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大分が誇るブランド食材の一部をご紹介。

紹介地域・店舗以外でも県内各地で

食べることができます。

マグロの中でも最高級と呼ばれるクロ

マグロ。佐伯市では県内の約半数のク

ロマグロが養殖されています。

【 佐伯本まぐろ 】

［所］佐伯市内町7-18

［℡］0972-25-1155

［休］月曜

［Ｐ］3台（焼肉佐伯園P利用）

［交］東九州自動車道佐伯IC

　　から車で約10分

◆味処 まこと寿し

注文を受けて初め

てネタに包丁を入

れるというこだわり

の店。使用するマグ

ロはすべて佐伯産

です。

鶏肉の中で最上級の美味しさを誇る

しゃもの素質を持ち、脂肪が少なくコク

と旨みがある地鶏肉です。

【 豊のしゃも 】

［所］豊後大野市大野町田中

43-10 ［℡］0974-34-3231

［休］年末年始

［Ｐ］80台／大型2台

［交］中九州横断道路大野IC

　　から車で約1分

◆道の駅おおの レストラン大地

「豊のしゃも親子丼」

や「しゃも煮込みう

どん」などの食事メ

ニューのほか、豊の

しゃもの加工品など

も販売。

津久見市

佐伯市豊後大野市

中津市

豊後高田市

臼杵市

大分市

杵築市

姫島村

まんぷく県おおいたグルメガイド
秋から冬にかけて旬を迎える食材や、大分が誇るブランド魚など、大分のうまいもんが大集合！

この時期に行われるグルメイベントも併せてご紹介します。

旬の美味しさを食べつくす！

潮の流れの速い入津湾のいけすで餌

に酒粕を混ぜて育てるブリは、旨み成分

が通常の倍以上で味が濃く人気です。

【 美人鰤 】
びじんぶり とよ

11～3月

［所］佐伯市蒲江大字蒲江浦

　　5104-1 

［℡］0972-42-0050

［休］なし ［Ｐ］96台／大型5台

［交］東九州自動車道蒲江

　　ICから車で約20分

◆道の駅かまえ Buri Laboratory

ブリに特化した道

の駅のレストラン。

美人鰤のシーズン

には、「ブリ漬け

丼」などで味わう

ことができます。

ブ リ

ブリラボラトリー

01

地元人がオススメする「九州・大分」の魅力

※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。

美味しいイベント目白押し！  

詳細はツーリズムおおいたHPにて

グルメイベント
食欲の秋

EVENT

◆旅館 梅乃屋　
地元の新鮮な魚を使っ

た会席が人気の宿で、

予約制で「岬がざみ御

膳」など食事利用もでき

ます。

［所］豊後高田市香々地

　　4017

［℡］0978-54-2002

［休］1月1日

［Ｐ］20台／大型バス可

［交］東九州自動車道宇佐

　　ICから車で約50分

岬ガザミ

香々地地域で水揚げ

される大型のワタリ

ガニ。オスは夏、メス

は甲羅の中に卵巣

（内子）が詰まる冬が

美味しい時期です。

｛10～12月｝

豊後高田市
◆魚市魚座
守江湾沿いにあり、冬

の時期はマガキをお好

みの調理法で提供。海

鮮炭火焼きコースなど

種類も豊富です。

［所］杵築市大字守江

　　4775-9

［℡］0978-63-9100

［休］不定

［Ｐ］30台／大型5台

［交］大分空港道路杵築IC

　　から車で約15分

牡蠣

県内最大のマガキの

養殖地である守江湾

は、9つの河川が流入

し海中栄 養分が豊

富。より味が濃厚な

牡蠣が育ちます。

｛10～3月｝

杵築市

◆割烹 嘉乃
個室やはなれ、60名ま

での宴席もある人気割

烹。湯引きやハモちり、

ハモシュウマイなど、種

類豊富なハモ料理が堪

能できます。

［所］中津市沖代町1-3-45

［℡］0979-24-6165

［休］水曜

［Ｐ］50台／大型6台

［交］東九州自動車道

中津ICから車で約20分

ハモ

この時期のハモは産

卵後で急激に太るた

め脂の乗りが良く、最

も美味しい季節と言

われています。

｛10・11月｝

中津市

関さば

豊後水道で一本釣り

される関さば（マサ

バ）は、全国的な知名

度を誇るブランド魚。

刺身で味わえる鮮度

が自慢です。

｛10～2月｝

大分市

「関さば御膳」など関あ

じ関さばメニューをは

じめ、豊後水道で捕れ

る新鮮な海の幸を堪能

できます。

［所］大分市大字白木949

［℡］097-575-2338

［休］なし

［Ｐ］40台／大型2台

［交］東九州自動車道大分

宮川内ICから車で約30分

◆あまべの郷 
　関あじ関さば館

EVENT 11月～2021年1月中旬（予定）旬食！ 津久見モイカフェスタ

◆福わ内

臼杵の旬の地魚を使った

会席で知られるお店。人

気 の 臼 杵 ふぐを 使った

コース料理は6480円～。

［所］臼杵市大字福良16-6

［℡］0972-62-5377

［休］不定 ［Ｐ］5台

［交］東九州自動車道臼杵IC

から車で約10分

豊後水道で水揚げされるトラフグは、色つ

やが良く身が締まっています。歯ごたえと

独特の風味と旨みが楽しめます。

臼杵ふぐ｛12～2月｝

臼杵市

大分のブランド魚・肉を食べ比べ！

ぶんごたかだ

うすき

きつき

姫島
車えび

◆お食事処 
　姫乃家

フェリー乗り場近く

にある食堂では、刺

身や天ぷらなどさま

ざまな車エビ料理が

味わえます。

［所］姫島村2089-10

［℡］0978-87-3956

［休］火曜

［Ｐ］2台

［交］姫島港から徒歩で

　　約5分

国東半島の突端に浮

かぶ姫島で養殖され

ている車えびは、ぷり

ぷりの食感と上品な

甘みが特長です。

｛7～1月｝

姫島村

ひめしま

◆新美賀久寿し
刺身や握り、天ぷらな

どが 並 ぶ「モイカ定

食」や、養殖クロマグロ

「ヨコヅーナ」との食べ

比べもおすすめです。

［所］津久見市中央町

　　23-5

［℡］0972-82-2411

［休］水曜 ［Ｐ］5台

［交］東九州自動車道

　　津久見ICから車で

　　約6分

モイカ
（アオリイカ）

津久見市は、「バッタ

リ漁」と呼ばれる昔な

がらのモイカ漁が伝

わる好漁場。独特の

甘みとモチモチとした

食感が魅力です。

｛11～1月｝

津久見市
つくみ

なかつ

佐
伯
市

マ グ ロ

佐
伯
市

豊
後
大
野
市

みさき

せき

地 鶏

“健康診断”を行うなど大切に育てた養

殖クロマグロは、身の締まった上質な

赤身と極上の大トロが自慢です。

【 豊後まぐろ ヨコヅーナ 】

［所］津久見市中央町8-30 

［℡］0972-83-5778

［休］火曜 

［Ｐ］なし（チケット進呈）

［交］東九州自動車道津久見

　　ICから車で約7分

◆四季彩 源兵衛

ごまダレをマグロの

赤身とあえるご当地

グルメ「ひゅうが丼」

をはじめ、カツやス

テーキなどいろんな

味を楽しめます。

津
久
見
市

国内初となる烏骨鶏と交配した大分県

産の地鶏。肉の旨み成分含有量が高

く、程よい柔らかさも特徴です。

【 おおいた冠地どり 】

［所］大分市中央町2-3-10 

二八堂ビル1F

［℡］097-574-8686

［休］日曜  ［Ｐ］なし

［交］東九州自動車道大分

　　ICから車で約15分

◆泳ぎカワハギと冠地どり 五十六屋 中央町店

県産食材を使った名物

料理が揃うお店。看板の

冠地どりは、900℃の熱

で炙る「炙り焼き」など

柔らかくとコクのある肉

質を楽しめます。

大
分
市

特産の香酸柑橘類「カボス」を餌に混

ぜて育てるかぼすブリは、「味よし、香り

よし、見た目よし」の逸品です。

【 かぼすブリ 】10～3月

［所］臼杵市大字臼杵524-1

［℡］0972-62-5107 

［休］不定

［Ｐ］16台／大型2台

［交］東九州自動車道臼杵IC

　　から車で約10分

◆臼杵ふぐ 割烹みつご

「カボスブリコース」

では、りゅうきゅう

や寿司、しゃぶしゃ

ぶ 、揚 げ 物 な ど 、

様々な調理法で堪

能できます。

臼
杵
市

食べて応援！2020 中津耶馬渓食の周遊キャンペーン
開催中～12月末

東九州伊勢えび海道
9月上旬～11月末

大分県農林水産祭「おおいた みのりフェスタ」
10月10日（土）・11日（日）

大分ふぐフェスタ（未定）
2021年1月下旬～2月上旬

中津市

佐伯市

別府市

大分市



のじぎく／里の駅たかひら展望公園

眼下に元猿海岸が広がる、標高345.7mの

高平山の中腹にある展望公園。遊歩道には

約100万本ののじぎくが植栽されています。

［所］佐伯市蒲江大字竹野浦河内2156-171

［℡］0972-42-1880

11月上旬～12月上旬佐伯市

花
便
り

お
お
い
た

◆新型コロナウイルス関連情報まとめサイト ◆大分県内イベント情報 

◆大自然を楽しむアクティブ情報 ◆美味しいモノが満載！グルメ情報 

◆おおいたの”美”にふれる秋旅情報 ◆紅葉スポット情報
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※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。

お得 に 観光

おんせん県おおいた

おもてなしクーポン
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。

天ヶ瀬温泉街を流れる玖珠川の河川

敷を、美しいイルミネーションが彩り

ます。

［所］日田市天瀬町桜竹

［℡］0973-57-2166（日田市観光協会天瀬支部）

［Ｐ］20台／大型3台

［交］大分自動車道天瀬高塚ICから車で約20分

12月5日（土）～2021年1月24日（日）

02

イルミネーション＆ライトアップイベント情報 天ヶ瀬温泉は元気です！ 湯平温泉は元気です！

光のトンネルや馬車、動物などの光の

オブジェが並ぶほか、プロジェクショ

ンマッピングも行われます。

［所］別府市観海寺1

［℡］0977-24-1141

［Ｐ］1515台／大型5台

［交］東九州自動車道別府ICから車で約5分

通年

別府市 イルミネーション 日田市 イルミネーション

JR大分駅前一帯が星空の中のような

幻想的な空間になる、東九州最大規模

の都市型イルミネーション。

［所］大分市中心部（JR大分駅府内中央口広場ほか）

［℡］097-573-7377（大分まちなか倶楽部）

［Ｐ］有料P利用

［交］東九州自動車道大分ICから車で約10分

おおいた光のファンタジー
11月13日（金）～2021年2月14日（日）

大分市 イルミネーション

あまがせ

天ヶ瀬温泉
クリスマスイルミネーション杉乃井ホテル

すぎのい

テッパン! おおいた 検索

最新情報はWEBで配信中！

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。

［所］臼杵市大字前田1366  ［℡］0972-64-7130（臼杵市観光情報協会）

［Ｐ］10台ほか ［交］東九州自動車道臼杵ICから車で約5分

◆普現寺（ふげんじ）…11月中旬～下旬

白馬渓
【11月中旬～下旬】

紅葉の名所で、心字

池を中心に植えら

れた木々が色づき、

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

◆宝生寺（ほうしょうじ）…11月上旬～中旬

用作公園
ゆうじゃくこうえん

【11月上旬～下旬】

切り立った岩が壮

観な渓谷。白い岩

肌を赤や黄色の紅

葉が鮮やかに彩り

ます。

［所］日田市大山町大字西大山 ［℡］0973-52-3000（奥日田温泉うめひびき）

［Ｐ］46台／大型4台 ［交］大分自動車道日田ICから車で約30分

◆いいちこ日田蒸留所…11月上旬～下旬

響渓谷
ひびき

【11月上旬～中旬】

はくばけい

臼杵市
うすき

豊後大野市
ぶんごおおの

日田市
ひ た

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。11月から

ライトアップが行われ、大

堂が浮かび上がる様は何

とも幻想的です。

［所］豊後高田市田染蕗 

　　2395

［℡］0978-26-3189 

［Ｐ］30台／大型可

［交］大分自動車道宇佐

　　ICから車で約35分

◆長安寺…11月下旬～12月上旬

◆並石ダムグリーンランド…11月中旬～下旬

富貴寺ふきじ

◎見頃：11月下旬～12月上旬

豊後
高田市

そ の 他 の 紅 葉 ス ポット

◆九重“夢”大吊橋（九重）…11月上旬～中旬

そ の 他 の 紅 葉 ス ポット

ぶんごたかだ

断崖絶壁にモミやツガ、

カツラなどの渓谷林が

広がる九酔渓は、紅葉の

名所として有名です。現

在は九重“夢”大吊橋側

からの迂回が必要です。

［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］30台（桂茶屋P利用）

［交］大分自動車道九重IC

　　から車で約30分

九酔渓 きゅうすいけい

◎見頃：11月上旬～中旬

九重町

ここのえ

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山水画のように連な

ります。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。

［所］中津市耶馬溪町大字深耶馬

［℡］0979-55-2880（深耶馬溪観光案内所）

［Ｐ］256台／大型13台（深耶馬溪公共P利用）

［交］大分自動車道玖珠ICから車で約15分

◆ひさしもみじ…11月上旬～中旬

◆耶馬溪ダム記念公園「溪石園」…10月下旬～11月中旬

そ の 他 の 紅 葉 ス ポット

一目八景 ひとめはっけい

◎見頃：10月下旬～11月中旬

中津市

なかつ

おおいた

紅葉巡り

美しい秋景色スポットをご紹介この時期に欠かせない大分の紅葉や

広大な森林で構成

された公園で、「紅

葉の森」の中を散策

するウォーキング

コースがあります。

［所］大分市大字廻栖野2007-1 ［℡］097-588-0656（大分県県民の森管理

事務所）  ［Ｐ］20台／大型5台（団体利用は要問い合わせ） ［交］東九州自動

車道光吉ICから車で約45分

◆霊山寺（りょうぜん）…11月上旬～中旬

大分県県民の森
【11月中旬～下旬】

かつて杵築藩家老

を務めた大原家の

屋敷。この時期は回

遊式庭園の木々が

色づきます。

［所］杵築市大字杵築207  ［℡］0978-63-4554 ［料］300円

［Ｐ］近隣共同P利用 ［交］大分空港道路杵築ICから車で約5分

◆大分農業文化公園…10月下旬～11月頃

大原邸
おおはらてい

【11月上旬～下旬】

樹齢約1,300年と

言われるイチョウ。

この時期境内には、

黄色いじゅうたんが

広がります。

［所］宇佐市院内町西椎屋814  ［℡］0978-37-0202（宇佐市観光協会）

［Ｐ］3台 ［交］東九州自動車道院内ICから車で約35分

◆福貴野の滝…11月上旬～中旬

◆岳切渓谷…10月下旬～11月中旬

西椎屋神社
にししいや

【10月下旬～11月中旬】

大分市
おおいた

杵築市
きつき

宇佐市
う さ

きんりんこ

人気の紅葉スポット。気

温が低くなるため、秋冬

の早朝には湖面から湯

気が立ち上ります。

［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）

［Ｐ］有料P利用 ［交］大分自動車道湯布院ICから車で約10分

金鱗湖
【11月上旬～中旬】

由布市
ゆ ふ

阿蘇くじゅう国立公園・

鶴見岳の紅葉を、ロープ

ウェイのゴンドラや山上

から楽しめます。

［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）

［料］1,600円（往復）［Ｐ］250台／大型3台

［交］東九州自動車道別府ICから車で約5分

鶴見岳
つるみだけ

【10月下旬～11月中旬】

別府市
べっぷ

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も

美しい紅葉の名所です。

［所］竹田市大字竹田2761 ［℡］0974-63-1541（岡城料金徴収所）

［料］300円 ［Ｐ］120台／大型バス9台

［交］中九州横断道路竹田ICから車で約10分

岡城跡
おかじょうあと

【11月中旬～下旬】

竹田市
たけた

その他の

紅葉スポット

その他の

紅葉スポット

その他の

紅葉スポット

その他の

紅葉スポット

その他の

紅葉スポット

その他の

紅葉スポット

JR別府駅前の通り沿いの樹木30本に

飾り付けた、約7万球のLEDが煌めき

ます。

［所］別府市駅前通り

［℡］0977-26-0075（別府駅前通商店街振

興組合）  ［Ｐ］有料P利用

［交］東九州自動車道別府ICから車で約12分

駅前イルミネーション
12月上旬～2021年1月中旬

別府市 イルミネーション

JR天ヶ瀬駅から徒歩で10分、文人墨

客に愛された滝。幻想的な雰囲気が楽

しめます。

［所］日田市天瀬町合楽川

［℡］0973-57-2166（日田市観光協会天瀬支部）

［Ｐ］20台／大型3台

［交］大分自動車道天瀬高塚ICから車で約20分

桜滝ライトアップ
10月17日（土）～11月28日（土）の土曜、祝前日

日田市 ライトアップ

九州豪雨の被害を受けた湯平温泉。情

緒ある石畳の温泉街を照らす赤いちょ

うちんの灯りが復活しました。

［所］由布市湯布院町湯平356-1

［℡］0977-86-2367（湯平温泉観光案内所）

［Ｐ］共有P利用／大型要問い合わせ

［交］大分自動車道湯布院ICから車で約20分

通年

由布市 ライトアップ

湯平ちょうちん
ゆのひら

鉄輪一帯の湯けむりをライトアップ。

「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。

［所］別府市鉄輪温泉一帯

［℡］0977-22-0401（別府市旅館ホテル組合

連合会）  ［Ｐ］なし

［交］東九州自動車道別府ICから車で約7分

毎週土・日曜、祝日、イベント時

別府市 ライトアップ

鉄輪温泉の
湯けむりライトアップ

かんなわ

大サザンカ／日出中学校

樹齢400年以上と言われるサザンカの大木

で、野生種には珍しい紅色の花弁が特長。生

活道路沿いなので、いつでも見学可能です。

［所］日出町2627

［℡］0977-72-4255（ひじ町ツーリズム協会）

11月上旬～中旬　日出町

公式WEBサイトも随時更新中！

ツーリズムおおいたが販売するオリジナルグッズに、「おん

せん県おおいた マスクケース」が登場しました。新しいマ

スクと使用中のマスクの2つを入れることができる、2ポ

ケットタイプのマスクケースです。スタイリッシュなデザイ

ンと、可愛いおんせん県マークがドーンとのったデザインの

2種類があります。お土産やプレゼントにもおすすめです。

ご当地グッズに
「おんせん県おおいたマスクケース」

が登場しました！

豊後水道★
海鮮ロールクーポン

海の幸の宝庫、臼杵市・津

久見市・佐伯市の県南3市

の地場海鮮を使った巻き

ずし（ロール）が味わえる

クーポン。新鮮な海鮮を

使った、バラエティに富んだ

海鮮ロールが登場します。

臼杵市

津久見市

佐伯市
1,000円

（
税
込
）

宇佐市は“からあげ専門

店発祥の地”といわれて

おり、多くのお店でからあ

げの“お持ち帰り”ができ

ます。クーポンは1冊10枚

綴りで、取扱店舗で使用

できます。

宇佐からあげクーポン宇佐市

1,000円
（
税
込
）

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。

美肌の湯・天ケ瀬温泉
パスポート

日田市

天ヶ瀬
1,200円

（
税
込
）

マスクケース 1個200円


