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国東半島アート巡り
豊かな自然と歴史を紡ぐ

佐伯で贅沢グルメ旅！
きらめく空と海を眺めながら

ほかにも大分県の情報盛りだくさん!!



　店内に一歩足を踏み入れると目の前に広がるの
は、色鮮やかな季節の切り花や観葉植物、ドライフ
ラワーが飾られたオシャレな空間。一見花屋のよう
ですが、それだけではないのです。なんと奥に進む
と、ボリューム満点のハンバーガーを味わえる“ハ
ンバーガーカフェ”が併設されています。国産牛の
旨みが溢れるぶ厚いパティが自慢の代表メニュー
「秘境バーガー」を食べて腹ごしらえをしよう。

■所 国東市国東町小原145-1
■℡ 0978-75-4649
■営 10:00～19:00 
　※ランチ11:00～15:00、
　カフェ15:00～19:00
■休 火曜　■Ｐ 6台　■Ｍ G-1
■交 塩屋ICから車で約20分

MAP

秘境の花屋

　昔ながらの三段仕込みによる酒造りで、土地の味わいを生
かした酒を生み出す『萱島（かやしま）酒造』。酒蔵にあるギャ
ラリーでは、ここで造る酒の直販に加え、オリジナルTシャツ
や徳利、お猪口などお土産にも最適な酒造グッズを販売して
います。中でも外せないのは伝統を色濃く残す王道の酒「西の
関 手作り純米酒」。伝統を守るお酒を
心ゆくまで味わって。

■所 国東市国東町綱井392-1 萱島酒造内
■℡ 0978-72-1181　■営 9:00～16:00
■休 土・日曜、祝日　■Ｐ 10台　■Ｍ G-2
■交 塩屋ICから車で約15分

SAKE GALLERY 東西
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1.精米所として利用していた
蔵を改装。試飲コーナーもあ
るので、こちらもぜひ　
2.「手造り純米酒」（720ml）
1300円など。「東西」はここで
しか買えない逸品　
3.店内には「国東トート（小）」
1020円など、国東半島に縁の
ある商品も並ぶ

ここだけの“秘境バーガー”
花屋で楽しむランチタイム!?
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　「国東半島芸術祭」の開催を発端に立ち上がった「国東半島カ
ルチャーツーリズム推進事業」。『両子寺（ふたごじ）』を中心に数
多くの寺院が点在し、地域に根付く山岳仏教と八幡信仰が融合
する“神仏習合の地”国東半島。共生し続けてきた文化と自然に
再びスポットライトを当てる、個性豊かなアート作品を見に行き
ましょう。今までと同じ景色が、違って見えるかも。

カルチャーツーリズム
国東半島

■問 国東市観光課　■℡ 0978-72-5168
■問 豊後高田市商工観光課　■℡ 0978-25-6219

prologue
movie

cyclingレン
タサイクル

国東市サイクリング
ターミナル

　国東市の海岸線は、海からの心地よい風を感じられる絶好
のサイクリングコース。『道の駅くにさき』内にあるサイクリング
ターミナルでは、電動アシスト付きのものやマウンテンバイク、
スポーツバイク、子ども用自転車など利用者のニーズに合わせ
た自転車がレンタルできます。豊かな自然を体感しましょう！

MAP■所 国東市国東町小原2662-1 道の駅くにさき内
■℡ 0978-72-5168
■料 レンタサイクル500円、高校生以下300円※1日料金
■営 8:30～17:00　■休 なし
■Ｐ 共有P利用（100台）　■Ｍ G-1
■交 塩屋ICから車で約15分

豊かな自然と歴史を紡ぐ

守り続けてきた自然と歴史、土地に息づく人々の暮らし。
それらを照らす、半島に点在するアート作品たちに会いに行こう。

　太陽の光や風向き、天候によってさまざまな表情を見
せる長崎鼻で、岬の風景と一体化するように鎮座する作
品。この地と同様に、刻 と々変わる表情を楽しもう。

■所 豊後高田市見目4060　■Ｍ E-1
■交 塩屋ICから車で約1時間

鴻池朋子＜One Wild Day>

　国東半島で集めた漂流
物を使った作品は、旅人
を運ぶラクダがモチーフ。
ラクダのお腹部分には植
物や種が置かれており、
持ち帰ったり持ち寄ったり
することができます。

■所 豊後高田市見目4060　
■Ｍ E-1　
■交 塩屋ICから車で約1時間

　ひまわりの形をしたオブジェによって生まれる影の下に、
訪れる人が憩う“自然のベンチ”。変化する影に身を任せ、
そこで出会う自然とのつながりを感じて。

■所 豊後高田市見目4060　■Ｍ E-1　■交 塩屋ICから車で約1時間

木村崇人<太陽と坐る>

　辿り着いた先には、各地から運ばれてきた石で制作され
た作品がお目見え。好きな石を持ち寄って、あなたも制作
者の一人になろう。頂上からの眺めも格別！

■所 国東市国東町綱井 祇園山　■Ｍ G-1　■交 塩屋ICから車で約15分

<「首飾り-石を持って山に登る」>
島袋道浩  祇園山プロジェクト

One Wild Day
国東半島のラクダ

太陽と坐る

秘境の花屋
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1.花や植物に囲まれた店内でハンバーガーにかぶりつこう！
2.作家のハンドメイドアクセサリーなども販売している
3.「秘境バーガー」770円、「お花の入ったサラダ」385円。
サラダとドリンクのセットは+550円

　空き家となっていた国東市鶴川地区
の民家の内部をコンクリートで型取っ
たレイチェル・ホワイトリードの作品。
神棚と仏壇が横並びになった座敷など、
この家にかつてあった日常が甦ります。

■所 国東市国東町鶴川1328-1　■Ｍ G-1
■交 塩屋ICから車で約20分

<Kunisaki House>
レイチェル・ホワイトリード

淀川テクニック<国東半島のラクダ>

体験食べる 買う

く に さ き は ん と う
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旬 !

　小高い丘の上に向かって伸びる一本の白い
手すり。参道を囲む豊かな自然を感じながら、
一歩また一歩と頂上へ。夜にはまばゆい光を
放ち、訪れる人の道を照らしてくれます。

■所 国東市国東町綱井 祇園山　■Ｍ G-1
■交 塩屋ICから車で約15分

<「光る道-階段の無い参道」>
島袋道浩  祇園山プロジェクト

国東市エリア

豊後高田市エリア
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しらす料理の
豊洋丸

さいき 海の市場〇

La vie douce

糀屋本店

上岡駅
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堅田IC

さ い き

1.右手前「塩糀」（220g）1200円や左「カラカ
ラ鬼糀」1400円、「にんにくもろみ糀」1620
円など、お土産にもピッタリ　2.「こうじウー
マン」として活動している代表の浅利妙峰さ
ん。糀について気になったことは聞いてみて
3.創業当時から変わらない建物は、商人町の
風情が残る船頭町によく馴染む

1.梅田家具店に隣接しているライフスタイル
ショップ　2.手帳デコレーションによく使われると
いうスタンプ。好みの色や形を探してみて　3.陶芸
家・薬師寺和夫さんの「カップ」2640円と「コー
ヒードリッパーセット（耐熱）」2万900円

食べる 買う

心ときめくカフェタイム
おうちカフェで

いつもの食事にプラスして
発酵パワーで元気に！

■所 佐伯市長良77-1　
■℡ 0972-30-1256
■営 11:00～18:00
■休 火曜※ほか不定休あり　
■Ｐ 10台　■Ｍ F-5　
■交 佐伯堅田ICから車で約2分

　佐伯市出身の作家たちが制作する器や文房具な
どの雑貨が並ぶ店。特に最近人気なのは、手帳や
手紙をデコレーションできるアイテムなのだとか。
カラフルなマスキングテープやスタンプは見ている
だけでも楽しい気持ちに。お土産や旅の思い出に
もピッタリです。

■所 佐伯市内町1-10　■℡ 0972-22-0064
■営 11:00～18:00　■休 木曜　■Ｐ 2台　
■Ｍ G-4　■交 佐伯ICから車で約10分
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1 きらめく空と海を眺めながら

MAP

1.イートインでの食事は予約制。漁がない日は急速冷凍したシラスを提供　2.「シラスコロッケ」1個150
円はテイクアウトもOK　3.「生・釡のハーフ＆ハーフ丼」1500円。シラスの味わいを食べ比べてみて

1.見晴らしのよいテラス席がオススメ　
2.左から「エイド（キウイ）」600円、「チョコ
バナナパフェ」900円　3.お家にいるかの
ような温かい雰囲気が漂う、かわいらしい
お店

　1689年創業。「世界中の人をお腹の中から元気に幸
せにしたい」という想いで日々の糀の働きや素晴らしさ
を発信している昔ながらの糀屋さん。糀は免疫力向
上、疲労回復の効果も期待できるそう。お店の人に料
理での使い方や糀の歴史などを気軽に尋ねてみて。

■所 佐伯市大手町3-4-11　
■℡ 0120-166-355
■営 9：00～17：00
　（電話注文受付 月～金曜10:00～15:00）
■休 日曜、祝日　■Ｐ なし　■Ｍ G-5
■交 佐伯ICから車で約10分

La vie douce
ラヴィドゥース

糀屋本店

さいき 海の市場〇
まる

旬 !

 プリンや映えるクリームソーダ、フルー
ツエイドといったドリンクが人気の『cafe 
MARY.』。チョコアイスやムース、コー
ヒーゼリーなどが上から下までぎっしり
と詰まった「チョコバナナパフェ」は、
チョコ好きにはたまらない1品です。甘
いものを頬張りながら、心地良い空間で
ゆったり過ごしてみては?

cafe MARY.
カフェ マリー

■所 佐伯市米水津浦代浦680
■℡ 080-8563-7232　■営 12：00～16：00　
■休 不定　■Ｐ 6台　■Ｍ G-5
■交 佐伯堅田ICから車で約18分

　朝獲れの鮮度抜群なシラスが味わえる食事処。
釡揚げシラスももちろん旨いが、つるっとした口当
たり、肉厚でプリプリとした食感の生シラスは、シ
ラス漁師直営の店だから提供できるおいしさ！　釡
揚げと生シラス、どちらも食べたいなら「生・釡の
ハーフ＆ハーフ丼」がオススメです。

1.佐伯名物が一堂に集結。いろいろ
見比べて購入しよう。　2.海産物は
充実の品揃え。「ごまだし」は白身魚
を焼き、ごまと一緒にすり合わせ、醤
油を足して仕上げた伝統調味料。シ
ンプルだけど旨みいっぱい

　いりこやちりめんなどの海産物、佐伯名物「ごま
だし」、菓子類などが並ぶ、農水産物直売所。中
でも注目は最高品質の干物が多種そろう“干物マー
ケット”。その場で発送できるので遠方の方でも　
安心！　「ごまだしうどん」などが味わえる軽食コー
ナーも併設しています。

■所 佐伯市葛港3-21　■℡ 0120-167-077
■営 9：30～18：00
■休 1月1日 ※ほか1月に不定休あり　
■Ｐ 150台　■Ｍ G-4
■交 JR佐伯駅から徒歩約6分
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「おいしい海鮮が味わいたい！」そんなときは佐伯市へ。
かわいいカフェや雑貨屋さんにも立ち寄って忘れられない一日を。
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■所 竹田市直入町長湯3041-1 　■℡ 0974-64-1444
■料 800円、市内の大人600円、小学生400円、レンタル水着500円
■営 バーデゾーン（水着着用ゾーン）10:00～20:30（最終受付20:00）/
　内湯～21:30（最終受付21:00）
■休 第1・3水・木曜　■Ｐ 20台　■Ｍ C-4
■交 竹田 ICから車で約16分

　建築家・坂茂の洗練された空間の中で自然炭酸泉を楽しめる温浴施
設。芹川を見ながらの往復100ｍにもなる歩き湯や寝湯など、趣向を
凝らした湯船がたくさん。日本では珍しい泉質「重炭酸泉」は、血圧が
下がり、血流が良くなったりと、ゆっくり浸かりたい健康的な湯と言わ
れています。宿泊棟やレストランもあるので、お腹も心も満たされよう。

LAMP豊後大野 REBUILD SAUNA

豊後大野市

リ ビ ル ド サ ウ ナ 

■所 豊後大野市緒方町尾平鉱山57　■℡ 0974-47-2080　■料 2時間1人2,000円※事前予約
■営 10:00～19:30、金・土曜12:30～22:00※1回　■休 月・火曜　■Ｐ 20台　■Ｍ C-5
■交 朝地ICから車で約50分

祖母傾の大自然×本場フィンランド式サウナ

クアパーク長湯

竹田市

な が ゆ

秋あそび
おおいたの

アクティビティや美しい紅葉、
果物狩りなどなど

おんせん県おおいたには
“秋ならではのお楽しみ”が

いっぱいです！

旬

■所 臼杵市野津町野津市1346
■℡ 0974-32-2220（吉四六の里観光協会/臼杵市
役所市民生活推進課内）
■Ｐ 10台　■Ｍ F-4　■交 臼杵ICから車で約18分

　境内の約200本のモミジが色づく様は壮観で、
散ってもなお赤い絨毯のように参道を染めます。
囲むように枝を伸ばすモミジと荘厳な「普賢菩
薩」がどこか神秘的で趣のある秋模様。

臼杵市

普現寺
ふげんじ

■所 大分市上判田　■℡ 097-588-0656（大分県県民
の森管理事務所8:30～17:15）
■営 9：00～16:30　■休 火曜　■Ｐ 25台　■Ｍ E-4
■交 大分光吉ICから車で約23分

　4,475ヘクタールもの広大な森林に、キャンプ
場や展示館などを有する施設。秋、赤く染まる森
で紅葉狩りを楽しむ3つの「秋の周遊オススメコー
ス」も。詳しくは「大分県民の森管理事務所」まで。

大分市

県民の森（森林学習展示館）

■所 別府市南立石字寒原10-7　■℡ 0977-22-2278
■料 往復1,600円、4歳以上の小学生800円/片道1,000円、4歳
以上の小学生500円　■営 9:00～17:30、11/15（火）～3/14
（火）は9：00～17:00※悪天候や設備点検で運休の場合あり
■休 なし　■Ｐ 250台　■Ｍ D-3　■交 別府ICから車で約5分

　鶴見岳山上駅（標高1300ｍ）までは、九州最大
級の大型ゴンドラで約10分の空の旅！見下ろす先
には、紅葉と別府湾や志高湖が望めます。山頂か
らの秋色グラデーションを楽しむのもおすすめ。

別府市

別府ロープウェイ

■所 日出町藤原5708-15　■℡ 080-3989-2973
■料 600円、3歳以上の小学生400円
■営 10:00～16:00※雨天時中止あり　■休 なし
■Ｐ 20台　■Ｍ E-2　■交 日出ICから車で約6分

　低木なので大人から子どもまで楽しめるミカン
狩り。さまざまな品種のミカンが食べ放題で、1
キロ250円で持ち帰りもできます。農園産の作物
も販売しているので、お土産にもピッタリです。

日出町

関口観光農園

■所 中津市耶馬溪町深耶馬溪3152
■℡ 0979-54-3111（耶馬溪支所地域振興課） 
■Ｐ 256台　■Ｍ B-2
■交 耶馬溪山移ICから車で約8分

　公共駐車場からも近い「一目八景展望台」や散
策道、見晴らし台など、様々な角度から堪能でき
る風光明媚な8つの岩山。岩壁に着物を着せたか
のような鮮やかで立体感のある秋景色は必見です。

中津市

一目八景
ひとめはっけい

■所 杵築市守江259-8　■℡ 090-2173-4716
■料 入場料500円、小学生300円、小学生未満無料
※キウイ持ち帰りは20個1000円
■営 11月1日～12月中旬10:30～16:00※適格サイズの狩
り取り終了時点でシーズン終了　■休 期間中はなし
■Ｐ 10台　■Ｍ F-2　■交 杵築ICから車で約15分

　なかなか見ることのない木に実ったキウイの収
穫体験。トイレや屋外テーブルなど充実の設備
と、大きなブランコやツリーハウスなどの手作り
遊具もあり、家族でも友達同士でも楽しめます。

杵築市

すまーとらいふ農園KITSUKI

■所 九重町田野1208　■℡ 0973-73-3800
■料 500円、小学生200円、小学生未満無料　
■営 7～10月8:30～18:00（最終入場17:30）/
　11～6月8:30～17:00（最終入場16:30）
■休 なし※天候不良で入場制限の場合あり　■Ｐ 275台
■Ｍ C-3　■交 九重ICから車で約20分 

　人道専用としては日本一の高さを誇る吊り橋。
360°の大パノラマで、「日本の滝百選」に選ばれた滝
や、「くじゅう連山」などが目に飛び込んできます。秋
は色づいた原生林を楽しむ天空の散歩道に。

九重町

九重“夢”大吊橋
ここのえ

■所 宇佐市安心院町福貴野
■℡ 0978-34-4839（宇佐市観光協会安心院支部）
■Ｐ 20台　■Ｍ C-2
■交 安心院ICから車で約20分

　荘厳な滝と真っ赤な紅葉のコントラストが美し
い「宇佐の三滝」の1つ。噴火によってできた猛々
しい岩肌に沿って落ちる滝は迫力満点。全身で
大自然を体感できます。

宇佐市

福貴野の滝

■所 玖珠町山田
■℡ 090-8299-7546（10:00～19:00）※事前予約
■料 1人につき10,000円（保険料込み）　■Ｐ 25台
■Ｍ B-3　■交 玖珠ICから車で約15分

　地上685.5ｍの山頂から玖珠盆地を眼下に望む
空中飛行。“スリル満点！ でも心地いい”、経験
豊富なパイロットと2人乗りなので初心者も安心。
空からの絶景を求めて鳥になってみませんか？

玖珠町

伐株山タンデムフライト
きりかぶさんふ き の

■所 由布市湯布院町川上2995-1　■問 https://camy.oita.jp/
■料 1,700円、大学・専門学生1,200円、中高生1,000円、小学生700円、小学生未満無料
※事前オンライン予約で各200円割引　■営 9：30～17:30（最終入場16:00）　
■休 隔週水曜　■Ｐ なし　■Ｍ C-3　■交 湯布院ICから車で約8分

　焼杉を使って湯布院の里山に溶け込むよう造られたスタイリッシュ
な外観の現代アート美術館。館内には草間彌生や村上隆、奈良美智
など、日本を代表するアーティストの作品が並びます。露天風呂と
庭が付いた一棟貸しの宿『COMICO ART HOUSE YUFUIN』も併
設しており、滞在中は最大2回まで無料で美術館を楽しむことができ
ます。夏にオープンした新館も見逃せません！

COMICO ART MUSEUM YUFUIN

由布市

コ ミ コ   ア ー ト ミ ュ ー ジ ア ム   ユ フ イ ン

©NHN JAPAN Corp.

そ ぼ かたむき

　廃校になった小学校をリノベーションした、ユネスコエコパーク内にある宿泊施設。
廃材をリユースして“REBUILD ―再建”したというサウナはパッチワークのような愛らし
さ。祖母山系から山水をひいた水風呂はプールのように広く、大自然の中で四季を感じ
る外気浴は格別です。自分で石に水をかけて高温の水蒸気を発生させる「セルフロウ
リュ」も楽しめます。食べてよし、泊ってよし、ととのってよしの施設です。
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←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。

■所 宇佐市辛島4-3　■問 0978-32-1432
■営 10:00～17:00
■休 水曜（祝日の場合は営業）、盆、年末年始　
■料 無料　■Ｐ 33台　■交 宇佐ICから車で約8分

「識る・感じる・愉しむ」の体験を通して酒づくりの文化や発
酵の魅力を身近に感じられる施設『辛島 虚空乃蔵』がオー
プンしました。日本酒や焼酎、ワイン、クラフトビールな
どこだわりの商品販売と飲み比べが楽しめるバーカウン
ターを設置した「米の蔵」と、出来立てのクラフトビールや
日本酒と共にそれに合った“アテ”が味わえる「麦の蔵」から
なるこの施設は、国内初認定となる「清酒特区」による日本
酒づくり体験（平日のみ、1日2組限定で各5名まで）もでき
ます。ノンアルコールカクテルやスイーツも楽しめるので、
ぜひ、お出かけください。

暑さも和らぎ、いよいよ秋到来！　今回の
特集では、国東半島エリアと佐伯市にお邪
魔してきました。佐伯市では新鮮なしらす
丼に、甘美なるスイーツ…とおいしいもので
お腹いっぱいに。 『糀屋本店』“こうじ屋ウー
マン”の浅利さんのお話も楽しかったです。
その他、紅葉スポットや果物狩り情報など
も紹介していますので、「ぐるり」片手に、お
おいたの秋を楽しんでくださいね♪

ツーリズムおおいたでは、HPは
もちろん、facebookやInstag
ram、ツイッターなどSNSでさ
まざまな情報を発信していま
す！イベント情報や注目の観光
施設、思わず写真に撮りたくな
る映えスポットなどなど、内容
も盛りだくさん！ぜひ、チェック
してフォローしてくださいね☆

※掲載している料金・内容等は令和4年9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。

1000円分商品券

SAKE GALLERY 東西／国東市

※利用期限/2023年2月28日（火）まで

「手造り純米酒」や「東西」などの日本酒はもちろん、酒
蔵ならではのかわいいグッズがいっぱい！ 

1000円分食事券

※利用期限/2023年2月28日（火）まで

心ときめくクリームソーダやプリンが楽しめる、癒やし
のカフェ。カフェ利用のほか、ランチも楽しめます。

キスケ糀パワー
塩ペッパー

糀屋本店／佐伯市
こだわりの海塩に香り高い黒コショウとパウダー状の米
糀をブレンド。これひと振りでいつもの料理がレベル
アップ！

○（まる）の佃煮＆
○（まる）だしのセット

さいき 海の市場〇（まる）／佐伯市

※利用期限/2023年2月28日（火）まで

いりこやちりめんなど、佐伯のこだわり海の幸が並ぶ農
産物直売所。自慢の佃煮とだしをセットで。

「COMICO ART MUSEUM
YUFUIN」ペア入館券

COMICO ART MUSEUM YUFUIN／由布市
由布院に溶け込む現代美術館。新館を増設し、名だた
る芸術家のより多くの作品と出合える空間に。

「クアパーク長湯」
ペア入浴券

クアパーク長湯／竹田市

※利用期限/2023年2月28日（火）まで

建築家・坂茂が設計した自然と一体化した温浴施設。
天然重炭酸泉で心身ともにリフレッシュしよう。

「九重“夢”大吊橋」
ペア入場券

九重“夢”大吊橋／九重町
人道専用としては日本一高い“天空の散歩道”。九重の
大自然を堪能できる360°パノラマは圧巻です。

別府ロープウェイ／別府市

※利用期限/2023年3月31日（金）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名様

no.7
5名様

no.8
5名様

no.9
3名様

no.4
10名様

no.5
1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2022年12月中旬頃になります

応募締切

2022.11/30（水）
当日消印有効

合計 名様に当たる!31

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9月制　作

大分県の観光情報は
こちら！

cafe MARY.（カフェ マリー）／佐伯市

no.3
2名様しらす丼ペア食事券

しらす料理の豊洋丸／佐伯市

※利用期限/2023年2月28日（火）まで

ピチピチ獲れたてのしらす丼。「生しらす丼」「釡揚げし
らす丼」「生・釡のハーフ＆ハーフ丼」3種類から選んで。

no.2
1名様

■所 大分市神崎3098-1　■問 097-532-5010　■営 9:00～17:00
（最終入場 16:30）　■休 なし（年に数日程度、臨時休園する場合
あり）　■料 一般520円、小中学生260円、小学生未満無料
■交 大分ICから車で約25分

高崎山自然動物園70周年記念イベント開催中！

■所 由布市湯布院町川上398
■問 0570-073-011（界予約センター）
■交 湯布院ICから車で約8分

温泉旅館「界 由布院」がオープンしました

大自然を思う存分満喫！『パラディッソおおいた』

■所 豊後大野市千歳町新殿150-1　■問 0974-37-2016
■交 千歳ICから車で約5分■所 玖珠町戸畑9619-1　■問 0973-77-2282　

■交 天瀬高塚ICから車で約3分

焼酎蔵『藤居醸造』がクラフトビール
製造・複合施設をオープンします！

ツーリズムおおいたからのお知らせ

『旧カウベルランドくす』跡地に新たなリ
ゾートパーク『パラディッソおおいた』が
オープンしました。人気シェフがアドバ
イザーを務めるレストランをはじめ、玖
珠の大自然の中で飛ばせるドローン体
験、手ぶらで訪れても楽しめるキャンプ
場やバーベキュー施設、森や星空を活
かしたナイトショーなど見どころ満載。
玖珠町の自然と最先端テクノロジーを
融合させた、SDGs推進プロジェクトに
力を入れているのも魅力です。

昭和4年創業、手造り焼酎一筋の社長が
杜氏を務める焼酎蔵『藤居醸造』が、クラ
フトビール製造・複合施設をオープンし
ます（9月17日予定）。いま人気の「クラフ
トビール」を売り出すことにより、アル
コール離れした若者たちの心を掴もうと
いう試み。さまざまなテイストのビール
を醸造するほか、ハムやソーセージなど
も販売、田園風景を眺めながら味わえる
一杯は最高です。

令和5年3月に70周年を迎える『高崎山
自然動物園』は、野生のサルに餌付け
をしている珍しい施設です。ここのサ
ルたちは、動物園のサル山と違いオリ
のない自然の状態で生活をしているの
で、観光客のすぐ近くに寄ってきたり
します。現在、70周年に向けてさまざ
まなイベントを開催中です。おサルと
一緒に記念撮影やエサやり体験など、見逃せないものばかりです！  ぜひ、
HPをチェックして、可愛いサルたちに会いに来てくださいね！

星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」が
由布院にオープンしました。設計・デザ
インはもちろん、建築家・隈研吾氏が担
当。「棚田暦で憩う宿」をコンセプトとし
た広大な敷地内には、美しい棚田が広
がっています。移ろいゆく風景を眺める
テラスや由布岳を望む温泉、猪肉や穴
熊などジビエ料理が堪能できる特別会
席、ご当地の文化が体験できる「ご当地
楽」など、界ブランドならではのおもて
なしが詰まった宿です。

発酵文化を世界へ発信！『辛島 虚空乃蔵』

1.「麹と発酵文化」の魅力を伝えたい、という思いから誕生した施設　
2.「米の蔵」「麦の蔵」共に、大きなガラス越しから醸造の様子を見るこ
とができる　3.提供されるドリンクやアテの食材は、大分特産のものに
こだわるなど地域との繋がりも大切にしている　4.『辛島 虚空乃蔵』
で醸造する限定酒や蔵人おすすめのアテなども販売

からしまこくうのくら
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「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

天ケ瀬温泉パスポート
開湯から1300年もの歴史がある「天ヶ瀬温泉」は、
豊後三大温泉の一つで“美肌の湯”としても知られて
います。そんな「天ヶ瀬温泉」の魅力を満喫できるの
が「天ヶ瀬温泉パスポート」です。1冊3枚綴りで、
宿泊施設・入浴施設の日帰り入浴や観光農園、お土
産店、カフェなどさまざまな店舗で利用できます。

「天ケ瀬温泉
パスポート」
購入はこちら

日田市

【販売価格】

1,200円

昭和の町でアート＆クリームソーダクーポン

「昭和の町でアート
＆クリームソーダ
クーポン」
購入はこちら

昔懐かしい町並みがレトロ可愛い『昭和の町』に、
新たなクーポンが登場しました。チームラボ昭和
の町・チームラボ真玉海岸・不均質な自然と人の
美術館の3施設がお得に楽しめる「デジタルアート
ギャラリー共通観覧券」に、商店街店舗で提供さ
れるクリームソーダのチケットが付いています！

豊後高田市

炭焼きバウムクーヘン作り体験

「炭焼きバウム
クーヘン作り体験」
購入はこちら

「炭焼きバウム
クーヘン作り」を
体験してミタ！

大自然の中で炭火をおこして「バウムクーヘンづくり」
を体験できる、とても素敵なプランです！竹の棒に特
製の生地をかけて、炭火の上でコロコロ。焼き色が付
いたらまた生地をかけてコロコロ。これをのんびりの
んびりと繰り返すと、バウムクーヘンの出来上がり。
とっておきの想い出になること間違いなし！

豊後大野市

1グループ
【販売価格】

6,000円

MyべっぷFreeフリー乗車券『ミニ（別府市内）チケット』

「MyべっぷFree
フリー乗車券」
購入はこちら

別府市内を観光するなら、断然このチケットがおす
すめ！別府市内・内成棚田地区・城島高原エリアで使
用できます。1日券、2日券とあるので、旅の用途
に合わせて選べるのも嬉しい！由布院や宇佐のアフ
リカンサファリまで足を延ばしたい方におすすめの
「ワイドチケット」もあります。

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9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

1日ミニフリー
【販売価格】

  1,000円大
人

2日ミニフリー

  1,600円大
人

NEW!

【販売価格】
1,000円


