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九州まんなか

九州の“まんなか”を周遊する旅へ

KYUSHU’S  MANNAKA  ACCE S S

九州の“まんなか”にアクセス

各スポットの名称をクリックするとGoogleマップが開きます。

車（高速道路利用で日田ICまでの時間）

奥日田エリアまでの時間
（一般道利用）

門司ICから……約１時間40分 大分ICから……約１時間10分 長崎ICから…………約2時間
熊本ICから……約１時間30分 福岡ICから …………約１時間 宮崎ICから……約3時間40分

大分空港から……………約１時間30分
福岡空港から …………………約１時間

北九州空港から ………………約2時間
熊本空港から……………約１時間50分

日田中心部から ……約45分 高千穂から …………約2時間
竹田から 阿蘇から………約１時間20分 ……………約50分
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 奥日田エリア

奥日田エリアとは？ 上津江町・中津江村・前津江町・大山町の地域を指します。

＜大分県観光のお問い合わせ先＞
（公社）ツーリズムおおいた
大分県大分市高砂町2番50号 ＯＡＳＩＳひろば21 3階
TEL：097-536-6250【開所時間】9：00～17：30（土・日曜、祝日休み）
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＜阿蘇郡市観光のお問い合わせ先＞
阿蘇広域観光連盟
熊本県阿蘇市小里781
TEL：0967-34-1600【開所時間】9：00～18：00

日田市

進撃の巨人 in HITAミュージアム
『道の駅 水辺の郷おおや
ま』にある「進撃の巨人 in 
HITA ミュージアム」。人気
漫画「進撃の巨人」の貴重
な原画作品や動画をはじ
め、原作者である諌山創先
生の幼少期や青春期の作
品などを多数展示していま
す。

電：0973-52-3630（道の駅 水辺の郷おおやま）
住：大分県日田市大山町西大山4106

日田市

梅酒蔵おおやま
地元農家の方が大切に育
てた朝採りの梅をその日
のうちに漬け込み、長期熟
成を重ねたこだわりの梅
酒を販売する梅酒蔵。工
場・樽貯蔵庫の見学やオリ
ジナルの梅酒シロップや
梅酒づくり体験（要予約）も
可能です。

電：0973-52-3004
住：大分県日田市大山町西大山4587

日田市

道の駅 鯛生金山
明治29年に魚の行商人が発
見したという“鯛生金山(た
いおきんざん)”。「道の駅 鯛
生金山」には地底博物館が
設けられ、坑道の中を見学
できるほか、砂金採りを体験
することもできます。地元名
産のわさびやお茶等の地元
特産品の購入もできます。

電：0973-56-5316
住：大分県日田市中津江村合瀬3750

日田市

大山ダム（進撃の巨人銅像）
日田市大山ダム下流広場
に、人気漫画「進撃の巨人」
に登場する主人公エレン
とミカサ、アルミンの少年
期の銅像が設置されてい
ます。高さ94mのダムを作
中に出てくるウォール・マ
リアに見立てています。

住：大分県日田市大山町西大山2008-1（下流広場）

日田市

オートポリス
九州唯一の国際規格サー
キット。国内有数の規模を
誇る1周4,674ｍのレーシ
ングコースで、全日本ロー
ドレース選手権などのBIG
レースからママチャリレー
スや四輪・二輪走行会など
の参加型イベントまで楽し
めます。

電：0973-55-1111
住：大分県日田市上津江町上野田1112-8

日田市

フォレストアドベンチャー・奥日田
フランス発の自然共生型アウトドア
パーク。木に登って、木と木の間に張
られたロープや橋の上を渡るなど、
地形や森林をそのまま生かした様々
なアクティビティが体験できます。
※冬期休業期間あり。詳しくはサイト
をご覧ください。

電：080-8360-6789
住：大分県日田市中津江村合瀬3750

日田市

上津江フィッシングパーク
森林に囲まれた「上津江フィッシング
パーク」は、広大な自然の渓谷を活か
して作られた施設。渓流遊びやキャ
ンプ、釣りなどの川遊びができ、整備
された河川での遊び場には専門のス
タッフを設けているので、安心して利
用できます。

電：0973-55-2003
住：大分県日田市上津江町川原1656-92

九重町

九重“夢”大吊橋
九重町にある「九重“夢”大吊橋」は、
標高777mの大パノラマ。高さ
173m、全長390mの歩道専用として
は「日本一の高さ」を誇る吊り橋で
す。橋の上から見る眺めは壮観で、日
本の滝百選の１つ「震動の滝」や、新
緑と紅葉の名所「九酔渓」を望むこと
ができます。

電：0973-73-3800
住：大分県玖珠郡九重町田野1208

日田市

桜　滝
JR天ケ瀬駅の裏にあり、桜
滝遊歩道を徒歩約10分。
豊後国誌でも紹介され、江
戸時代より文人墨客に愛
された滝です。

電：0973-57-2166(日田市観光協会天瀬支部)
住：大分県日田市天瀬町桜竹合楽川

日田市

日田祇園山鉾会館
1階に高さ8mの飾り山鉾、
両脇に隈や竹田地区の各
山鉾と平成山の展示ホー
ル、2階には“日田祇園祭”
に関する諸器具などを展
示し、館内の吹き抜けから
山鉾を見下ろせる作りに
なっています。

電：0973-24-6453
住：大分県日田市隈2-7-10 

日田市

遊船(三隈川)
“水郷日田”の三隈川に浮
かぶ遊船。夏場はお座敷に
仕立てた遊船で鵜飼いや
盛大な観光祭の花火（5月）
など風流な天領時代の文
化を楽しめます。冬場も雪
を見ながら遊覧でき、四季
折々の三隈川の風情が体
感できます。

電：0973-22-2036（日田市観光協会）
住：大分県日田市隈

日田市

豆田町
九州の小京都とも呼ばれ
る日田市中心部に位置し、
江戸時代の町割りがその
まま残っています。風情あ
る町並みにはお土産屋さ
んや食事処、お洒落なカ
フェなどが並びます。レン
タル着物や人力車なども
おすすめです。

電：0973-22-2036（日田市観光協会）
住：大分県日田市豆田町

玖珠町

豊後森機関庫公園
旧国鉄久大線を走るSLの格納庫とし
て建てられ、現存する扇形機関庫と
しては九州唯一の近代化産業遺産。
扇形コンクリート造りの蒸気機関車
の機関庫があり、その規模は九州で
は唯一の鉄道遺産と言われていま
す。すぐ近くには水戸岡鋭治氏デザイ
ンのミュージアムもあります。

電：0973-72-7153（玖珠町企画商工観光課）
住：大分県玖珠郡玖珠町岩室36-15

九重町

長者原ビジターセンター
阿蘇くじゅう国立公園くじゅ
う山の登山口に位置する「長
者原ビジターセンター」はく
じゅうの歴史や自然の様子
を展示している施設。同施設
を起点に約2.5kmの自然研
究路も整備され、ラムサール
条約にも登録されている「タ
デ原湿原」を散策できます。

電：0973-79-2154
住：大分県玖珠郡九重町大字田野225-33　

玖珠町

伐株山
伐り株のような山容で巨木
の伝説が残る玖珠町のシン
ボル。頂上まで車で行くこ
とができます。頂上からは
眼下に美しい玖珠盆地が広
がり、パラグライダーで大
空に飛び立つことができる
ほか、“ハイジ気分”が楽し
めるブランコも人気です。

電：0973-72-7153（玖珠町企画商工観光課）
住：大分県玖珠郡玖珠町大字山田

日田市

スノーピーク奥日田キャンプフィールド
ハイエンドなアウトドア製品
を展開する「Snow Peak」が
運営するキャンプフィール
ド。標高950mに位置する施
設には、眺望が自慢の丘の
上サイトや、水道や電源を備
えた区画サイトなど幅広い
ニーズに対応し、直営店も
併設しています。

電：0973-53-2358
住：大分県日田市前津江町大野64-1

竹田市

くじゅう花公園
阿蘇くじゅう国立公園の標高850m
の位置にあり、年間を通して500種
類500万本が咲く西日本最大級の癒
しの花畑。園内にはレストランやジェ
ラート、雑貨、体験工房などのショッ
プも充実しています。花畑と満天の星
空を満喫できるキャンプもおすすめ
です。

電：0974-76-1422
住：大分県竹田市久住町大字久住4050

竹田市

ガンジー牧場
西洋風の建物が高原に合うガ
ンジーファーム。国内では珍
しいイギリス原産の乳牛「ガ
ンジー牛」を飼育。ガンジー牛
のミルクは別名「ゴールデンミ
ルク」とも呼ばれ、乳質成分の
バランスに優れています。小
動物と遊んだり、出来たての
乳製品が食べられます。

電：0974-76-0760
住：大分県竹田市久住町久住4004-56

竹田市

野外劇場『TAOの丘』
2020年9月にオープンし
た、阿蘇くじゅう国立公園
の雄大な自然を背景に、
DRUM TAOの生演奏が楽
しめる野外劇場『TAOの
丘』。TAOのメンバーがプ
ロデュースしたカフェなど
も併設しています。

電：0974-76-0950
住：大分県竹田市久住町白丹板木7571-2 野外劇場TAOの丘

九重町

九重森林公園スキー場
九 州 最 大 規 模 の 標 高
1,300m、総延長2,500m
のゲレンデがあるダイナ
ミックなスキー場。難易度
別のコースが5つあり、
ウェアや板などの道具もレ
ンタル可能なので、手ぶら
で出かけても楽しめます。

電：0973-79-2200
住： 大分県玖珠郡九重町湯坪612-1
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小国町

涌蓋山
大分県玖珠郡九重町と熊
本県阿蘇郡小国町との境
にあり、山頂からの展望は
連峰随一。360度の遮るも
のが全くない、四季折々の
素晴らしい展望を満喫で
きます。

電：0967-46-4440
住：熊本県阿蘇郡小国町

小国町

福運三社めぐり
小国両神社、けやき水源の
水神様、鏡ヶ池の恵比寿様
の３か所を巡り、祈願する
とご利益があるとのこと。
台紙を設置していますの
で、全てのスポットでスタ
ンプを集めると「福銭」との
交換が可能です。

電：0967-46-4440
住：熊本県阿蘇郡小国町宮原1670（小国両神社）

南小国町

ドローン操縦体験
ドローンに興味がある方
に自由にドローンの飛行
を行える阿蘇の絶景を空
撮できる新スポットが登
場。スタッフが操縦方法を
丁寧にレクチャーしますの
で初心者のお客様も安心
してお楽しみいただけま
す。

電：0967-42-1444
住：熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場1789-1

小国町

旧国鉄宮原線遊歩道
1984年に廃線となった宮原線遊歩
道を散策することができます。現在も
多くのアーチ橋やトンネルが残され
ており、四季折々の風景を楽しみな
がら、ゆうステーション～旧北里駅
の約4kmを歩きます。

電：0967-46-4440
住：熊本県阿蘇郡小国町宮原1754-17（ゆうステーション）

南小国町

ゴーカート体験
阿蘇くじゅう国立公園の
ちょうど真ん中に位置する
フィールドで堪能できる電
動ゴーカート。美しく整備
された芝生と専用コース
でお手軽なアクティビティ
をお楽しみください。敷地
内には瀬の本レストハウス
もあります。

電：090-8666-1006
住：熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺５６２１－７

産山村

ファームビレッジ産山
大小からなるロッジは１１
棟、オートキャンプ場は18
区画を完備。研修やセミ
ナーで使える大ロッジに
は大きな浴場も併設して
います。敷地内には、産山
村教育委員会が運営する
天文台もあり。

電：0967-25-2210
住：熊本県阿蘇郡産山村大利585

産山村

ヒゴタイ公園キャンプ村
キッチン・シャワーを完備
したロッジ１４棟、常備野
外テント１０張があり、日帰
りのデイキャンプも可能で
す。敷地内では森の散策や
トレイルランも楽しむこと
ができます。

電：0967-25-2777
住：熊本県阿蘇郡産山村田尻771

南小国町

レンタサイクル＋こわけランチ
あか牛が放牧されている日本一の大
草原やのんびりした里山の暮らしを
感じられる集落など、様々な景色を
e-BIKE（電動自転車）でサイクリング
しませんか？地元の食材を使ったレ
ストランやスイーツ店もあり、南小国
の美味しいものも楽しめる欲張りツ
アーにぜひご参加ください。

電：0967-42-1444
住：熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場1789-1

阿蘇市

パラグライダー体験
初心者の方も経験者の方
も楽しめる阿蘇カルデラ
のパラグライダー空中散
歩。地上練習～飛行まで、
丁寧にサポートしますの
で、どなたでも安心してご
参加いただけます。

電：0967-32-4196
住：熊本県阿蘇市内牧1092-1

阿蘇市

早朝の熱気球体験
ロープで係留した熱気球
は、高さ約40mまで上昇。
雄大な景色を見下ろすと
気分爽快！バーナーの火を
焚く「ゴォーッ！」という爆
発音とその迫力を肌で感
じてみよう。 

電：0967-32-4196
住：熊本県阿蘇市内牧1092-1

阿蘇市

乙姫スターライトトレッキング
阿蘇カルデラの真ん中に
位置する阿蘇ハイランドゴ
ルフコースで夜の乗馬体
験！降ってくるような星空
の下、静寂の中を馬に乗っ
て散歩する普段とは違う特
別な体験です。

電：0967-32-3330
住：熊本県阿蘇市乙姫2167-3

産山村

うぶやま牧場
うぶやま牧場は、大きな発電風車が
目印の観光牧場。動物達とのふれあ
い広場やアスレチック広場、パークゴ
ルフが施設内にあり大人から子供ま
でたっぷりと楽しむことができます。
レストランではあか牛のハンバーグ、
屋外ではバーベキューが楽しめます。

電：0967-25-2900
住：熊本県阿蘇郡産山村山鹿 2100-3

南阿蘇村

道の駅あそ望の郷くぎの
巨大な阿蘇カルデラの南
の麓に位置し、阿蘇の大パ
ノラマを一望できる道の
駅。レストランやそば道場、
ドッグランや観光案内所な
どからなる観光拠点です。

電：0967-67-3010
住：熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石２８０１番地

南阿蘇村

白川水源
水の生まれる郷として知ら
れる南阿蘇村の中央を流
れる清流白川の総水源。日
本名水百選にも選ばれ、毎
分60トンもの豊富な湧水
量を誇ります。

電：0967-67-2222
住：熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川2040

高森町

高森殿の杉
高森町村山地区の牧野内
に位置し、樹齢400年余の
夫婦杉です。高森城主が自
害した場所とされています
が、現在ではパワースポッ
トとして多くの方々が訪れ
ています。

電：0967-62-1111
住：熊本県阿蘇郡高森町高森3341-1

南阿蘇村

阿蘇ファームランド
健康の専門家が監修する世界唯一の
テーマパーク。身体と頭を使ったアト
ラクションをはじめ、自家栽培の野菜
を使った食事、温泉やスパ、眠りが待
ち遠しくなる宿泊施設などを通して、
本物の健康づくりが楽しめます。

電：0967-67-2100
住：熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3

高森町

上色見熊野座神社
国道265号線沿いに位置
し、220段余りの石段を上
がると鬼八法師が蹴破っ
たとされる大きな風穴、穿
戸磐が見えてきます。穿戸
磐をはじめ神社全体が幻
想的で多くの方々が参拝に
訪れています。

電：0967-62-1111
住：熊本県阿蘇郡高森町上色見2619

西原村

風の里キャンプ場
ソロキャンプからファミ
リーキャンプまで幅広い層
が楽しめるキャンプ場。展
望台からは熊本市街はも
ちろん、晴れた日には有明
海や雲仙・普賢岳までも一
望でき、夜は天体観測や夜
景観賞もおすすめです。

電：096-279-2884
住：熊本県阿蘇郡西原村宮山1731-7

西原村

阿蘇ミルク牧場
広大な敷地で、のびのび遊
べる体験型牧場。動物達と
の触れ合いをはじめ、体験
メニューも充実。牧場の動
物たちとのふれあいを通
して、命のあたたかさなど
牧場の雰囲気を体験してく
ださい。

電：096-292-2100
住：熊本県阿蘇郡西原村河原3944-1

高森町

高森湧水トンネル公園
高森町の南側に位置し、全長550
メートルのトンネルの先には、毎分
36トンの水が湧き出ており、不思議
な水玉のファンタジー「ウォーター
パール」が見ものです。

電：0967-62-3331
住：熊本県阿蘇郡高森町高森1034-2

阿蘇観光スポット 阿蘇にも訪れたいスポットがたくさん！

https://goo.gl/maps/q5XhRNyjXUzjECbo8
https://g.page/umesyugura?share
https://goo.gl/maps/x46wvB7VBFpP12Nz5
https://goo.gl/maps/jRdyGQByV4doeR6J6
https://goo.gl/maps/frcodtPVQPxUpB6E8
https://goo.gl/maps/DdAVPRodbCUhp9mM8
https://goo.gl/maps/6i6mT7XddUGZGNy28
https://goo.gl/maps/xTtypGA7UmUW3rDcA
https://goo.gl/maps/nKDLc5Ksp7gWtqYg8
https://g.page/oidehita?share
https://goo.gl/maps/n6oh6UpXEjUZqUsv7
https://goo.gl/maps/44iMgdkmE4K637XX8
https://g.page/SnowPeakOkuhita?share
https://goo.gl/maps/GM2G3bNUxoAGhzys5
https://goo.gl/maps/pudJcxmPadnPx75d8
https://goo.gl/maps/PqNU9rbJgLg2PVdS6
https://goo.gl/maps/3tHm424tPzBVrTLQ9
https://goo.gl/maps/jTAbd2DqY4ZWs3766
https://goo.gl/maps/DVnN4keVFj7eYimA7
https://g.page/kujuhanakoen?share
https://goo.gl/maps/E4LnCDA5nK93TK9J9
https://goo.gl/maps/g12dadfAtB1Nofuw8
https://goo.gl/maps/6D3nK5Hw8Ka7wuNt9
https://goo.gl/maps/AbLhBQ1rW38qAJwE6
https://goo.gl/maps/9BGcTwo54oVpM3b89
https://goo.gl/maps/emt3xSpQUikt4Hu59
https://goo.gl/maps/G49FHNxZHgAybqg8A
https://goo.gl/maps/SUYBDYKhkPzUm2vd7
https://goo.gl/maps/Mtbvkpom99HnJytc6
https://goo.gl/maps/Mtbvkpom99HnJytc6
https://goo.gl/maps/nMouuU34iofAV9j27
https://goo.gl/maps/17PGHad1ZHfoeyFo6
https://goo.gl/maps/AQH5AjZGen1vA4NA6
https://goo.gl/maps/RroRUaAWJxFgPyHi8
https://goo.gl/maps/2AShLkxjKp2Av6LbA
https://goo.gl/maps/hzLaognZ4fftRFpt7
https://goo.gl/maps/xHmexx8PVsTN4yHt8
https://goo.gl/maps/pajxKiMpJx2WXGWA6
https://goo.gl/maps/MnjiyYhzwqbbHNWY6
https://goo.gl/maps/AbLhBQ1rW38qAJwE6



