
豊後大野市へ「ととのい」の旅
すぅ～っと深呼吸

ほかにも大分県の情報盛りだくさん!!
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癒やしのシーサイドドライブ
～別府湾エリア（別府市・日出町・杵築市）～

おいしいもかわいいも欲張りに！

夏あそび
おおいたの
絶対、楽しい!
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213休日のドライブスポットとして人気の別府湾エリア。
煌めく海を眺めながら、立ち寄ってみて。

～別府湾エリア（別府市・日出町・杵築市）～

1.「プレートセット」（フルーツ付き）は、お好みのケーキ（2個or3個）と
ドリンクをチョイスでそれぞれの金額から10％引き　2.「アイスカフェ
ラテ」450円　3.カウンター席、テーブル席、ソファ席のあるゆったりと
した店内

2.日の出サップやサッ
プヨガ、クルージングな
どのメニューもある　
3 . 長 さ約 1 k m 、幅
400mにわたる遠浅の
砂浜。カフェやテニス
コートなどもある

1.お店のオープン当初から取り扱う国東市『くにさきかた
ち工房』の作品　2.店内から別府湾を臨む開放的な空間
も魅力　3.手軽にハーブシロップが作れる「ハーブコー
ディアルキット」は1,675円～

食べる 買う 体験

子どもも初心者もSUP体験！
遠浅の煌めくビーチで

海鮮料理を堪能！
オシャレなカキ小屋で

自分だけのスイーツプレート
乙女心くすぐる

　開放的な店内から望めるのは、日差しを浴びて
きらめく守江湾。現在は海鮮焼きと生カキが味わ
えるほか、旬の地元食材で作る海鮮丼「どん・丼祭
り」を開催中！（5月～秋まで。焼き牡蠣のシーズン
は11月～5月） 新鮮な魚介類を堪能しながら、窓
から見える景色に癒やされて。

MAP

KITSUKI TERRACE

　海水浴やキャンプ場、各種スポーツが楽しめる
『糸ヶ浜海浜公園』。この場所で体験できるのが、
今人気のSUP(サップ)。ボードのレンタルをはじ
め、ASI公認インストラクターによる初心者向け講
習やクルージングツアーも行っています。遠浅の
ビーチなので、子どもでも安心！

■所 日出町大神6842 糸ヶ浜海浜公園内
■℡ 080-5252-7744
■料 「シンプル体験コース」3,830円、
　中学生以下3,330円、「スクール+1コース」
　4,830円、中学生以下4,330円
　（貸シューズ代込み、要予約）
■営 10:00～17:00　■休 不定　■Ｐ 200台
■Ｍ F-2　■交 日出ICより車で約12分

MAP

糸ヶ浜サップテラス

coworking

　「季節と風土と暮らしの愛用品」がコンセプトの
雑貨店。柔らかな日の光が入る店内には、県内の
作家が手掛ける器をはじめ、全国各地からセレク
トした生活雑貨がラインアップ。シンプルながらも
こだわりが随所に散りばめられたアイテムが、暮ら
しを豊かに彩ってくれます。

■所 日出町豊岡337-1 2F
■℡ 0977-75-9750
■営 12:00～18:00
■休 水曜※ほか不定休あり　■Ｐ 2台
■Ｍ E-2　■交 日出ICから車で約9分
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a side -満寿屋-

スタッフ 池邉さわさん

　地域の人や旅行者、リモートワーカー
などが交わり、新しいアイデアやサービ
スが生まれる場所。「湯ワーキング」を推
奨していて、施設利用者は近くの「すじ
湯温泉」が無料で利用できます。
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■所 杵築市守江4785
■℡ 0978-63-8085
■営 10:30～16:00(LO15:30)
■休 火曜　■Ｐ 60台
■Ｍ F-2　■交 杵築ICから車で約15分

prologue
movieおいしいもかわいいも

欲張りに！

MAP

MAP
■所 別府市井田4組
■℡ 0977-76-5234
■料 ドロップイン2時間500円、
　1日1,000円など
■営 10：00～18：00　■休 日曜
■Ｐ 3台　■Ｍ E-2　
■交 別府ICから車で約7分
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1.左から「特撰天丼（みそ汁、漬物付き）」1,430円、「別府湾釡
揚ちりめん丼（みそ汁、漬物、たまご、旬の白身フライ付き）」
1,320円　2.「海鮮焼き」2,530円。セット内容は仕入れ状況に
よって変わる　3.「生カキのカクテル」（4個）1,210円　4.景色
も楽しめるスタイリッシュな店内

1 . SUPは「S t a n d  U p  
Paddle Board」の略で、
ボードに乗り、パドルを
使って水上を進むウォー
タースポーツ

アサイドマスヤ

　自分好みのケーキを選んでプレートを彩る「プ
レートセット」は、ここの人気メニュー。ショー
ケースには、定番の「ピスタチオショコラ」や甘くて
濃厚な「キャラメルベイクドチーズケーキ」、季節の
フルーツを使ったケーキがずらり。店主こだわりの
カフェラテと一緒にいかが？

■所 別府市上人ケ浜町8-20
■℡ 0977-67-0029
■営 10:00～18:00（イートインLO16:00） 
※売り切れ次第閉店
■休 不定　■Ｐ 8台
■Ｍ E-2　■交 別府ICから車で約20分

DIG coffee sweets&cafe

MAP

ディグコーヒー

loopthings
ループシングス

キツキ テラス

イトガハマサップテラス

休憩ついでに
温泉を
楽しんで

窓の外には守江湾が広がる
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豊かな緑や清らかな川で知られる豊後大野市。
この自然を活かして近年話題を呼んでいるのが「サウナ」。

周辺にも立ち寄って「サウナのまち」を楽しもう。

1.広々としたテント内。スタッフがやり方を教えてくれるから、
初心者も安心　2.奥岳川に浸かり、川沿いで外気浴。この時
に「ととのい」が訪れる⁉　3.テントの形はさまざま。サウナ
ハットは無料レンタル可、水着500円、タオル300円

1.「県産ハンバーグと彩りサラダといろいろプレート」1,000円。な
くなり次第終了なので注意　2.彩り華やかな「フルーツパフェ」680
円。イチゴソースが決め手　3.今年4月にリニューアルしたばかり。
以前より広くなり、利用しやすくなった　4.「中九州横断道路」千歳
ICを降りてすぐの場所にある

1.雄大な自然を前に、食事などを楽しもう　2.「ヌンコッピンス メ
ロンスペシャル」1,500円　3.サウナはフィンランドのものを参考
に、オーナーが手づくり　4.テラスには外気浴スペースもあり。川
へつながる階段には「日本一導線のわるい水風呂」の文字が

　日本百名山・祖母山を水源とした奥岳川のほとり
にある宿泊施設では、日帰りでテントサウナ体験が
できます。専用のテントの中は90～110℃と本格
的な熱さで、サウナストーンに水をかける（ロウ
リュする）と、「ジュ～ッ」と心地いい音が！ 目の前
の清流で体を冷ましてリフレッシュしましょう。

MAP

ロッジきよかわ

　サウナで心が満たされたら、次はお腹も。と
いうわけで、緑に囲まれたかわいらしいカフェ
へ。地元の食材を使ったプレートランチや「県
産ロコモコ」900円、「デミグラオムライス」850
円、さらには全8種類と充実しているパフェなど
があるので、お気に入りが見つかるはずです。

■所 豊後大野市千歳町下山878-3
■℡ 0974-27-5534　
■営 10:00～17:00（LO16:30）
■休 木曜、第2水曜※ほか不定休あり
■Ｐ 10台　■Ｍ E-4
■交 千歳ICから車で約5分

MAP

Cafe Green Brown

　清流を眺めながら食事や喫茶が楽しめるカ
フェ。韓国風かき氷「ヌンコッピンス」600円～
や「石焼ロウリュカレー」1,000円、他にも「石
窯ピザ」1,000円など、メニューも多彩。こち
らにもサウナがあり、別途料金で利用可能。サ
ウナの後にスイーツを味わうのもオススメです。

■所 豊後大野市清川町二玉1699-2　■℡ 090-4340-2906
■料 サウナはカフェ利用者1人500円、
　サウナのみ利用の場合は1人1,000円
■営 11:00～17:00※夜は予約のみ
■休 水曜※ほか不定休あり　■Ｐ 10台　■Ｍ D-4
■交 大野ICから車で約20分

MAP

cafe param

　世界的にも珍しい水中鍾乳洞。ブルーやエメラルドに輝く幻
想的な地底空間にうっとり。一年を通して16℃に保たれる洞
窟内は絶好の避暑地。「シュノーケリング体験」や「テントサウ
ナ体験」、「体験ダイビング」などもできます（別料金）。

■所 豊後大野市三重町中津留300
■℡ 0974-26-2468（各種体験は完全予約制）
■料 入洞料1,300円、中高大生1,000円、４歳～小学生700円
■営 9:00～17:00　■休 なし　■Ｐ 200台　■Ｍ D-5
■交 大野ICから車で約30分
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■所 豊後大野市清川町宇田枝158　■℡ 0974-35-3601
■料 1人2,000円、宿泊者は1人1,500円
■営 テントサウナ11:00～13:00/13:00～15:00/15:00～17:00
　※前日までの要予約　■休 なし　■Ｐ 30台　■Ｍ D-5　
■交 大野ICから車で約20分

すぅ～っと深呼吸
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で　「東洋のナイアガラ」と呼ばれる原尻の滝は、幅

120m、高さ20mを誇ります。このエリアへ遊び
に来たら外せない絶景スポットの1つです。その日
の水量によって異なる姿を見せ、下流には吊り橋
「滝見橋」、上流には「沈下橋」が架けられているの
で滝のまわりを歩くこともできます。

■所 豊後大野市緒方町原尻
■℡ 0974-22-1001（豊後大野市商工観光課）　
■Ｐ 180台　■Ｍ D-5　■交 朝地ICから車で約10分

MAP

原尻の滝

食べる フォトスポット 体験 遊ぶ

“よくばりさん”にはこちら
サウナも食事も楽しみたい！

冷涼な水が気持ちいい！
豊かな自然と

カフェグリーンブラウン

イナヅミスイチュウショウニュウドウ

朝倉文夫
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1.「シュノーケリング体験」中学
生以上6,500円、小学生5,500
円（入洞料・機材レンタル込み※
完全予約制）　2.貴重なサウナ
体験は1名4,000円（2名以上）

1.滝壺近くの岸に下りて、滝を間近に見ることも可能　2.吊り橋はちょっ
ぴりスリルあり。滝周辺には『道の駅 原尻の滝』やジェラート店なども
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ランチやスイーツを味わって
広くなって魅力アップ！
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津久見市

うみたま体験パーク
つくみイルカ島

　動物たちと仲良く遊びたい人におすすめ
なのが『つくみイルカ島』。ダイナミックな
イルカパフォーマンスはもちろん、一緒に
泳いだりエサをあげたり、記念撮影をする
こともできます。海のいきものに癒やされ
る夏はいかが？

　普段は見られない動物の姿を観察し触
れ合える、小さな海のようなテーマパーク
『あそびーち』。裸足でビーチに入ってイル
カを間近に見ることができるほか、時間に
よって様々な動物が散歩しています。近
寄ってきてくれるかどうかは運しだい？

■所 中津市耶馬溪町山移2704　■℡ 0979-54-3000※要予約
■料 ウェイクボードは15分3,140円、中学生以下1,570円
　（保険料、ライフジャケット、ボード、ウェットスーツレンタル料込み）ほか
■営 9:00～17:00
■休 水曜、12月29～1月3日　■Ｐ 100台　■Ｍ B-2
■交 中津ICから車で約33分

　自然豊かな耶馬溪ダムを利用したレジャー施設。水上スキーやウェ
イクボードなどのスリル満点なウォータースポーツや湖面遊覧、みん
なで乗れるバナナボートなどを一年中楽しむことができます（事前予約
が必要）。インストラクターが優しく丁寧に指導してくれるので、初心
者の方でも、大人から子どもまで安心！

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」
あそびーち

大分市

耶馬溪アクアパーク

中津市

ヤ バ ケ イ

夏あそび
おおいたの

涼を感じたいアナタに
おおいたで過ごす夏のオススメ！
暑い夏を楽しく乗り切る

ウォーターアクテビティや自然が
盛りだくさんです。

旬

　神秘の島『姫島』には語り継がれている七不思
議がある。「逆柳」「阿弥陀牡蠣」「浮田」「かねつ
け岩」「浮洲」「千人堂」、写真の「拍子水」は、お
姫様の手拍子で湧き出たという言い伝えが。

■所 姫島村　
■℡ 0978-87-2279（姫島村役場 水産・観光商工課）
■Ｍ G-1　
■交 伊美港から姫島港までフェリーで約20分

姫島村

姫島七不思議
ヒメシマナナフシギ

　サンゴが群生するほど美しい海でシーカヤック
やSUP、宿泊ができる施設。ウミガメや自然環
境を守る活動もしていて、ウミガメについて学べ
る環境学習や飼育体験などもあります！

■所 佐伯市米水津浦代浦1751
■℡ 0972-34-8448※要予約　■営 9:00～17:00　
■休 火曜　■Ｐ 10台　■Ｍ G-5
■交 佐伯堅田ICから車で約36分

佐伯市

はざこネイチャーセンター

　「日本名水百選」にも選ばれた河宇田湧水が自
然の川に流れ込む河川プール。湧き水のおかげ
で夏でも冷たいプールには、大きなスライダーも
あって大人も子どもも楽しむことができます。

■所 竹田市入田河宇田　
■℡ 0974-63-4807（竹田市商工観光課）
■Ｐ 113台（500円）　■Ｍ C-5　
■交 竹田ICから車で約12分

竹田市

中島公園名水河川プール

　耶馬渓溶岩の大きな一枚岩の上を流れる清冷
な水。全国的にも珍しい水流遊歩道は、素足で
歩いて涼を感じられます。新緑のキャンプ場やコ
テージでゆったり過ごすのもいいかも。

■所 宇佐市院内町定別当1731　■℡ 0978-42-6326　
■料 7・8月の全日、9月の土・日曜、祝日は別途入村料
■営 管理棟宿泊予約受付8:30～17:00
■休 なし※宿泊施設は5・6月、9・10月は月～金曜定休、11
～4月は休業　■Ｐ 153台(大型バス3台)　■Ｍ C-2
■交 安心院ICから車で約25分

宇佐市

岳切渓谷
タッキリケイコク

　波もなく穏やかな庄手川でのSUP体験。ボード
などはレンタルでき、インストラクターが丁寧に
レクチャーしてくれるので初心者でも安心して
チャレンジできる。撮影付きなのもうれしい！

■所 日田市隈2-4-21 やすらぎゲストハウス＆バル内
■℡ 080-5265-8176※要予約
■営 早朝6:00～15:00　■休 不定　■Ｐ 10台　■Ｍ A-2
■交 日田ICから車で約10～15分

日田市

RE:ver RIVER
リバージョン リバー

　「国宝臼杵石仏」の前、極楽浄土に咲くハスの
花。泥に染まらず清らかさをたたえた姿は、仏様
の心を見ているようです。見頃は7月いっぱい、
優しいピンク色の花に心が洗われます。

■所 臼杵市深田804-1　■℡ 0972-65-3300（臼杵石仏事
務所）　■料 550円、小中生270円※ハス畑見学は24時
間無料　■営 9:00～17:00　■休 なし　■Ｐ 80台（ハス畑
の駐車場は20台）　■Ｍ F-4　■交 臼杵ICから車で約５分

臼杵市

臼杵石仏公園
ウスキセキブツコウエン

　キャンプ場に遊具、ガーデンやミニ動物園な
どアウトドアが楽しめる公園。夏はダムを臨むフ
ラワーガーデンにもふもふの球体、爽やかな「グ
リーンコキア」が出現！

■所 杵築市山香町日指1-1　■℡ 0977-28-7111　■料 無料
■営 9:30～17:00、7・8月は~18:00、12月～2月は10:00～
16:00　■休 火曜（祝日の場合は営業、翌日休園）　■Ｐ 約
1600台　■Ｍ D-2　■交 大分農業文化公園ICから車で約2分

杵築市

るるパーク（大分農業文化公園）

　涼しい風が吹き抜ける高原で、かわいい動物
たちと触れ合えるのはもちろん、新鮮なミルクの
ソフトやヨーグルトなど夏にぴったりのフードも
充実。「シープドッグショー」は必見です！

■所 九重町田野1681-14　■℡ 0973-73-0080　■料 400円、小学
生（4歳以上）300円、同伴犬１頭につき300円　■営 9:00～17:00
（12月9:00～16:00、１月～冬季休業あり）　■休 水曜（12月は
火・水曜定休）　■Ｐ 350台　■Ｍ C-3　■交 九重ICから車で約24分

九重町

やまなみ牧場

　太陽を遮る木々、苔に覆われた岩肌と清流の峡谷、
そこは神秘的な異空間。超軽量ボートで最深部の
滝を目指す「パックラフトツアー」なども人気（問い合
わせ/ユフイズムhttps://www.yufuism.jp/）。

■所 由布市挾間町朴木14-2
■℡ 097-583-2552（はさま由布川峡谷観光協会）
■料 100円（環境整備協力金）　■休 なし　■Ｐ 約40台
■Ｍ D-3　■交 大分ICから車で約30分

由布市

由布川峡谷
ユフガワキョウコク

■所 豊後高田市見目4060　■℡ 0978-54-2237　■営 9:00～17:00
■休 木曜（7・8月は除く）　■Ｐ 280台※イベント期間中は500円
■Ｍ E-1　■交 宇佐ICから車で約50分

　８月の段々畑は約160万本のひまわり、バックには青い海と空とい
う最高のロケーションに。開花期間中はイベントが盛りだくさん。花
畑の周りにはオノ・ヨーコの作品「見えないベンチ」や、岬全体を見渡
せるチェ・ジョンファの「花のピラミッド」など様々な芸術作品が常設展
示。黄色の海を散策しながらアートも楽しんで。

長崎鼻リゾートキャンプ場

豊後高田市

ナガサキバナ

■所 津久見市四浦2218-10
■℡ 0972-85-3020
■料 1,000円、小中生600円、幼児（4歳以上）500円
■営 10:00～16:00　■休 火曜（祝日は営業）　
■Ｐ 150台　■Ｍ G-4
■交 津久見ICから車で約20分

■所 大分市高崎山下海岸
■℡ 097-534-1010
■料 2,600円、小中生1,300円、幼児（4歳以上）850円
■営 9:00～17:00　■休 なし
■Ｐ 800台（420円）　■Ｍ E-3
■交 大分ICから車で約25分
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←マークのある商品を抽選でプレゼント!
ハガキかメール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。

■所 大分空港（国東市安岐町下原）
■問 0978-67-1174（大分空港総合案内所）

2020年4月にアジア初の「水平型宇宙港」
に選定された大分空港館内が、“宇宙港”
バージョンにリニューアル！ 空港入口プ
ラットホームには宇宙港フラッグが掲げら
れ、季節によってイベント風呂が楽しめる
自慢の「足湯」も“宇宙ステーション”のよう
な装いに。また「宇宙グッズコーナー」で
は、商品数を150アイテムから200アイテ
ムに拡大、JAXAグッズなどもあります！ 
美術鑑賞ができたり、展望デッキから飛び立つ飛行機を眺めたり、郷土料理を
味わったり、操縦体験をしたりと楽しい事いっぱい！ ぜひ、“遊べる”大分空港
へお出かけください。

今回の特集では、別府湾エリアと、豊後大野市に
お邪魔してきました。日出町の「糸ヶ浜サップテラ
ス」さんでは、朝早くからの取材だったのですが、
朝日に照らされた海は海面がキラキラ輝いて、
とってもキレイでした。また「キツキテラス」さんで
は、海鮮焼きや丼など海の幸を堪能！至福の取材
となりました。ほかにも、素敵なスポット情報満
載となっておりますので、ぜひ「ぐるり夏号」片手
に、大分県をぐるりと楽しんでくださいね！

ツーリズムおおいたでは「おんせん県グッズ」を販
売しています。手ぬぐいやマスクケース、名刺入
れやネクタイなど様々なアイテムが揃っています。
そしてこの“オケマーク”、とてもこだわりがあるん
です。温泉をイメージした桶と手ぬぐい、そして
「OITA」の文字は湯気に見立ててます。可愛いで
すよね！「おんせん県グッズ」は、大分駅や別府
駅、ツーリズムおおいたほか、アマゾン公式サイ
トからもご購入いただけます。

※掲載している料金・内容等は令和4年6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。

5000円分食事券
※ペア利用に限る

KITSUKI TERRACE（キツキテラス）／杵築市

※利用期限/2022年10月31日まで

守江湾を一望できるカキ小屋で、新鮮な海鮮料理が味
わえます。秋まで開催の丼祭りも一緒に楽しんで。

山科製茶所 水出し煎茶
引換え券

※利用期限/2022年10月31日まで

抹茶をふんだんに使用した水出し煎茶は、緑茶の深い
味わいを楽しめる。色鮮やかな濃い緑色も美しい。

1000円分お食事券

cafe param／豊後大野市

※利用期限/2022年10月31日まで

奥岳川のほとりにあるカフェ。食事やスイーツが楽しめ
るほか、別料金でサウナも体験できます。

鍾乳洞入場券

稲積水中鍾乳洞／豊後大野市

※利用期限/2022年10月31日まで

世界的にも珍しい水中鍾乳洞。青く照らされた幻想的
な光景を見ることができます。洞内は16℃と涼しい！

「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」
グッズ詰め合わせ

豊後大野市
人と自然が共生するための活動を行う「祖母・傾・大崩ユネス
コエコパーク」のエコバック、ハンドタオル、タオル、マスク
をセットで。

「不均質な自然と人の美術館」
ペア入館券

不均質な自然と人の美術館／豊後高田市

※利用期限/2022年10月31日まで

長崎鼻にある自然×デジタルアートの美術館。日によっ
て違う表情をみせるアートと一期一会の出合いを。

アクティビティペア利用券

耶馬溪アクアパーク／中津市

※利用期限/2022年10月31日まで

水上スキー、ウェイクボード、ウェイクサーフィン、バ
ナナボートから好きなアクティビティを選んで遊ぼう！

ロープウェイ往復乗車券
ペアチケット

別府ロープウェイ／別府市

※利用期限/2022年11月30日まで

九州最大級のゴンドラで楽しむ空中散歩。標高
1,375mの山上からは、素晴らしい景色が望めます!

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組様

no.7
2名様

no.8
2名様

no.9
3名様

no.4
2名様

no.5
3名様

no.6
5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2022年8月中旬頃になります

応募締切

2022.7/31（日）
当日消印有効

合計 様に当たる!24

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6月制　作

大分県の観光情報は
こちら！

“宇宙港”仕様に大分空港がリニューアル！

loopthings／日出町

no.3
2名様

「プレートセット」食事券
（ケーキ2個・ドリンク付き）

DIG coffee sweets&cafe（ディグコーヒー）／別府市

※利用期限/2022年10月31日まで

毎日14～15種類ほど並ぶ手作りケーキをお好きなドリ
ンクと一緒にどうぞ。優雅なスイーツタイムを過ごしま
せんか？

no.2
3名様

■所 別府市北浜3-10-2 別府タワー2F
■問 0977-26-1555

芸能人の作品に出会える「別府アートミュージアム」

■期■間 【自然体験】
●田んぼの生き物さがし：7/23（土）、8/21（日）
●川の生きものしらべ：7/30（土）
●草原自然観察会：8/6（土）
●バードコールづくり、どんぐりクラフト体験：通年
■問 0973-73-0001（九重ふるさと自然学校）

九重ふるさと自然学校で自然体験！

■期■間 7月中旬～10月上旬
■所 宇佐市内各ぶどう園（市内14カ所）
■問 0978-34-4839（宇佐市観光協会安心院部会）

「ぶどう狩り」のシーズン到来です！

■期■間 【7月・8月】7月23日（土）、30日（土）、8月6日（土）、11日（木･祝）～14日（日）、
20日（土）、27日（土）  上り最終20：30／下り最終21:00
【9月・10月】9月17日（土）、18日（日）、23日（金・祝）、24日（土）、
10月8日（土）、9日（日）  上り最終20:00／下り最終20:30
■所 別府市大字南立石字寒原10-7　■問 0977-22-2278

「別府ロープウェイ」夜間営業

■期■間 開催中～8月31日（水）
■所 キャンペーン参加店舗
　（佐伯市、宮崎県延岡市・門川町・日向市内）
■問 0972-23-3400（佐伯市観光案内所）

「第8回 日豊海岸 岩ガキまつり」を開催中！

ツーリズムおおいたからのお知らせ

別府タワー内に移転オープンした『別府
アートミュージアム』では、北野武、片
岡鶴太郎、尾崎豊など錚々たる有名人
たちの作品を中心に、ダリやピカソと
いった世界的に有名な画家たちのリト
グラフや原画などを展示しています。
貴重な作品の数々にも関わらず、撮
影・SNSアップOKという気軽さも魅力
です。画家になりきって撮影できるイ
ンスタ映えスポットもあるので、とっておきの一枚を撮って、SNSにアッ
プしてみませんか。

別府ロープウェイは、阿蘇くじゅう国立
公園・鶴見岳（標高1 ,375m）の山上まで
約10分で結ぶ九州最大級のロープウェ
イです。山上からは別府市街の町並み
や別府湾、くじゅう連山などを一望でき
ます。夜間営業では、展望所からきら
めく夜景と星空を眺めながらの散策が
楽しめます。ぜひ、昼間とはまた違った
景色をお楽しみください。

今年も岩ガキの季節が到来！ 日豊海岸
で水揚げされた大粒な岩ガキの濃厚さ
は、“海のミルク”ならぬ“海のチーズ”。
炭火焼きでプリッとジューシーなカキエ
キスを味わうもよし、フライで、外はサ
クッ、中はふんわりの食感を楽しむのも
よし！そんな旬の美味が堪能できる「日
豊海岸 岩ガキまつり」を開催中です。旬
のこの時期にしか味わえない岩ガキを、
ぜひご堪能ください。店舗等詳細は、HPをご覧ください。

九重ふるさと自然学校では、年間を通し
てくじゅうの自然と向き合い、楽しみ、体
感できるさまざまな自然・里山体験を実施
しています。下記は7月、8月の自然体験
スケジュールの一部です。ほかにもたく
さんのプログラムがあります。なお、参
加には事前申込みが必要です。詳細は、
HPをご覧ください。

宇佐市では、安心院地域を中心とする
約14ヶ所の園や組合においてぶどう狩
りを楽しめます。各ぶどう園によって栽
培品種は異なりますが、皮ごと食べられ
るシャインマスカットや、糖度が高く種
がないのが特徴のピオーネ、大粒の巨
峰など、ぶどう農家が丹精込めて育てた
新鮮なぶどうを味わうことができます。





「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

ソフトクリーム＆う♡すきクーポン

「ソフトクリーム＆
う♡すきクーポン」
を使ってミタ！

「ソフトクリーム＆
う♡すきクーポン」
購入はこちら

臼杵市自慢のご当地ソフトクリーム券1枚と、臼杵市
の特産品との引換券がセットになった嬉しいクーポン。
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！風情たっぷり
の城下町散策を楽しみながら味わって。

臼杵市

【販売価格】

1,000円

城下町杵築まち歩きプラン

和服姿で
杵築散策を
楽しんでミタ！

「城下町杵築
まち歩きプラン」
購入はこちら

“きものの似合う町”城下町杵築で使えるお得なクーポ
ン。公共文化施設7ヶ所（杵築城・大原邸・きつき城下
町資料館・磯矢邸・一松邸・佐野家・重光家）のうち、
3ヶ所を観覧できます。また、市内23店舗での飲食や
お買物に利用できる500円相当のクーポンも付いてい
ます！

杵築市

【販売価格】
1,000円

ご存知「日田やきそば」食べ比べプラン

「日田やきそば
食べ比べプラン」
を使ってミタ！

「日田やきそば
食べ比べプラン」
購入はこちら

日田市の地元人が愛するソウルフード「日田やきそ
ば」。茹でた麺を鉄板でパリパリに焼き上げ、大量の
もやしと香ばしいソースが絡んだその味は、クセにな
る美味しさ！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ているので、好きなお店（対象店
舗11軒）をチョイスして食べ比べが楽しめます。

日田市

【販売価格】

1,000円

ぶんごおおの酒蔵パスポート

豊後大野市で
酒蔵巡りを
してミタ！

「ぶんごおおの
酒蔵パスポート」
購入はこちら

豊後大野市には代々受け継がれてきた日本酒・焼酎の
4つの酒蔵があります。「ぶんごおおの酒蔵パスポー
ト」は、各酒蔵で特別な試飲や利き酒との引換券、商
品券として使えるほか、豊後大野市内にある道の駅で
200円の商品券として利用できます。

豊後大野市

【販売価格】

1,500円

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6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

※新型コロナウイルスの影響により、試飲・利き酒が他のサービスに変更となる場合があります。


