカフェ。店名にもある
「月」にちなんだランチメニューは、ヘル
シーなものからがっつりまで選べます♪

豊後大野市三重町小坂4165-12
0974-22-7077　　
10:00～17：00※ランチ11:30～14:00
水曜　　20台　　E-4
千歳IC（中九州横断道路）から車で約10分

□所 　　　　　　　
□☎ 
□営
□休　　　　□P   　　 □M
□交

紺屋そめかひ
こうや

染色家の辻岡快さんが自ら育てた“たけた有機藍”で、鮮やか
なオーガニックインディゴに染めた作品が並びます。ていねい
に仕上げた洋服やのれん、ストールなど、中には竹田の文化か
らイメージを派生させたデザインも。オンラインショップあり。

竹田市竹田町21　　0974-62-4188　　10:00～17:00
水曜　　1台　　C-5　　竹田IC（中九州横断道路）から車で約5分

□所 　　　　　　 □☎ 　　　　　　　□営
□休　　　　□P    　 □M　　 　□交

但馬屋老舗
たじまやろうほ

創業文化元年で、大分県で最も古いとされる和
菓子屋。大分を代表する和菓子のひとつ「三笠
野」は岡藩中川家への献上菓子でした。お茶に
ぴったりな、ほどよい甘さがたまりません！

竹田市竹田町40　　0974-63-1811
本店9:00～18:00（茶房だんだんは9:30～18:00）
本店：元旦・年数回、茶房だんだん：火曜・元旦・他
15台　　C-5　　竹田IC（中九州横断道路）から車で約5分

□所 　　　　　　 □☎ 
□営
□休
□P  　 　 □M　　　   □交

キッチンウスダ 山カフェ
森の中で心地よいひとときが過ごせるカ
フェ。旬の食材を取り入れたランチや、九
州産小麦や自家製天然酵母で作った焼き
たてパンをゆったりと味わって。

豊後大野市緒方町平石2433
0974-42-4128　　10:00～17:00（要予約）
月・火・水曜　　10台　　D-5
朝地IC（中九州横断道路）から車で約20分

□所 
□☎ 　　　　　　　 □営
□休　　　　　　　  □P  　　 □M　　 　
□交

クアパーク長湯
ながゆ

久住山麓の田園風景に囲まれた温浴
施設。温泉は天然重炭酸泉で、水着で
入るバーデゾーンでは、開放的な空間
での湯中浴槽や露天風呂、ジャグジー
など、さまざまな湯が楽しめます。

竹田市直入町長湯3041-1　　0974-64-1444
クアハウス10:00～20:30（最終受付20:00）
入館料 大人[市外]800円[市内]600円、小学
生400円（小学生未満は入館不可）、水着レン
タル500円
第1・3水・木曜（メンテナンスのため不定休あり）
重炭酸泉　　あり　　C-4
竹田IC（中九州横断道路）から車で約20分

□所 　　　　　　　　　 □☎ 
□営
□料

□休
□泉　　　  　　  □P   　　□M　　 　
□交

アートスペースカフェ
大蔵清水湯
おおくらしみずゆ

江戸時代に建てられた米蔵が
銭湯になった建物をリノベー
ションした食事処。湯舟や蛇口
がそのまま残る店内はギャラリーとしても活用しています。八百屋を営んで
いることもあり、新鮮で旬な野菜やフルーツがたっぷり！

竹田市竹田町507　　0974-63-3321　　11:00～16:00（要予約）
不定休　　周辺の有料駐車場利用　　C-5　　竹田IC（中九州横断道路）から車で約5分

□所 　　　　　　  □☎ 　　　　　　　□営　
□休  　　　□P 　　　　　　　　　　 □M　　　□交

雄大なくじゅう連山のふもとには、開放感あふれる大パノラマが広がる久
住高原、さらには９万年前の阿蘇の大噴火の影響により生まれた石文
化など、圧倒的な迫力ある大自然の営みを全身で体感できます。

Taketa

Bungoono

奥豊後エリア
竹田市・豊後大野市

山の旅

季節の小鉢セット1,430円（税込）でこ
のボリューム！製麺所も営み、うどんは
こだわりの無添加

荒城の月・三笠野
それぞれ1個160円（税込）

建築家・坂茂（ばんしげる）
らしさが光る
建物にも注目！

※写真はイメージです。

おくぶんご
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山の旅。

たと
えばこんな

海の旅、

九重星生ホテル
くじゅうほっしょう

新緑や紅葉した雄大なくじゅう連山を望みながら浸かるのも
いいけれど、宿泊して夜風に吹かれながら、こぼれ落ちそうな
流れ星を数える、なんてロマンチックな浸かり方もおすすめ。

九重町田野230　　0973-79-3111　　10:00～19:00（受付～18:00）
※火・金曜14:30～19:00（受付～18:00）※GW期間中は変動あり
大人800円、小人（3歳以上小学生以下）500円　　なし　　
硫黄泉、酸性緑礬泉、冷鉱泉、単純温泉
50台　　B-4　　九重ICから車で約30分

□所 　　　　　   □☎ 　　　　　　　 □営

□料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □休
□泉
□P   　　 □M　　　□交

CAFE LA RUCHE
カフェ・ラ・リューシュ

金鱗湖（きんりんこ）の湖畔に佇むベーカリーカ
フェ。トーストにサラダ、ヨーグルトがセットになっ
たモーニングプレートの朝食をどうぞ。週末の早
い時間ならテラス席でゆっくりとくつろげそう。

□所 　　　　　　　　　　　   □☎ 
□営

□休　　　　□P   　   □M　　    □交

由布市湯布院町川上岳本1592-1　　0977-28-8500
9：00～17：30（LO17：00）、
日曜・祝日8：00～※モーニングは～10：30
水曜　　5台　　 C-3　　湯布院ICから車で約10分

由布院市（由布院 玉の湯）
いち

宿泊客以外も利用できる由布院の名宿『玉
の湯』内のショップ。お宿で実際に使用して
いる陶器や、自家製の加工品などが並びま
す。お宿の雰囲気をお土産に持ち帰って。

由布市湯布院町川上2731-1 由布院 玉の湯内
0977-84-2158　　10：00～18：00
なし　　30台　 　C-3　　
湯布院ICから車で約7分

□所 
□☎ 　　　　　　　□営
□休　　　　□P   　  　□M　　    
□交

forest inn BORN
静かな林に囲まれたホテルで味わうランチは、日本で
も有数のレストランでの経験を持つシェフが腕をふる
う本格フレンチ。地元の素材にこだわった、季節感あふ
れるカラフルなコース料理は週替わりで楽しめます。

□所 　　　　　　 　　　　 □☎ 
□営　   　　　　　　 □休 
□P     　  □M　　　 □交

由布市湯布院町塚原1203-6　　 0977-84-2975
ランチ12:00～14:00　 　月～木曜
5台         D-2　　 由布岳SICから車で約5分　　

シェ・タニ 瀬の本高原店
生クリーム、チョコレートなどの素材にこ
だわり、旬の果物をふんだんに使ったス
イーツが常時20種類並ぶ。瀬の本高原の
絶景とともに、ケーキバイキングと景色
を味わいましょう。

九重町湯坪瀬の本628-8　　0967-48-8077
10:00～17:00（ラストオーダー16:00）（※ケーキバイキングは
11:00～14:30まで）※閉店時間につきましては、気候や天候に
より上記時間より早く閉店する場合がございますので、ご了承
いただきますようお願いいたします。※詳しくは直接店舗へお
問い合わせください。　　ケーキバイキング（90分）／大人
2,400円、小学生1,200円、3歳～小学生未満550円
ケーキセット／1,300円（ケーキ2カットと1ドリンク）など
なし　　30台　　B-4　　
竹田IC（中九州横断道路）から車で約35分

□所 　　　　　　　　　□☎ 
□営

　　　　　　　　　 □料

□休 　　　  □P  　　 □M　　 　
□交

桂茶屋
名物「ポン姫」が出迎えてくれる峠の茶屋。炭
火で焼いた甘～いだんごの香りに誘われて、
ちょっと車を停めるもよし。腹ごしらえには
「九重“夢”ポーク丼」をどうぞ。

九重町田野953　　0973-79-3744
8:00～18:00※季節により異なる
不定休　　100台　　C-3　　九重ICから車で約20分

□所 　　　　　　□☎ 
□営
□休      　　　  □P  　　　 □M　　 　□交

ゆふ　   ここのえ

一度は訪れてみたい憧れの温泉地・由布院と、トレッキングのメッカでもある九
重を、やまなみハイウェイがつなぐエリア。特別な時間を楽しむ由布院盆地散策
や、くじゅう連山の絶景が広がる飯田高原など、ちょっとリッチなリゾート気分を満
喫しましょう。

Yufu

Kokonoe

モーニングプレートセット
1,430円（税込）。

贅沢な朝ご飯に幸せ気分♪

やまなみエリア
由布市・九重町

山の旅

特にオススメなのは玉の湯オリジナル「柚
子こしょう」1,080円（税込）。新商品の「柚子
コンフィ」500円（税込）、玉の湯特選自家製
「柚子ねり」450円（税込）も不動の人気。

はんだ

フォレストインボン
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海の旅、

丹羽茶舗喫茶室
にわちゃほ

明治26年創業の老舗『丹羽茶舗』に隣
接。昔の眼科をリノベーションした建物
は、落ち着いたお茶屋さんにぴったり
マッチ！ 季節替わりのお菓子を選べるお茶
セットや、「特製抹茶パフェセット」が人気。

中津市京町1丁目　　0979-22-0123
11:00～16:00　　日～水曜　　
市営P利用　　C-1　　
定留ICから車で約20分、JR中津駅から徒歩10分

□所   　　　　　   □☎ 
□営　　　　　  □休　　　　　　
□P 　　　　　　  □M　　  
□交

美味創匠 朱華
びみそうしょう　      しゅか

約100年の古民家を改築した情緒あ
るお食事処。数ある創作料理の中で
も「華かご膳」が人気のコースで、中
津の鱧をはじめ、季節の旬の素材が
ふんだんに盛り込まれた贅沢な料
理が味わえます。

中津市豊後町876　　0979-22-3239
11:00～14:00、17:00～20:00　　不定休
10台　　C-1　　中津ICから車で約20分

□所   　　　　　　□☎ 
□営　　　　　  　　　　   □休
□P 　　　  □M　　  　□交

梅酒蔵おおやま
九州有数の梅の産地である日田市大山
町の梅酒工場で梅酒づくりが体験でき
ます。自分好みの梅やベース酒を選び、
ボトルに詰めて完成！ 梅酒の知識豊富
なスタッフが作り方を教えてくれます♪

日田市大山町西大山4587　　0973-52-3004
9:00～17:00 
梅酒づくり体験
14:00～・15:00～の2回（約30分）
※前日17時までに要予約
不定休
【梅酒作り】
Ｍサイズ（420㎖ボトル）：1,650円（税込）
Ｌサイズ（800㎖ボトル）：2,420円（税込）
【梅シロップ作り】
Ｍサイズ（420㎖ボトル）：1,430円（税込）
Ｌサイズ（800㎖ボトル）：2,090円（税込）
大型バス4台、普通車140台　　A-3　　
日田ICから車で約30分

□所 　　　　　　　  　   □☎ 
□営

□休
□料

□P 　　　　　　　　　　　　    　   □M　　       
□交

Life design shop Areas
エリアス

日田の職人・メーカーと一緒に開発した家
具や、日田杉からつくった雑貨を集めたセ
レクトショップ。伝統に新しい感性をプラス
したセンスの良いお土産を見つけよう。

日田市豆田町7-20　　050-1048-7757
9:30～19:00　　不定　　なし
A-2　　日田ICから車で約5分

□所 　　　　　　　□☎ 
□営　　　　　□休　　　　□P 
□M　　  　□交

福岡県と熊本県に挟まれた場所にあり、耶馬日田英彦山国定公園の山々
に囲まれ、筑後川・山国川が流れる水に恵まれたエリア。天領として栄えた
九州の小京都 日田や山間の川沿いに点在する天ヶ瀬温泉、奇岩奇峰で
知られる耶馬渓など、絶景と情緒ある個性的な土地柄を満喫できます。

Hita

Kusu

Nakatsu

Cafe＆Bar 琴音庵
ことねあん

水郷（すいきょう）日田の水から作るオリジ
ナルドルチェかき氷は、まるでケーキを食
べているような新食感！　季節ごとに登場
するシリーズも食べ逃しなく。

日田市淡窓2-4-38　　0973-23-6577　
11:00～17:00／20:30～深夜0:00※月曜～17:00
不定　　3台　　A-2　　日田ICから車で約5分

□所 　　　　　　　 □☎ 
□営　　　　　　  
□休　　　   □P 　      　□M　　　□交

旧豊後森機関庫
旧国鉄久大線を走るSLの車両庫として建てら
れ、現存する扇型機関庫と転車台としては九州
唯一の近代化産業遺産。まるで時が止まった
かのような、ノスタルジックな世界を味わって。

玖珠町大字岩室36-15
0973-72-7153（玖珠町企画商工観光課）
JR豊後森駅横の町営駐車場（2時間無料）
B-3　　玖珠ICから車で約3分

□所 
□☎ 
□P　　　　　  
□M　　 　□交

ショップではさまざまな種
類の中から梅酒を選んだ
り、約10種類の中から試飲
もできたり。日田の厳選さ
れたおみやげも並びます。

飲み頃は1年後！
漬けて3ヵ月ほどでも
フルーティーな
梅酒が楽しめます。

5つのソースが選べる
レアチーズかき氷
Mサイズ770円、

Ｌサイズ900円（税込）
写真はMサイズ

自家製の抹茶アイスとプリン・
ほうじ茶アイス・あんこまでお手製！

特製抹茶パフェセット
（抹茶・干菓子付き）1,000円（税込）

完成！

日田・耶馬エリア
日田市・玖珠町・中津市

山の旅
ひた　　　　　　やば
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