おすすめ観光情報

大 分
OITA

別府市

別府てんてく 食べあるき・まちあるき マップ
別府市観光協会 ☎0977-24-2828
路 上 の「てんてん」をたどって、
「てくてく」お散 歩しませんか 。食べあるき・まちあるきマップ
を使えば 、お 得 にお買い 物 、食 べあるきが 楽しめます！無 料で 温 泉 に入 れる特 典 付きです 。
手軽に別 府の名 物を食べあるき、お買い物が可能です。温泉入浴の特典もあります。
【実施日】毎日
【料金】60 0円（チケット5枚付き）
【催行人員】1人でもＯＫ

【販 売所】別府駅 観 光案内所 8：3 0 ～17：3 0（年
中無休）
【アクセス】JR別府駅

別府市

漁 船で別府湾クルージング海から眺める湯の町別府
（一社）豊の国千年ロマン観光圏 ☎0977-85-8511
別府は関西航路が開かれたことによって、九州の玄関口として発展した温泉地。海から眺める別府
の素晴らしい街並みは、
「東洋のナポリ」
とも呼ばれています。鶴見岳等の山々、波穏やかな別府湾、
温泉地らしくのぼる湯けむりなど、海から眺めるとっておきの景観を楽しむことができます。めった
に乗ることのできない漁船での１時間程度のクルージングです。
※雨天時や風の強い日は中止。簡易トイレあり
【期間】通年
【料金】3,000円
【催行人員】5 ～ 6 0 名※5 名以 下で 参 加を希望の
場合はご相談ください。
（ 1隻につき15,0 0 0円で対
応可）
【コース】集合：別府市 新若草港
（または別府楠港）
→
新若草港
（または別府楠港）
出発→別府湾を漁船でク
ルージング→別府市・新若草港戻り
（解散）

【所要時間】約1時間
【アクセス】新若草港：JR別府駅から徒歩約20分
【その他注意事項】オプションは予約時に申し込み
（現地払い）
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別府市

近代の温泉街を「着物・浴 衣」で歩く
（一社）豊の国千年ロマン観光圏 ☎0977-85-8511
「着物・浴衣」
に着替えて“湯の町”別府をゆっくり歩けば、今まで知らなかった別府の人々の暮らしや
歴史が見えてきます。着物・浴衣は呉服専門店「きもの處むら上」セレクトの、粋な着物・浴衣をご用
意しています。帯、下駄まで必要なものはすべて揃っていますので、手ぶらでご参加いただけます。
ま
た、経験豊富なスタッフが着付けを行います。
【期間】通年
（年末年始は除く）
【料金】3,780円
（オプション）
バッグ：300円
（税込）
、
髪飾り：300円
（税
込）
→翌日返却
（18:00まで）
：1,000円
（税込）
／着
ヘアセット：女性 3,000円
（税込）
※所要時間30分程度
男性 2,000円
（税込）
きもの處むら上さんから徒歩約5分にある美容室でのヘ
アセットとなります。

【催行人員】1～10名まで
【実施時間】10:00～18:00
【コース】きもの處むら上（現地集合）→お好みの着
物（浴衣）を選び、着付け→自由散策→【返却】きもの
處むら上
（18:00まで）
【アクセス】ＪＲ別府駅から徒歩約5分
【その他注意事項】オプションは予約時にお知らせ
ください。
オプションは現地払いとなります。

中津市

古の小紋型と出会う

（一社）豊の国千年ロマン観光圏 ☎0977-85-8511

初代から継承されてきた“小紋型”は、ため息がでるほど繊細な美しさ。数種類の型からお好みの
一枚を選び、藍（インド藍）
で染めます。糊を置く技法～染色まで、
ひと手間かける分ほど奥深くて面
白い天然染料の魅力。染めた綿布は、手ぬぐいに、
きんちゃく袋に、
ランチョンマットに。
ほかにものれ
ん、小ぶろしき、
トートバック等にもできます。
※お手軽に体験できる短時間プランもあります。
【期間】通年
（6～7月を除く 12～2月は要相談）
【料金】5,500円（短時間コース3,500円）
【催行人員】3～10名まで
【所要時間】約7時間（短時間コース約２時間）
【コース】(1)集合：三福屋 弓場染物店（現地集合）→
(2)職人から染物の歴史についてレクチャー →(3)
型彫り 自分オリジナルのデザインで型を作ります→
(4)好きな型を選ぶ→(5)糊置き⇒干し→昼食（自由
行動）→(6)藍染→(7)干し→(8)持ち帰り、もしくは
お仕立て申込→解散

【アクセス】ＪＲ中津駅から徒歩約15分
【備考】※短時間プランは決まった型に糊置きまで
済ませたものを、藍染するお手軽プランです。行程は
(6)から(8)までとなります。※汚れても良い服装 ※
図案があれば持参可（ただし1時間程度で型彫りで
きるもの）※エプロン、手袋はこちらでも準備してい
ます。
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日田市

陶芸体験（小ヶ瀬焼せんらく窯）

（一社）
日田市観光協会 ☎0973-22-2036

お子様から大人まで手軽に手びねり体験が！隣接する温泉とカフェのひと時も併せてどうぞ。
【定休日】不定休
【料金】1,880円
【営業時間】10：00～17：00

【予約】要予約
【アクセス】JR日田駅から車で約10分

日田市

陶芸体験（日田焼窯元）

（一社）
日田市観光協会 ☎0973-22-2036

日田の土を使った陶器で、本物の木の葉が草の葉をあしらった模様が特徴。ろくろを使った体
験も出来ます。
【定休日】不定休
【料金】2,200円
【営業時間】10：00～17：00

【予約】要予約
【アクセス】JR日田駅から車で約15分

佐伯市

藤河内キャニオニング

童心に蛙 ☎090-2088-0478

大分県佐伯市宇目に在る秘境!「 藤河内渓谷」はまさに大自然が創り出したアート!!こんな壮大な
アートのキャンバスに飛び込んだり滑ったり、
よじ登ったり泳いだり自然のアートギャラリーを体感
してください。
【期間】5月1日～9月30日
【料金】中学生以上8,000円、小学生以下5,000円
※中学生以下のお子様には必ず大人1人（18歳以
上）の同伴をお願いします。
【催員人数】2名～応相談

【所要時間】約6時間
【コース】9:00 うめキャンプ村管理棟へ集合（着替
え・装備はレンタル可）→10:00 移動→10:30 現地
着→14:00頃 ツアー終了（各自現地解散）
【アクセス】ＪＲ佐伯駅から車で約60分
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臼杵市

クーポン付きガイドと一緒に町あるきプラン
臼杵市観光情報協会事務局 ☎0972-64-7130
毎週土曜･日曜日に開催するこのプランは、
事前申込
（当日申込可能）
をしてガイドさんとまちあるき
をすると、
その場でお食事やお土産に使える500円分のクーポン券をプレゼントします。
お土産やお
食事・スイーツにご利用頂けます。
＜クーポン利用について＞
・ガイドと町歩き中、
立ち寄った店舗でも利用できるようにガイドスタート前に発行
・観光施設は対象外 ・換金はできません
・つり銭はでません ・クーポンは発行当日限り有効
・500円クーポン券は参加料のお支払いと引き換えにお渡し
【期間】毎週土曜・日曜
【料金】500円(小学生以下無料）
【催行人員】1名～10名
【所要時間】10:30～/13:00～（年末年始を除く）約
1時間

【アクセス】ＪＲ臼杵駅から徒歩約15分
【その他注意事項】集合場所は「臼杵市観光交流プ
ラザ」
（※開始時間5分前までにお越しください）。原
則、前日16:00までにお申し込みですが、当日も受付
可能です。

日出町

大神(深江)漁港朝市クルーズ

日出町観光協会 ☎0977-72-4255

美しい別府湾の海岸線を眺めながら朝のクルージングで大神漁港へ向かい、
深江朝市を訪ねます。
○スケジュールに記載の乗船港1ヵ所を選択してください。
○お客様都合による運行時間
（待機時間含む）
の延長等はお客様負担となります。
○漁船クルーズは12名乗りでの
「乗合い」
となり、
他のお客様と混乗になる場合があります。
○天候不良の場合で中止せざるをえない場合は、
お客様に直接ご連絡いたします。
【期間】通年（朝市の定休日除く）
【所要時間】6:30～（約2時間）
【料金】3,000円※希望者には海鮮丼(みそ汁付き)
の朝食もご用意可能です。別途700円(事前要予約)。

【催行人員】5名～48名
【コース】別府楠港 or 若草港（※貸切の場合はお客
様指定の港も可。）→朝のクルージングで大神漁港
へ・深江朝市
【アクセス】
ＪＲ別府駅から徒歩約20分

豊後大野市

稲積水中鍾乳洞

稲積水中鍾乳洞 ☎0974-26-2468

日本最大の水中鍾乳洞で、水中に鍾乳石が見られる世界でも珍しい鍾乳洞。2億年以上前にでき、8万
3千年前の阿蘇山大爆発によって水没したといわれる。美術館や昭和の街を再現した
「昭和下町商店
街」
など見どころ満載。
5月下旬～6月中旬には付近の白山川でホタルを見ることが出来る。
【期間】通年
【料金】大人1,200円、大学生1,000円、中高生800
円、4歳～小学生 600円

【営業時間】9：00～17:00
【所要時間】約60分
【アクセス】JR豊後竹田駅から車で約50分
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