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過ごした分だけ好きになる。 ゆっくり、のんびり、おんせん県の旅へ。
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検 索日本一のおんせん県
地元人がオススメする「九州・大分」の魅力

01

10～12月

号
秋・冬

2019

赤
、
黄
色
と
色
付
く
、
大
分
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

美
し
い
秋
の
景
色
を
ご
案
内
し
ま
す
。

［所］臼杵市野津町野津市1346

［問］吉四六の里観光協会 ［℡］0974-32-2220

［交］東九州自動車道臼杵ICから車で約20分

吉四六さんの菩提寺でもある寺で、境内に

植えられた約200本もの紅葉が来る者を迎

えてくれます。11月下旬には、紅葉のライト

アップやコンサートなども行われる予定です。

普現寺
ふげんじ

見頃 11月中旬～下旬

臼
杵
市

［所］臼杵市前田1366 

［問］臼杵市観光情報協会 ［℡］0972-64-7130

［交］東九州自動車道臼杵ICから車で約5分

臼杵川の上流に位置する渓谷で、8つ

の石橋を渡りながら20～30分かけて登

ります。毎年11月23日には「白馬渓もみ

じまつり」が行われます。

白馬渓
はくばけい

見頃 11月中旬～下旬

臼
杵
市

［所］大分市廻栖野2007-1 

［問］大分県県民の森管理事務所 ［℡］097-588-0656

［交］東九州自動車道光吉ICから車で約45分

4,475haもの広大な敷地内にキャンプ場

などを有する森林公園。11月10日（日）に

は、赤や黄色に染まった「香りの森」の中を

散策する紅葉ウォーキングが行われます。

大分県県民の森
見頃 11月初旬～12月初旬

大
分
市

［所］別府市大字南立石字寒原10-7

［℡］0977-22-2278

［交］東九州自動車道別府ICから車で約5分

阿蘇くじゅう国立公園・鶴見岳山上まで

10分で結ぶ、九州最大級101人乗りの

ロープウェイ。この時期、赤く染まる鶴見岳

の紅葉をゴンドラや山上からも楽しめます。

別府ロープウェイ
見頃 10月中旬～11月下旬

別
府
市

［所］竹田市久住町 ［問］竹田市久住支所 地域振興課

［℡］0974-76-1115

［交］大分自動車道九重ICから車で約60分

中岳を主峰とし、大船山や久住山などが

連なる九州第一位の高山地帯。初夏のミ

ヤマキリシマが有名ですが、秋には燃える

ような赤や黄色の紅葉が山肌を染めます。

くじゅう連山
見頃 10月中旬～下旬

竹
田
市

［所］玖珠町大字古後 

［問］玖珠町企画商工観光課 ［℡］0973-72-7153

［交］大分自動車道玖珠ICから車で約30分

裏耶馬渓の代表的な景勝地で、天に向

かって起立する奇岩の周りを木々が色鮮

やかに染め上げます。

立羽田の景
たちはた

見頃 10月下旬～11月中旬

玖
珠
町

［所］由布市湯布院町川上

［問］由布市ツーリストインフォメーションセンター

［℡］0977-84-2446

［交］大分道湯布院ICから車で約10分

湯布院を代表する観光スポットで、秋にな

ると湖の周辺は美しく紅葉が色づきます。

金鱗湖
きんりんこ

見頃 11月上旬～中旬

由
布
市

［所］九重町田野1208 ［問］九重“夢”大吊橋内

観光案内所 ［℡］0973-73-3800

［交］大分自動車道九重ICから車で約25分

歩道専用吊橋では日本一の高さを誇る人

気の絶景スポット。滝や渓谷林も美しく、

紅葉の名所としても有名です。11月17日

（日）には秋の感謝祭も行われます。

九重“夢”大吊橋
ここのえゆめおおつりはし

見頃 11月上旬～中旬

九
重
町

［所］日田市西有田810‐1

［℡］0973‐25‐5600

［交］大分自動車道日田ICから車で約10分

蒸留所の敷地内にある紅葉スポットでは

11月17日（日）に「紅葉祭」も行われ、蔵

体験ツアーや原酒のテイスティング体験

など、ここならではのお楽しみも。

いいちこ日田蒸留所
見頃 11月上旬～下旬

日
田
市

［所］中津市耶馬溪町大字大島2286-1

［問］中津市耶馬溪支所地域振興課

［℡］0979-54-3111

［交］大分自動車道玖珠ICから

　　車で約35分

広さ2万㎡の日本庭園で、100

種3万1000本以上の樹木や

池、岩、滝など四季折々の美し

さで出迎えてくれます。紅葉も素

晴らしく、10月26日（土）～11

月24日（日）にはライトアップも。

耶馬溪ダム記念公園

「溪石園」
けいせきえん

見頃 10月下旬～11月中旬

中
津
市

［所］中津市耶馬溪町大字深耶馬

［問］中津市耶馬溪支所地域振興課

［℡］0979-54-3111

［交］大分自動車道玖珠ICから車で約15分

名のごとく「ひさし」のように道路に

張り出したもみじが100ｍほど続きま

す。10月26日（土）～11月24日

（日）にはライトアップも行い、夜は幻

想的で美しい紅葉も楽しめます。

ひさしもみじ
見頃 11月上旬～中旬

中
津
市

［所］中津市耶馬溪町大字深耶馬 ［問］中津市耶馬溪支所地域振興課

［℡］0979-54-3111 ［交］大分自動車道玖珠ICから車で約15分

山移川沿いの渓谷・深耶馬溪（しんやばけい）は、狭い谷に

絶壁や石柱が屏風のように連なり、特に“ひと目で八つの景

色を見渡せる”景勝地「一目八景」からの展望は見事です。

一目八景
ひとめはっけい

見頃 10月下旬～11月中旬

中
津
市

色
風
景

［所］玖珠郡九重町大字田野 ［問］九重町商工観光・自然環境課

［℡］0973-76-3150 ［交］大分自動車道九重ICから車で約20分

約2kmにわたり断崖絶壁が続く「九酔渓」はモミやツガ、カツラなど

の渓谷林が広がり、新緑や紅葉、滝など景観が美しいスポットで

す。特に秋は紅葉の名所として有名で、一帯が色鮮やかに染まる

様を峠の展望台から眺めることができます。

九酔渓
きゅうすいけい

見頃 11月上旬～中旬

九
重
町

［所］玖珠郡九重町大字田野 

［問］九重町商工観光・

      自然環境課

［℡］0973-76-3150 

［交］大分自動車道九重IC

      から車で約30分

絶景ドライブスポットで知られるやまなみハイウェイ沿い、飯田

高原～長者原に広がる白いススキの絨毯は、秋の訪れをいち

早く感じさせてくれます。

飯田高原 ～長者原のススキ
はんだこうげん ちょうじゃばる

見頃 10月上旬～11月中旬

九
重
町

［豊後高田市］

・富貴寺

［由布市］

・金鱗湖

［中津市］

・一目八景

・溪石園

・ひさしもみじ

［竹田市］

・くじゅう連山

［玖珠町］

・立羽田の景

［日田市］

・いいちこ

  日田蒸留所

［九重町］

・九酔渓

・飯田高原

 ～長者原

・九重“夢”大吊橋

［臼杵市］

・普現寺

・白馬渓
［豊後大野市］

・用作公園

・宝生寺

［大分市］

・大分県

  県民の森

［別府市］

・別府ロープウェイ

秋

お
お
い
た

［所］豊後大野市朝地町上尾塚 ［問］豊後大野市朝地支所 

［℡］0974-72-1111 ［交］中九州横断道路朝地ICから車で約10分

北側の心字池を中心に

500本を超える広葉樹が

植えられ、毎年11月頃に

なると、赤や黄色に色付

いた木々が水面に映り込

む水鏡も楽しめます。紅葉

期間中は「用作観光もみ

じ祭り」が行われ、週末や

祝日に紅葉がライトアップ

されます。

用作公園
ゆうじゃく

見頃 11月上旬～下旬

豊
後
大
野
市

［所］豊後大野市清川町宇田枝 ［問］豊後大野市清川支所

［℡］0974-35-2111 ［交］中九州横断道路千歳ICから車で約35分

800年の歴史を持つ

寺は、秋になると紅葉

の名所に。11月9日

（ 土 ）には「きよかわ

彩・宝生寺の秋」が

行われ、夜間にライト

アップされます。

宝生寺
ほうしょうじ

見頃 11月上旬～下旬

豊
後
大
野
市

現存する九州最古

の木造建築物で、国

宝にも指定されてい

る古刹。境内の木々

が色づき始める11月

下旬にはライトアップ

が行われ、阿弥陀堂

が浮かび上がる様は

何とも幻想的です。

雅楽などのイベントも

開催予定。

富貴寺
ふきじ

見頃 11月下旬～12月上旬

豊
後
高
田
市

［所］豊後高田市田染蕗2395 ［℡］0978-26-3189［交］大分自動車道宇佐ICから車で約35分
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紅葉スポット情報：発信中／おんせん県おおいたがオススメする秋特集：発信中

大分三大竹灯り情報：発信中／感動の美しさ！オススメ紅葉スポット＆温泉とグルメ特集：発信中

東九州伊勢えび海道
9月2日（月）～11月30日（土）

漁解禁となる9月からの3カ月間、佐

伯市と宮崎県延岡市の食事処27

店舗にて新鮮な伊勢えび料理を堪

能できます。

［問］佐伯市観光案内所 ［℡］0972-23-3400

［問］北浦臨海パーク観光案内所（延岡市） 

［℡］0982-24-5280

三味同心どすこい佐伯！
12月25日（水）まで

ご当地グルメ「佐伯ごまだしうどん」

「海鮮丼」「佐伯寿司」で海の幸を

満喫！ スタンプラリーに参加すれば、

豪華賞品も当たります。

［問］佐伯市観光案内所 ［℡］0972-23-3400

2020ひじカレーラリー
12月8日（日）～
2020年2月29日（土）

「城下かれい」で有名な町のカレー

イベントで、町内の飲食店でオリジ

ナルカレーを提供します。豪華賞品

が当たるスタンプラリーも開催。

［問］日出町観光協会 ［℡］0977-72-4255

宇佐ん味
食べ歩きスタンプラリー
2020年１月14日（火）～
3月14日（土）

宇佐の名物グルメ、「宇佐からあげ」

「宇佐どじょう」「安心院すっぽん」

「大分味一ねぎ」を味わえる、おいし

いスタンプラリー。

［問］宇佐市観光まちづくり課 観光振興係 

［℡］0978-27-8171

豊の国地酒夜会
10月1日（火）

「日本酒の日」にJR大分駅前広場

で行われる日本酒の試飲イベント

（有料）。19時には「全国一斉日本

酒で乾杯！」も行われます。

［問］豊の国地酒夜会事務局（大宣内） 

［℡］097-537-2425

大分ふぐフェスタ
2020年1月下旬～2月上旬

ふぐランチがお得に味わえるイベント。

各店限定20食で完全予約制なので

早目の予約を。最終日には市営陸上

競技場でふぐ雑炊の販売も。

［問］大分ふぐ名店会事務局

     （大分市観光協会内）

［℡］097-537-5764

別府八湯おやつ道
10月1日（火）～
2020年9月30日（水）

別府八湯を巡って名人を目指す「別

府温泉道名人」のおやつ版。温泉郷

をイメージしたおやつを食べ歩き、特

別温泉道名人認定を目指します。

［問］別府市観光協会 ［℡］0977-24-2828

第14回トマト天国inおぎ・
第40回荻ふるさと祭り
11月3日（日・祝）

西日本有数の夏秋トマトの産地・荻

町で行われるイベント。大鍋で作るト

マトリゾットや農産物即売、うまいも

ん市などイベント盛りだくさん。

［問］竹田市荻支所いきいき市民課 

［℡］0974-68-2211

醸造の町臼杵
四社合同蔵出しイベント
11月16日（土）

冬から早春にかけて搾った新酒を熟

成させ、旨みののった秋口に出荷す

る「蔵出し」。飲み頃の日本酒を角打

ちスタイルで楽しめます。

［問］臼杵市観光情報協会 

［℡］0972-64-7130

ほんまもんの里うすき
旬食フェスタ
11月23日（土・祝）

臼杵産「ほんまもん農産物」や海産

物を味わえるイベント。加工品などの

販売や関連イベントも開催されます。

［問］臼杵市農林水産課 

［℡］0974-32-2220

津久見モイカフェスタ
10月15日（火）～
2020年1月15日（水）

独特の甘みと食感がある「モイカ」漁

の盛んな津久見市の恒例イベント。

市内の参加店舗で新鮮なモイカ料

理を提供します。

［問］津久見市観光協会 

［℡］0972-82-9521

県内のほか宮崎県延岡市など24店

舗のパン屋さんが、つくみん公園に

集結！ ドリンクやフード、ハンドメイド

屋台も軒を連ねます。

［問］笑顔をつなぐ会 

［℡］090-1516-0770（木津）

第2回すまいるマーケット
秋のつくみパンまつり
10月20日（日）

津久見市 大分市

竹田市

別府市

臼杵市

佐伯市

日出町

宇佐市

グルメイベント

大分三大

竹灯り
日本でも有数の竹工芸が

盛んな地域で、マダケの

生産量日本一の大分県。

「竹灯り」をまちづくりに生

かした、「三大竹灯り」をご

紹介します。

二王座など歴史深い町並みを照らす、2万本の竹ぼ

んぼりやオブジェの光。臼杵に伝わる「真名長者伝

説（般若姫伝説）」を再現した「般若姫行列」や、各

所でお茶会や演奏会などのイベントも開催されます。

［所］臼杵市二王座ほか市内中心街

［問］うすき竹宵実行委員会事務局 ［℡］0972-64-6080

11月2日（土）・3日（日・祝）

第23回うすき竹宵

重要伝統的建造物群保存地区に指定されている日

田市豆田町周辺を、約3万灯の竹灯籠が幻想的に彩

ります。11月9日（土）・10日（日）の昼は「日田天領ま

つり」が開催されるので、昼と夜の町歩きを楽しめます。

［所］日田市豆田町、花月川周辺

［問］日田市観光協会 ［℡］0973-22-2036

11月8日（金）～10日（日）

第15回千年あかり

2000年からスタートした町並みのライトアップ。武家

屋敷や古刹が点在する、情緒ある竹田城下町一帯

に約2万本の竹灯籠が灯り、幻想的な世界へと誘い

ます。各エリアでイベントが催されます。

［所］竹田市城下町一円 ［問］NPO法人里山保全竹活用百人会

（竹田市観光ツーリズム協会竹田支部） ［℡］0974-63-2638

11月15日（金）～17日（日）

第20回たけた竹灯籠「竹楽」
たけよい

臼杵市 日田市 竹田市

旧豊後森機関庫
ライトアップ
10月5日（土）～14日（月・祝）、
12月21日（土）～2020年1月5日（日）

近代産業遺産である『旧豊後森機関庫』を、期間

中の19～21時にライトアップ。闇夜に浮かぶ機

関庫の重厚な姿は一見の価値あり！

［所］玖珠郡玖珠町岩室36-15

［問］玖珠町役場企画商工観光課 ［℡］0973-72-7153

天ヶ瀬温泉
クリスマスイルミネーション
11月下旬～2020年1月中旬（予定）

玖珠川沿いの天ヶ瀬温泉街がイルミネーションや

クリスマスツリー、湯けむり行灯で飾られる、天ヶ瀬

温泉の冬の風物詩。

［所］日田市天瀬町桜竹

［問］日田市観光協会天瀬支部 ［℡］0973-57-2166

［所］別府市鉄輪８組ロイヤルタウン大観山

［問］別府市観光課 ［℡］0977-21-1128 

クーポンありクーポンあり あまがせ

地元漁師と地区民が中心となって手作りする、約20

万球のイルミネーション。初日にはイベントも行われ、

点灯式後は打ち上げ花火が上がります。

［所］臼杵市深江地区漁民広場

［問］上浦・深江振興協議会事務局 ［℡］0972-64-5900

臼杵最大級
イルミネーション
フェスティバル 2019

おんせん県おおいた

おもてなしクーポン

ちくらく

飲食店や観光施設の利用が割引になった

り、ちょっとしたプレゼントが貰えたり･･･。

そんな“嬉しい特典”が付いたクーポンを販

売しています。クーポンを利用すれば、旅が

もっともっと楽しくなること間違いなし！

ライトアップ＆イルミネーション イベント 秋冬の大分を彩る、光のイベントをご紹介。
個人旅行にオススメ！

～2020年2月14日（金）

江戸時代に焼失した府内城天守閣をイメージし、約

7万球のLEDを使って現代に蘇らせたイルミネーショ

ン。夜空に浮かび上がる約29ｍの天守は圧巻です。

［所］大分城址公園　

［問］大分市まちなみ企画課 ［℡］097-574-6628　

大分城址公園
仮想天守イルミネーション
～300年の刻を経て、今蘇る！～

12月14日（土）～2020年1月中旬

べっぷ
クリスマスファンタジア
12月21日（土）・22日（日）

冬の澄んだ夜空に、音楽に乗せて打ち上がる色

とりどりの花火。別府の冬の風物詩とも言える一

大イベントで、観るものすべてを魅了します。

［所］的ヶ浜公園・スパビーチほか

［問］別府市観光協会 ［℡］0977-24-2828

杉乃井ホテル
イルミネーション
通年

全長約600mの道路沿いに光り輝く名物イルミ

ネーション。光のトンネルや湯けむりのライトアップ、

プロジェクションマッピングなどが楽しめます。

［所］別府市観海寺1 ［℡］0977-24-1141

すぎのい

うすき

鉄輪温泉の
湯けむりライトアップ　
毎週土・日曜、祝日、イベント時

鉄輪一帯で立ちのぼる湯けむりを望める湯けむり展望

台。週末などに行われる湯けむりライトアップは、「日本夜

景遺産」にも認定された幻想的な湯の町の景色です。

かんなわ

別
府
市

大
分
市
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府
市

ハーモニーランド
イルミネーション
11月2日（土）～2020年1月12日（日）
の特定日

園内を彩る120万球のイルミネーションや、光煌

めくパレードが楽しめます。

［所］日出町大字藤原5933

［問］ハーモニーランドゲストインフォメーション［℡］0977-73-1111

日
出
町

玖
珠
町

日
田
市

5,000円、8,000円、12,000円

湯けむりが立ち込め

る石畳など、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

フェなどで利用でき

るクーポンです。

1,000円1,000円

別府・鉄輪湯けむり
まち歩きクーポン

別府編

全国に4万社余ある、

八幡社の総本宮・宇

佐神宮と四日市界隈

の門前町2エリアの

8カ所で、飲食やお

買物、体験に利用で

きるチケットです。

1,000円1,000円

宇佐・四日市界隈
まち歩きクーポン

宇佐編

豊後高田市「昭和ロ

マン蔵」内（有料入

場）2カ所と、「昭和

の町」10カ所で飲食

やお買物に利用でき

るチケットとレンタサ

イクルの特典付き。

1,000円1,000円

昭和の町ぐるっと
散策クーポン

豊後
高田編

別府湾にたたずむ

海の城下町「日出」

をゆっくり楽しむなら

このクーポン。スイー

ツ・体験・レンタサイ

クルなどに利用でき

ます。

1,000円1,000円

ひじ ゆるりと
クーポン

日出編

おおいた豊後牛の中でも、上位等級（肉質4等

級）以上の「おおいた和牛」が、県内約10施設の

取扱店で特別価格・特別メニューで味わえます。

グルメ編

ご当地編

おおいた和牛
プレミアムクーポン

テッパン! おおいた 検 索

かんなわ


