
阿蘇の外輪山を水源とする大野川に作られた灌漑用水

の調整ダム。水がなだらかな曲線を描いて落ちる様は、

「日本一美しいダム」とも称されます。

［所］竹田市荻町鴫田6225-3

［℡］0974-63-4807（竹田市商工観光課） ［Ｐ］２０台

※6月上旬まで工事中のため越流中止

くじゅう連山や阿蘇五岳をバックに、四季折々の花々が

美しく彩る人気スポット。夏は一面を紫色に染めるラベ

ンダーをはじめ、ひまわり、ケイトウが咲き誇ります。

［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

別府市と熊本県阿蘇市を結ぶやまなみハイウェイは、九

州屈指のドライブルート。中でも長者原は、くじゅう連山

や緑の大草原が広がるビューポイントです。

［所］九重町大字田野長者原 

［℡］0973-76-3150（九重町商工観光・自然環境課）

［Ｐ］400台（長者原ビジターセンター tel.0973-79-2154）

恋が叶うと言われる「恋叶ロード沿い」にある花とアート

の岬。青い海をバックに、160万本ものひまわりが咲き

誇り、8月中旬には「ひまわりフェスタ」も行われます。

［所］豊後高田市見目4060

［℡］0978-54-2200（NPO法人 長崎鼻B・Kネット）

［Ｐ］300台／大型バス可

由布市を代表する景勝地の一つで、周りの散策路から

は魚や水鳥が泳ぐ姿が見られます。夏の美しい緑に囲

まれて、清々しいひとときが過ごせます。

［所］由布市湯布院町川上1561-1

［℡］0977-84-2446

　　（由布市ツーリストインフォメーションセンター）

［交］大分自動車道湯布院ICから車で約10分

［Ｐ］なし

やまなみハイウェイ（県道11号）で由布市から別府市

に向かう途中にある展望台。標高約680mから、緑の濃

い由布院盆地が一望できます。

［所］由布市湯布院町川上1946-14

［℡］0977-84-2446

　　（由布市ツーリストインフォメーションセンター）

［Ｐ］16台
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地元人がオススメする「九州・大分」の魅力Published on, 2020.5.29

車で約15分 

▲ ▲

車で約30分 

▲ ▲

長崎鼻
ながさきばな

大分県内で唯一、水平線に沈む夕日が見られる海岸。夕

日と干潟が織りなす光や影、色といったコントラストが

美しく、「日本夕陽百選」にも選ばれています。

［所］豊後高田市臼野 ［℡］0978-22-3100（豊後高田市商工観光課）

［Ｐ］５０台／大型バス可

干潟夕陽ごよみ https://www.showanomachi.com/topics/detail/43

真玉海岸
またま

狭霧台展望台
さぎりだい

1200年もの歴史を持

つ田園風景が残る田染

荘は、国の重要文化的

景観に認定されました。

展望台からの眺めは絶

景です。

［所］豊後高田市田染

　　小崎2596

［℡］0978-22-3100

　　（豊後高田市商工観光課）

［交］東九州自動車道

　　農業文化公園ICから

　　車で約30分

［Ｐ］５台（田染荘展望台）

田染荘
たしぶのしょう

金鱗湖
きんりんこ

たしぶのしょう

豊後高田市 由布市九重町～竹田市

くじゅう花公園

 ▲ ▲ 車で約5分

長者原
ちょうじゃばる

白水ダム（白水溜池堰堤）
はくすい

心と体を癒してくれる、大分の雄大な自然。絶景を眺めながら深呼吸して、しばし休息を。

ココロとカラダに休息を

おおいた絶景ドライブ

九重“夢”大吊橋
ここのえゆめおおつりはし

歩道専用吊橋では日本一の高さを誇る人

気観光スポット。吊橋から眺める滝や渓谷

林といった四季折々の景色も美しく、360

度の絶景が楽しめます。

［所］九重町大字田野1208

［℡］093-73-3800（九重“夢”大吊橋内観光案内所）

［料］500円 ［Ｐ］大型駐車場完備／中村側大型バス37台

［交］大分自動車道九重ICから車で約25分

九重“夢”大吊橋

長者原

昼　食

くじゅう花公園

白水ダム

九重“夢”温泉郷

別府市、由布市に次いで源泉数の多い

九重町には個性豊かな12の温泉郷が

あり、九重“夢”温泉郷と呼んでいます。

［℡］0973-76-3150（九重町商工観

光・自然環境課）

久住高原温泉郷

このエリアの温泉は、泉質や効能が豊

富で広大なロケーションが特長です。

ほかにも竹田市では、炭酸泉で有名

な長湯温泉や竹田・荻温泉など各エ

リアで良泉が楽しめます。

［℡］0974-76-1610（久住高原観光

案内所） 

道の駅すごう

標高の高い位置にあり、新鮮な高原

野菜の品揃えが魅力です。中でも7月

～8月中旬は糖度の高いスイートコー

ンや、通年味わえるとうもろこしソフト

などの加工品も人気です。

［所］竹田市大字菅生989-1

［℡］0974-65-2211

［ P］100台／大型バス9台

モ デ ル ル ート

別府市街地から国東（くにさき）半島、遠くは四国まで見

渡せる眺望抜群の展望台。特に夜景が素晴らしく、「日

本夜景遺産」にも選定されています。

［所］別府市大字野田字池ノツル1200

［℡］0977-21-1128（別府市観光課）

［Ｐ］8台／大型バス1台

標高600m、阿蘇くじゅう国立公園に含まれる高

原の湖。ボート遊びや季節の彩りが楽しめる憩い

の場です。湖畔にはキャンプ場もあります。

［所］別府市別府4380-1

［℡］0977-25-3601（志高湖管理事務所）

［Ｐ］300台

阿蘇くじゅう国立公園の東端にある標高1,375mの山

で、山頂までロープウェイで約10分で上がることがで

き、別府市街から別府湾、くじゅう連山を望めます。

［所］別府市大字南立石字寒原10-7

［℡］0977-22-2278（別府ロープウェイ）

［Ｐ］250台／大型バス3台

［交］東九州自動車道別府ICから車で約5分
車で約6分 

▲ ▲

車で約40分 

▲ ▲

車で約30分 

▲ ▲

車で約23分 

▲ ▲

鶴見岳
つるみだけ

志高湖
しだかこ

十文字原展望台
じゅうもんじばる

別府市
車で約10分 

▲ ▲

九重町

豊後高田市

竹田市

別府市

由布市

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容が変更となる場合があります。

ここのえ ぶ んご た か だ ゆ  ふた けた

くじゅう



 ▲ ▲ 車で約15分

じおん きりかぶさん

ふどうさん

宇佐市

◆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／各市町村イベント延期・中止情報

　各市町村テイクアウト情報／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

vol.31PRESS
発行／公益社団法人ツーリズムおおいた Published on, 2020.5.29

公式WEBサイトも随時更新中！
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大分県県民の森のラベンダー

園内の「香りの広場」には8500㎡のラ

ベンダー園があり、シーズン中は紫色の

花々が良い香りを漂わせます。

［所］大分市大字廻栖野2007-1

［℡］097-588-0656

６月中旬～下旬大分市

information

熊本地震で被災したJR豊肥本線の、熊本県肥後

大津駅と阿蘇駅間が8月に復旧。大分と熊本を結

ぶ列車が4年4カ月ぶりに運行します！

JR豊肥本線8月に全線運転再開 ホバークラフト、
2023年復活

飛行機を使って人工衛星を打ち上げる水平型宇

宙港に大分空港が決定。アジア初の宇宙港とし

て2022年の打ち上げ開始を目指します。

大分市と大分空港を

海路で結ぶホバーク

ラフトが、2023年以

降に復活します。所要

時間が陸路の60分か

ら25分に短縮される

予定です。

大分空港がアジア初の宇宙港へ

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！

大神ファームのひまわり

美しい森に包まれた広大な園内には、黄

色のほか、赤やオレンジなど珍しい色や

形のひまわりが咲き誇ります。

［所］日出町大字大神6025-1

［℡］0977-73-0012 ［料］650円

お得 に 観光

おおいた

絶景ドライブ

西椎屋の景
にししいや

円錐形の山と棚田、集落

が織りなす景色がペルー

のマチュピチュに似てい

ることから、「 宇 佐のマ

チュピチュ」と呼ばれてい

ます。スロープ付きの展

望所からの眺めがおすす

めです。

［所］宇佐市院内町西椎屋

［℡］0978-42-6040

（宇佐市観光協会院内部会）

［Ｐ］6台／大型バス1台（展望所）

岳切渓谷
たっきり

溶結凝灰岩が造った大き

な一枚岩の上を清らかな

水が流れる、風光明媚な

渓谷。この時期は清流の

沢歩きやキャンプを楽し

む人でにぎわいます。

［所］宇佐市院内町定別当

［℡］0978-42-5111

（宇佐市院内支所産業建設課）

［Ｐ］100台／大型バス3台

東椎屋の滝
ひがししいや

日本の滝百選にも選ばれてお

り、高さ85mの断崖から真っす

ぐに落ちる様は見事です。渓流

沿いの遊歩道でも、豊かで美し

い自然景観を楽しめます。

［所］宇佐市安心院町東椎屋  

［℡］0978-34-4839

      （宇佐市観光協会安心院部会）

［Ｐ］60台／大型バス3台

［交］東九州自動車道安心院ICから

　　車で約15分

慈恩の滝
日田市と玖珠町の境にあり、上段20m、下段

10mと、上下に二つの滝つぼがある二段滝で

す。滝の裏側に回り込むことができるため、別名

“裏見の滝”とも呼ばれています。

［所］日田市天瀬町大字杉河内1546-2／玖珠町大字山浦618

［℡］0973-57-2166（日田市観光協会天瀬支部）

［Ｐ］32台／大型バス7台

［交］大分自動車道玖珠ICから車で約15分

日田市・玖珠町 伐株山
伐り株のような形で、頂上まで車で行くことが

できます。眼下には美しい玖珠盆地が広がり、 

パラグライダーや絶景を楽しめるブランコはス

リルもあって人気です。

［所］玖珠町大字山田

［℡］0973-72-7153（玖珠町企画商工観光課）

［Ｐ］20台

［交］大分自動車道玖珠ICから車で約20分

玖珠町

不動山
山全体が五辻（いつつじ）不動などと呼ばれる

霊場で、駐車場から15分程度で頂上に到達し

ます。晴れた日には姫島など瀬戸内の島々を一

望できる絶景ポイントです。

［所］国東市国見町千燈

［℡］0978-72-5168（国東市観光課）

［Ｐ］5～10台（不動山登山口駐車場）

［交］東九州自動車道宇佐ICから車で約60分

国東市

臼杵石仏公園の蓮
7月上旬～8月中旬、国宝臼杵石仏を中心とし

た公園のハス畑では、早朝から午前中にかけて

ピンク色の蓮の花が咲き誇ります。早起きして

出掛けてみては。

［所］臼杵市大字深田804-1

［℡］0972-65-3300（臼杵石仏事務所）

［Ｐ］80台／大型バス10台

［交］東九州自動車道臼杵ICから車で約5分

臼杵市 猿飛千壺峡
山猿が現れて岩を飛び回っていたことから名付

けられた景勝地。長い年月をかけて激しい流れ

が造りあげた大小無数の甌穴（おうけつ）が約

2kmに渡って峡底に広がっています。

［所］中津市山国町草本

［℡］0979-62-3111（中津市山国支所地域振興課）

［Ｐ］48台／中型バス1台

［交］大分自動車道日田ICから車で約30分

中津市

空の公園空の公園
米水津と蒲江を結ぶ豊後くろしおライ

ン沿いにある公園。眼下に豊後水道を

見渡すことができ、晴れた日は遠く四

国の山々まで望めます。

［所］佐伯市米水津大字色利浦

［℡］0972-35-6111（佐伯市米水津振興局 地域振興課）

［Ｐ］30台／大型バス可

［交］東九州自動車道佐伯堅田ICから車で約30分

佐伯市

原尻の滝原尻の滝
田園に突如現れる幅120m、高さ20mの

大滝で、「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、滝の上と間近で

見ることができます。

［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／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10分

豊後大野市

さるとびせんつぼきょう

はらじり

まだまだある！おすすめの絶景

7月中旬～8月中旬日出町

九州自然動物園アフリカンサファリ

広大な草原に広がる、日本最大級のサファリ

パークで、70種の野生動物が生息しています。

乗車して直接餌を与えられる、動物型のジャン

グルバスが人気です。

［所］宇佐市大字南畑2-1755-1 ［℡］0978-48-23

31 ［料］2,600円 ［Ｐ］1500台／大型バス利用可 

［交］東九州自動車道速見ICから車で約10分

里の駅 小の岩の庄

安心院盆地の新鮮な農産物や加工品などを販売。

地元特産のすっぽんを使ったうどんやぶどうのソフ

トクリームなどもおすすめです。

［所］宇佐市安心院町戸方7-1

［℡］0978-34-2224 ［Ｐ］40台／大型バス1台

安心院葡萄酒工房

安心院ぶどうで醸造したワインが人気。緑あふれ

る園内には醸造酒、貯蔵庫、ぶどう畑、ショップな

どがあり、ワインの試飲やブランデーソフト等が

味わえます。

［所］宇佐市安心院町下毛798

［℡］0978-34-2210 ［Ｐ］160台／大型バス5台

昼　食

西椎屋の景

岳切渓谷

東椎屋の滝

モ デ ル ル ート

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容が変更となる場合があります。

う さ

花
便
り
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玖珠町

豊後大野市 佐伯市

臼杵市

国東市
宇佐市

中津市

日田市

さいき

ひ た

うすき なかつ

くにさき

く すく す

あじむ

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。

日田市・天ヶ瀬

1,200円
美肌の湯・天ケ瀬温泉
パスポート

豊後三大温泉の美肌の湯「天ケ瀬温

泉」巡りをとってもお得に利用できる

クーポン。1冊3枚綴りで、日帰り入浴

や観光農園・お土産屋・カフェなどで

利用できます。1人でも複数人でも利

用できる便利なクーポンです。

国東市

くにさきOYSTER
ランチクーポン

『くにさきOYSTER』は、甘味やう

ま味はしっかりしているのにすっき

りした後味が最大の特徴です。手

間を惜しみなく大切に育てられた、

見た目も味もプレミアムな牡蠣を

楽しめます。

『くにさきOYSTER』は、甘味やう

臼杵市・津久見市・佐伯市

県南3市海鮮ロール
寿司クーポン

大分県の県南に位置する臼杵市・

津久見市・佐伯市は豊後水道に面

した海の幸豊かな地域。新鮮な魚介

類で握る贅沢な海鮮ロールを堪能

できる寿司クーポンが誕生します。

杵築市

1,000円
城下町杵築まち歩き
プラン

見どころの多い城下町杵築の公共

文化施設7か所のうち3箇所を選

んで観覧できます。市内対象店舗

での飲食やお買い物に利用できる

500円相当のクーポン付でとても

お得です。

見どころの多い城下町杵築の公共

売れてます！ 今秋発売予定

今秋発売予定
大人気！

（
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込
）

（
税
込
）


