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地元人がオススメする「九州・大分」の魅力Published on, 2020.7.31

※新型コロナウイルス、豪雨災害の影響により、掲載内容が変更となる場合があります。

祝・JR豊肥本線全線再開！

沿線を巡る

色旅行

おおいた豊後牛の中でも

高級ブランドの「頂」を一

頭買いする、道の駅の中

にある人気店。おすすめ

の「豊後牛焼肉定食」は、

カルビからホルモンまで

大満足の内容。肉の店頭

販売も行っています。

［所］豊後大野市清川町砂田1567-1 道の駅きよかわ内 

［℡］0974-35-2903  ［Ｐ］74台／大型バス8台  

［交］中九州横断道路千歳ICから車で約20分、JR豊後清川駅から車で約1分

朝地牛料理を提供するレストランを併

設するほか、「豊後牛メンチカツ」など

の名物も多い人気の道の駅。地元産

椎茸パウダーを振りかけた「しいたけ

ソフト」はクセになる味わいです。

［所］豊後大野市朝地町

板井迫1018-1

［℡］0974-64-1210

［Ｐ］82台／大型バス10台

［交］中九州横断道路朝地IC

から車で約1分、

JR朝地駅から車で約5分

徒歩で

1分！

心字池を中心に500本を超えるモミ

ジやカエデが植えられており、毎年

11月頃になると色鮮やかな紅葉が

水面に映り込む水鏡も楽しめます。

［所］豊後大野市朝地町上尾塚

［℡］0974-27-4215（ぶんご大野里の旅公社）

［Ｐ］80台／大型バス可

［交］中九州横断道路朝地ICから車で約10分、

JR朝地駅から車で約5分

1804年創業の旧岡藩の菓子司『但馬屋

老舗』に隣接する喫茶。地元の栗を使った

栗おこわのセットや、銘菓「荒城の月」やタ

イミングによっては焼き立ての「三笠野」を

食べることができます。

［所］竹田市竹田町40 ［℡］0974-63-1811 

［Ｐ］10台 ［交］中九州横断道路竹田ICから車で約5分、

JR豊後竹田駅から徒歩で約10分

豊後竹田駅の近くにある温泉施設で、日

本初のマイナスイオン還元浴槽は肌荒れ

やアトピー性皮膚炎の方や女性に人気で

す。男女が日替わりで入れ替わる大浴場と

家族湯、足湯もあります。

［所］竹田市大字会々2250 ［℡］0974-64-1126 

［料］500円 ［Ｐ］58台／大型バス2台

［交］中九州横断道路竹田ICから車で約3分、

JR豊後竹田駅下車すぐ

瀧廉太郎の名曲「荒城の月」のモ

チーフにもなった、国指定史跡。真っ

赤に色付いたモミジやカエデと、残

された石垣とのコントラストが美し

く、紅葉の名所としても有名です。

［所］竹田市大字竹田2889

［℡］0974-63-1541（岡城料金徴収所）

［Ｐ］120台／大型バス9台 ［料］300円

［交］中九州横断道路竹田ICから車で約10分、

JR豊後竹田駅から車で約5分

宿泊やレストラン利用もでき

る温泉施設。くじゅう連山を眺

めながら、炭酸水素塩泉が満

喫できます。特産の高原野菜

やトマトを使ったメニューも豊

富で、湯上りにはトマトソフト

もおすすめです。

［所］竹田市荻町新藤1131

［℡］0974-64-9595  ［料］400円

［Ｐ］70台／大型バス可

［交］中九州横断道路竹田ICから車で

約25分、JR豊後荻駅から車で約5分

駐車場から遊歩道を歩くこと

10分。大きな岩の間から何カ

所も湧き水が噴き出す、大野川

の源流。かつて岡藩主がこの名

瀑を眺めるために建てた茶屋

跡も見ることができます。

［所］竹田市荻町陽目

［℡］0974-63-4807（竹田市商工観

光課）  ［Ｐ］100台／大型バス可

［交］中九州横断道路竹田ICから車で

約40分、JR豊後荻駅から車で約20分

白水の滝にほど近い茶屋。囲炉

裏を囲んで、ユズ味噌や赤味噌

で召し上がれる田楽膳やエノハ

料理が人気です。売店では特産

のトマトを使った加工品などを

販売しています。

［所］竹田市荻町陽目371

［℡］0974-68-2210 

［Ｐ］100台／大型バス可

［交］中九州横断道路竹田ICから車で

約40分、JR豊後荻駅から車で約15分

からあげのはなぶさ 岩戸の景観

800年の歴史を持つ古刹。

「彩の宝生寺」「宝生寺の秋」

とも言われ、紅葉の時期に行

われる夜間のライトアップは

幻想的な雰囲気で、訪れた

人々を魅了します。

［所］豊後大野市清川町宇田枝1639

［℡］0974-35-2559  ［Ｐ］15台

［交］中九州横断道路千歳ICから車で

約30分、JR豊後清川駅から車で約10分

宝生寺
ほうしょうじ

道の駅きよかわ・焼肉レストラン 神楽亭
かぐらてい

顔の見える酒造りを目指し、完全手造

り、槽しぼりで酒を醸す造り酒屋。併設

の茶房では、看板商品「鷹来屋」の「きき

酒セット」のほか、ロールケーキなどの

カフェメニューも味わえます。

［所］豊後大野市緒方町下自在381

［℡］0974-42-2216 ［Ｐ］8台

［交］中九州横断道路朝地ICから車で約15分、

JR緒方駅から車で約3分

浜嶋酒造
はましま

明治4年創業の蔵元。軟水で仕込み、小

さなタンクで丁寧に醸造されたお酒が

特徴。先人達の思いを引き継いだ「丹

誠」ブランド、女性に人気の純米酒「ゆす

らもも」が好評です。

［所］豊後大野市緒方町下自在359

［℡］0974-42-2205 ［Ｐ］12台

［交］中九州横断道路朝地ICから車で

約15分、JR緒方駅から車で約3分

吉良酒造
きら

お  が  た

あさじ ぶんごきよかわ

緒 方

あ  さ  じ

ぶんごたけた おがた

朝 地

ぶんごたけた

ぶんごおぎ あさじ

豊後竹田

ぶんごおぎ

たきみず たまらい

豊後荻

尾平鉱山跡にほど近い、

奥岳川の最上流域にあ

る渓谷で、「森林浴の森

日本百選」に選ばれてい

ています。祖母山への登

山口にもなっていて、多く

の登山客やトレッキング

愛好家が訪れます。

［所］豊後大野市緒方町尾平鉱山  ［℡］0974-27-4215（ぶんご大野里の旅公社） 

［Ｐ］有料Pあり  ［交］中九州横断道路朝地ICから車で約65分、

JR緒方駅から車で約55分

［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／大型バス10台（道の駅原尻の滝）

［交］中九州横断道路朝地ICから車で約15分、JR緒方駅から車で約7分

田園に突如現れる幅

120m、高さ20mの名

瀑で、「東洋のナイアガ

ラ」とも呼ばれていま

す。吊橋や滝つぼの岸、

滝の上など、間近で見

ることができます。

原尻の滝
はらじり

いわど

川上渓谷
かわかみ

用作公園
ゆうじゃく

白水の滝
しらみず

天然温泉 荻の里温泉
おぎのさと

陽目の里 名水茶屋
ひなため

岡城跡

竹田温泉 花水月
はなみづき

道の駅あさじ

茶房だんだん

九州オルレ奥豊後コース

大野川と奥岳川の合流点にそ

びえる絶壁。阿蘇火山の巨大

噴火による火砕流でできた崖

に掘られたトンネルから、列車

が飛び出してくるような光景を

写真に収めることができます。

［所］豊後大野市清川町臼尾 

［℡］0974-27-4215

　　（ぶんご大野里の旅公社）

［交］中九州横断道路千歳ICから車で

約15分、JR三重町駅から車で約10分

昭和34年の創業当初から継ぎ

足す秘伝のタレに漬け込んだ、

新鮮な国産鶏の唐揚げ専門

店。骨なしのほか、豪快にかぶ

りつくモモ1本分の唐揚げなど

地元民のソウルフードとして人

気です。

［所］豊後大野市三重町赤嶺1966 

［℡］0974-22-0434  ［Ｐ］6台

［交］中九州横断道路千歳ICから車で

約15分、JR三重町駅から車で約5分三重町豊後清川緒方朝地豊後竹田豊後荻

ぶんごきよかわ

おがた みえまち

豊後清川

秋

観光特急「あそぼーい！」

（熊本-別府間）も

8月8日（土）から運行再開！
※詳細はJR九州HPをご覧ください

玉来

竹田市

豊後大野市

日本最大級、世界でも珍しい水

中鍾乳洞。洞内は歩いて観賞す

ることができ、通年16℃でどの

時期でも楽しめます。また、日本

唯一の水中洞窟ダイビング体験

も行っています。

［所］豊後大野市三重町中津留300

［℡］0974-26-2468  ［料］1,300円

［Ｐ］200台／大型バス20台

［交］中九州横断道路千歳ICから車で

約35分、JR三重町駅から車で約20分

稲積水中鍾乳洞

み え ま ち

ぶんごきよかわ すがお

三重町

いなづみ

撮り鉄
スポット！

JR朝地駅から豊後竹田駅まで、約12kmの山

里の小道を矢印やリボンを目印に歩きます。用

作公園や巨大磨崖仏のある普光寺、岡城跡な

ど、史跡や美しい里山の風景を楽しめます。

［所］豊後大野市朝地町坪泉539-3（朝地駅観光案内所）

［℡］0974-72-0510 ［Ｐ］有料Pあり

［交］中九州横断道路朝地ICから車で約5分

熊本地震で被災し、

一部不通となっていたJR豊肥本線が

8月8日に全線開通するのを受け、

沿線エリアの観光スポット、グルメ、

立ち寄り情報を紹介します。

おかじょうあと
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WEBサイトも
随時更新中！
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information

新たな九州一周の旅
新観光列車「36ぷらす3」、10月出発！

※新型コロナウイルス、豪雨災害の影響により、掲載内容が変更となる場合があります。

おんせん県おおいた

おもてなしクーポン

テッパン! おおいた 検索

最新情報はWEBで配信中！

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。

お得 に 観光

映えスポ！ 秋の開花情報 秋の大分県は、撮影スポットにもってこいの花々が咲き誇ります。

なかには、この時期ならではの体験ができる施設も。 秋の美しさと美味しさを体感してください。

人気のイングリッシュ

ローズなど、約600種

1,000株のバラが秋

の園内を彩ります。ほ

かにも、園内で育てた

野菜とハーブを使っ

たランチや四季折々

の花を楽しめます。

［所］日出町大字大神6025-1 ［℡］0977-73-0012 ［料］650円
［Ｐ］200台 ［交］東九州自動車道日出ICから車で約15分

昭和29年に発掘され

た古墳の周辺に広が

る、真っ赤なヒガンバ

ナの群衆。600坪ほど

の広さに約20万本が

咲き誇る様は見事で、

大林宣彦監督の映画

「22才の別れ」にも登

場しました。

［所］竹田市大字戸上370-2 ［℡］0974-63-4807（竹田市商工観光課）
［Ｐ］20台 ［交］中九州横断道路竹田ICからで約15分

大分屈指の絶景ドラ

イブスポットとして人

気のやまなみハイウェ

イ沿い、飯田高原から

長者原に広がる白いス

スキ野原。ドライブ途

中に車を止め、清々し

い高原の空気と高原

の景色を楽しめます。

［所］玖珠郡九重町大字田野 ［℡］0973-76-3150（九重町商工観光・自然環境課）
［Ｐ］400台／大型バス約20台（長者原ビジターセンター） ［交］大分自動車道九重ICから車で約20分

奇 岩 や 天 然 橋 を持

つ、高さ100mほどの

丘が続く古羅漢の景。

眼下に広がるそば畑

に可憐な白い小花が

咲き誇ります。周辺の

そば店では地元産の

新そばを提供してい

ます。

［所］中津市本耶馬渓町跡田 ［℡］0979-52-2211（中津市本耶馬渓支所地域
振興課） ［Ｐ］60台／大型バス4台 ［交］中津日田道路田口ICから車で約20分

四季を通じて美しい

花々や木々を愛でるこ

とができ、「花の寺」と

しても有名な長安寺。

赤や黄色、白といった

彼岸花が咲き誇りま

す。境内を散策すると

心落ち着くひとときを

過ごせます。

［所］豊後高田市加礼川635 ［℡］0978-22-3100（豊後高田市商工観光課）
［Ｐ］20台 ［交］東九州自動車道宇佐ICから車で約40分

地域を変えながら春

と秋、年に2回そばの

栽培を行っている豊

後高田市。爽やかな秋

の風に揺れるそばの

花を観賞したあとは、

「豊後高田そば認定

店」で地元産のそばを

味わってみては。

［所］豊後高田市 ［℡］0978-25-6246（豊後高田市農業ブランド推進課）

約300品種、2,000

株以上のバラが見事

なローズガーデン。春

に比べ秋のバラは色

が濃く、香りも深くな

るのが特徴です。

［所］日田市天瀬町五馬市2384-3 ［℡］0973-57-8187 ［料］310円
［Ｐ］20台／大型バス3台 ［交］大分自動車道天瀬高塚ICから車で約30分

南米アンデス山脈原

産のベゴニアを中心

に、色鮮やかな約400

種類の花々が１年中鑑

賞できる九州では珍し

いベゴニアの植物園。

園内の「喫茶 空」の自

家製トマトで作るオム

ライスも人気です。

［所］竹田市久住町大字有氏1868 ［℡］0974-77-2928 ［料］200円
［Ｐ］30台 ［交］中九州横断道路竹田ICから車で約25分

七ツ森古墳
な な つ もり

見頃 9月中旬～下旬彼岸花

竹田市
た け た

大神ファーム
お お が

見頃 10～11月秋バラ

日出町
ひ  じ

くじゅう高原フラワーズヴァレー
見頃 11月～6月ベゴニア

竹田市
た け た

天瀬農業公園（ローズヒルあまがせ）
あま が せ

見頃 10月下旬～11月中旬秋バラ

日田市
ひ  た

古羅漢
ふ るらか ん

見頃 9月下旬～10月上旬そ ば

中津市
な か つ

飯田高原
は ん だ

見頃 10月下旬～11月中旬ススキ

九重町
ここのえ

豊後高田市全域
見頃 9月下旬~10月上旬そ ば

豊後

高田市
ぶんごたかだ

長安寺
ちょうあ んじ

見頃 9月中旬～下旬彼岸花

豊後

高田市
ぶんごたかだ

11種2,000本が育つブルーベリー畑

では、毎年9月中旬まで摘み取り体験が

行えます。事前予約制で1人500円、1

パック持ち帰ることができます。大きな

実を付けた高原の恵み、フレッシュな美

味しさが楽しめます。

ブルーベリー摘み取り体験

「美しすぎる星空10選」に選ばれた、久

住高原の満天の星。毎月第4土曜は天体

望遠鏡を使っての観測会や、月毎の星空

や星座にまつわる神話や宇宙の成り立

ちなどのお話もあります。料金は600円

で、当日の入場券があれば無料です。

久住高原星空の巡り

園内にあるキャンピングリゾートでは、久

住高原の絶景や満天の星など、大自然の

中でリフレッシュできます。設備充実のテ

ントで過ごせ、施設内のレストランやカ

フェで食事ができるので、手ぶらでもOK。

キャンプ初心者でも気軽に楽しめます。

キャンピングリゾート 花と星

大分農業

文化公園

杵築市
き つ き

農業体験やキャンプなどができる公園施設。

園内では季節の花々を愛でることができ、秋

になると5万本のコスモスが見ごろを迎え、フ

ラワーガーデンでは球状のコキア（ホウキギ）

が紅葉を始めます。鮮やかな緑から、10月以

降の赤、金、銀と色の変化も楽しめます。

［所］杵築市山香町大字日指1-1 ［℡］0977-28-7111
［Ｐ］１，600台／大型バス18台
［交］東九州自動車道大分農業文化公園ICから車で約2分

くじゅう連山と阿蘇五岳が一望でき

る久住高原にある人気の施設。22万

㎡の敷地には、四季折々の花々が美

しく咲き誇ります。この時期は色鮮や

かな赤や青、白のコントラストが美し

いサルビアやマリーゴールド、可憐な

コスモス、ビッグベゴニアなどが丘一

面を埋め尽くします。

［所］竹田市久住町大字久住4050
［℡］0974-76-1422 ［料］1,300円
［Ｐ］300台／大型バス13台 
［交］大分自動車道九重ICから車で約50分

くじゅう

花公園

竹田市
た け た

カボスやブドウ、ナシ、サ

ツマイモなどの収穫体験

が時期ごとに行われま

す。中でも例年9月下旬

に行う、世界最大の房に

なるというブドウ「ネヘレ

スコール」の収穫体験は

貴重です。

農業体験

｛ ｝

JR九州は、5日間で九州7県を周遊す

る新しい観光列車「36ぷらす3」の運

行を10月16日（金）～開始します。大

分県内の運行は毎週土・日曜で、土

曜に宮崎空港を出発し、大分、別府

両駅を目指して北上します。途中には

秘境駅として人気の佐伯市宇目の宗

太郎駅と重岡駅に停車。翌日曜には

大分、別府両駅を出発し、途中杵築

駅、中津駅に停車し、福岡県の小倉

駅、博多駅へ向かいます。1日単位で

の乗車が可能で、各地域の「美味」を

楽しめるランチ・ディナー付きプラン

と、乗車のみのグリーン席プランの2

種類。列車で巡る九州の旅をお楽し

みください。

［問］九州旅客鉄道株式会社  【 専用ホームページ https://www.jrkyushu-36plus3.jp/ 】

◆新型コロナウイルス関連

　大分県内の情報まとめサイト

◆大分県内観光施設営業再開情報

◆各市町村テイクアウト＆お得情報

◆動画で楽しむ大分県の魅力

◆コロナに負けるな！がんばろうプロジェクト ほか

2020サイクリング路線バス観光券 2,000円

（
税
込
）

中津市 9月30日まで販売

別府鉄輪 ランチクーポン「地獄蒸膳」5,000円

（
税
込
）

別府市 近日発売！

　中津駅から、サイクリングターミナ

ルのある耶馬溪エリアまでのバス往

復券とレンタサイクル代がセットに

なったクーポン券。なんと通常よりも

最大620円もお得です！ 約10kmの

専用サイクリングロードは、旧耶馬溪

鉄道の廃線跡の道で、車を気にする

ことなくサイクリングが楽しめます。

乗り捨て地点の本耶馬渓エリアで

は、「青の洞門」や「耶馬渓橋」など人

気の観光スポットも点在しています。

気軽にサイクリングを楽しみたい方

におすすめのクーポンです。

　別府の鉄輪地区で、地獄蒸し調理

を熟知した鉄輪の料理人が手掛ける

至高のランチができました。温泉の

噴気を利用した地獄蒸し窯で一気に

蒸し上げる温泉地ならではの料理法

で素材のうまみが凝縮され美味しく

てヘルシーなお料理の数々です。「蒸

士茶楼」、「Otto e Sette Oita（オット 

エ セッテ オオイタ）」 の2店舗でこの

クーポンのために考えられた特別な

ランチメニューをお楽しみいただけま

す。（店舗によってメニューは異なり

ます。）

（仮）かんなわ

風光明媚な景色が楽しめます

菊池寛「恩讐の彼方に」の題材にもなった「青の洞門」

鉄輪の料理人が手掛ける至高の「地獄薬膳ランチ」

地獄の噴気を利用して一気に蒸し上げる


