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01※新型コロナウイルスの影響により、掲載内容が変更となる場合があります。

6ｰ7月

［所］別府市大字鶴見照湯1409-１ ［℡］0120-197-455

［HP］https://granxia-beppu.com/ ［交］東九州自動車道別府ICから車で約６分

地獄地帯公園の奥にあり、６タイプ全14棟の客室はすべて温泉

付き！ 共有スペースでは地獄蒸しが体験できるなど、別府ならで

はの楽しみがいっぱいです。最大１０名の大型テントやペット同伴

のテントも。

グランシア別府鉄輪

グランピング／別府市
かんなわ

［所］由布市挾間町時松105 ［℡］0120-944-443

［HP］https://comorebi-camp.jp/ ［交］大分自動車道湯布院ICから車で35分

全室冷暖房完備で最高級寝具やヴィンテージブランドの家具で

統一されたラグジュアリーな空間。４タイプのテントのほか、ワン

ちゃんと一緒に宿泊できる専用エリアも。フレンチシェフ監修の

BBQディナーや温泉も楽しみです。

［所］集合・出発／朴木ベース

（由布市挾間町朴木729-1） 

［問・申］ユフイズム

［℡］097-529-7523

　　e-mail:yufu@yufuism.jp

［料］１人18,000円

（レンタル料、保険料、記念写真、

温泉入浴券、軽食等含む） 

［交］東九州自動車道大分IC

から車で約30分

泊
ま
ろ
う
！

大
自
然
で

遊
ぼ
う
！

密を避けながらリフレッシュするには、大分の大自然で遊ぶのが一番！　

多種多彩なアクティビティの中からおすすめのコースと、自然の中で宿泊できる施設をご紹介。 空気もおいしく、のびのびできますよ。

大分のアクティビティと

グランピング＆キャンプ
大分のアクティビティと

グランピング＆キャンプ 標高500mの十文字

原展望台からスター

トし、自転車で下りな

がら別府の自然や観

光を楽しめる、ガイド

なしのプライベートサ

イクリングツアー。終

着点の旅館「野上本

館」の温泉入浴付き。

［所］集合・出発／十文字原展望台（別府市野田字池ノツル1200）  ［問］豊の国千年ロマン観光圏  

［℡］0977-85-8511  ［料］１人4,０００円（自転車レンタル料、レンタサイクル傷害保険、温泉入浴料） 

［交］JR別府駅から路線バスで約30分

日本最大級の規模を

誇る、世界でも珍しい

水中鍾乳洞。洞窟か

ら川までの150mの

区間を潜り、水中から

自然の造形美を楽し

めます。

［所］豊後大野市三重町中津留300  ［問・申］稲積水中鍾乳洞  ［℡］0974-26-2468

［料］体験内容により異なります。詳細はお問い合わせください

［交］中九州横断道路千歳ICから車で約30分

森をそのまま生かした自然共生型

アウトドアパーク。アドベンチャー

コースは、小学４年生以上もしくは

身長140cm以上から楽しめ、樹の

上から滑り降りるジップスライドは

爽快です。

［所］日田市中津江村合瀬3750  

［問・申］フォレストアドベンチャー・奥日田 

［℡］080-8360-6789 

［料］１人3,800円  

［交］大分自動車道日田ICから車で約60分

この春復旧する、別府市と由

布市にまたがる景勝地・由布

川峡谷。神秘的な峡谷美を

間近に感じながら、パックラ

フトと呼ばれる1人乗り用の

ボートを使って往復します。

大分川コースも開催予定。

［所］日出町3889-3 1F 

［問・申］オオイタサイクルツアーRing 

［℡］0977-72-0044 

［料］ツアー+自転車レンタル

13,200円～、ツアーのみ8,800円～

（ランチ付き、前日までに要自転車

保険加入）

［交］大分自動車道・東九州自動車道

日出ＪＣＴから車で約5分

複数のサイクリングコースが

ある日出町。初心者でも楽し

める海側コースは、波が穏や

かな別府湾沿いの城下海岸

や大神深江地区の静かな入

江の港町など、潮風を感じな

がら4～6時間かけてのんび

りと走ります。

2021年4月29日（木・祝）START! 2021年3月START!

2020年４月リニューアル。ケビンサイトとキャ

ンプサイトがあり、好きなスタイルでキャンプが

楽しめます。宇目の大自然の中、焚き火を囲み

ながら、満天の星を眺められます。

［所］佐伯市宇目大字南田原2513-3  

［℡］0972-54-3088

［HP］https://soranohotori.com/

［交］東九州自動車道佐伯ICから車で約50分

うめキャンプ村 そらのほとり

キャンプ／佐伯市

玖珠町の山の中にあるソロキャンパー専用の

キャンプ場。こだわりのキャンプギアのレンタルも

豊富で、ひとりで静かにのんびりと過ごせます。

［所］玖珠町大字森2531-16  ［℡］090-4275-4956

［HP］https://zherenlingmu94.wixsite.com/beaver

［交］大分自動車道玖珠ICから車で約5分

SOLO CAMPSITE

キャンプ／玖珠町

バルンバルンの森

キャンプ／中津市

長崎鼻リゾートキャンプ場

キャンプ／豊後高田市
ながさきばな

スキューバダイビング／豊後大野市

ダイビング

スキューバ

コース　

サイクリング／日出町

ひじ海のきらめき

コース

由布川峡谷

ボート／由布市
ゆふがわ  　きょうこく

湯布院温泉郷グランピング COMOREBI

グランピング／由布市
コモレビ

2021年4月OPEN!

インストラクターの指導のもと、小

学１年生から一人で乗馬が楽しめ

る牧場。初心者には、クヌギ林やや

まなみハイウェイなど九重の自然

の中を馬と散歩するミニロングが

おすすめです。

［所］九重町大字田野字鳴川1726-320 

［問・申］エル・ランチョ・グランデ 

［℡］0973-79-2217

［料］一人乗り6,87０円、二人乗り8,45０円 

［交］大分自動車道九重ICから車で約30分

アスレチック／日田市

コース

アドベンチャー

国東半島の先端に位置する岬にあり、春は菜の

花、夏はひまわりが咲き誇ります。ログハウス、コ

テージ、テントサイトがあり、BBQのほか釣りや

海水浴などビーチリゾートも楽しめます。

［所］豊後高田市見目4060  

［℡］0978-54-2237

［HP］http://www.nagasakibana-oita.jp/

［交］東九州自動車道宇佐ICから車で約60分

「森の小屋」は、小さなカフェのような部屋や２

人用のロフトベッドタイプなど、少人数向けの

部屋が揃います。全室ハンモック付きで、小さ

な子どもがいるファミリーなどにも人気です。

［所］中津市本耶馬渓町曽木459-9  

［℡］0979-52-3020

［HP］http://barunbarun.com/

［交］東九州自動車道中津ICから車で15分

豊後高田市

豊後大野市

中津市

由布市

佐伯市

別府市

日出町

日田市

九重町

玖珠町

サイクリング

サイクリング／別府市

別府ダウンヒル

BEAVER

（約３０分のお散歩コース）

ミニロング

乗馬／九重町

ビーバー

ソロ キャンプサイト



佐

伯

市
［所］佐伯市本匠大字堂ノ間鹿渕地区 

［問］佐伯市本匠振興局  ［℡］0972-56-5111 

［交］東九州自動車道佐伯ICから車で約25分

本匠鹿渕地区
ほんじょうかぶち

５月下旬～６月上旬／ゲンジボタル

大
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重

町
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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。

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
「おんせん県おおいたマスクケース」

好評販売中！

ぶんごおおの
酒蔵パスポート

豊後大野市には、代々受け継がれてきた日本酒・焼酎の

4つの酒蔵があります。今回、いつでも酒蔵めぐりを楽し

んでいただけるよう「ぶんごおおの酒蔵ポスポート」を

販売開始しました。豊後大野の自然を満喫しながら、

ゆっくりのんびり巡ってください。

豊後

大野市

1,500円
（
税
込
）

竹田の城下町を目一杯楽しめるパスポート。市内5ヶ所

の文化施設の入場と30以上の店舗でのサービス特典

がセットになった大変お得な内容です。

マスクケース 1個200円（税込）

vol.36PRESS
発行／公益社団法人ツーリズムおおいた Published on, 2021.3.26

公式
WEBサイトも
随時更新中！

※新型コロナウイルスの影響により、掲載内容が変更となる場合があります。 02

◆ 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 

◆ 大分県内“花巡り”スポット情報  ◆ 特集 ぐるり～おおいたの春旅～ 

◆おんせん県おおいたのアクティブスポット情報 etc…

ツーリズムおおいたHPがリニューアルします！

4/1より、ツーリズムおおいたHPがリニューアルします！ 最新の「お知らせ」や季節毎

のおすすめ情報を紹介する「旬の情報」、県内各地で開催される「イベント」などこれま

で以上に情報満載に、より見やすくお届けします。ぜひ、ご覧ください。

日本一のおんせん県 検索

竹田市城下町パスポート
「城下町文化施設共通
観覧利用券」

竹田市

800円
（
税
込
）

ホタル観賞スポット＆関連イベント情報
※鑑賞期間は目安です。また、イベントの日程は予定です。新型コロナウイルスの影響により直前に中止等変更になる可能性もあります。詳細はお問い合わせください。 

※車で訪れる際は近隣の方の迷惑にならないよう、配慮をお願いします。

6月上旬の1週間

［所］佐伯市本匠堂ノ間 

［問］佐伯市本匠振興局 ［℡］0972-56-5111 

［交］東九州自動車道 佐伯ICから25分

廃校になった旧本匠西中学校の教室を使っ

て、本匠在住のホタル博士がこの時だけの公

開授業を開催。授業の後はホタル鑑賞スポッ

トまで案内してくれます。

初夏の闇夜を照らす、ほのかなホタルの光。地域の観賞スポットとイベントをご紹介

ホタルの学校

［所］別府市大字別府字前野5106-1

［問］別府市観光課

［℡］0977-21-1128 

［交］東九州自動車道別府ICから

車で約20分

神楽女湖の湖畔にある「神楽女

湖しょうぶ園」では、鶴見岳を

バックに白や紫のショウブ８０

種・１万5,000株が来る者を魅

了します。

［所］豊後大野市朝地町上尾塚1225

［問］ぶんご大野里の旅公社

［℡］0974-27-4215

［交］中九州横断道路朝地ICから

車で約15分

日本最大級の不動明王磨崖仏

がある普光寺は「あじさい寺」

とも呼ばれる名所。約3,000株

ものアジサイが、見ごろを迎え

ます。

［所］九重町大字田野2415-451

［℡］080-5274-4919 

［料］400円

［交］大分自動車道九重ICから車で

約30分

水田地帯の休耕田を利用した

花公園で、くじゅう連山と広大

な水田地帯をバックに、スイレン

やハナショウブなど様々な水生

植物が鑑賞できます。

［所］竹田市久住町大字久住4050 

［℡］0974-76-1422  

［料］1,300円

［交］大分自動車道九重ICから車で

約50分

久住高原に爽やかな初夏の風

が吹く頃、園内はラベンダーの

香りと彩りに包まれます。期間

中は「ラベンダーフェスティバ

ル」を開催予定です。

［所］臼杵市大字深田

国宝臼杵石仏周辺ハス畑  

［℡］0972-65-3300

［交］東九州自動車道臼杵ICから

車で約5分

国宝臼杵石仏の敷地内に広が

るハス畑には、「大賀蓮」を中心

に5種類のハスが植えられ、延

べ1万もの花が咲きます。開花

時間は早朝から午前中です。

［所］豊後大野市三重町井迫

［問］ぶんご大野里の旅公社

［℡］0974-27-4215

［交］中九州横断道路千歳ICから

車で約20分

標高350mの大辻山の遊歩道

に沿うように咲くアジサイは、ボ

ランティアの手によって植えら

れたもの。山頂付近のアジサイ

園は見ごたえがあります。

［所］別府市別府4380-1

［問］志高湖管理事務所

［℡］0977-25-3601  

［交］東九州自動車道別府ICから

車で約20分

四季折々の表情を見せ、ボート

やキャンプなどで賑わう志高

湖。この時期遊歩道沿いには、

様々な色のアジサイが咲き誇り

ます。

［所］大分市大字荷尾杵  

［問］県民の森管理事務所

［℡］097-588-0656 

［交］東九州自動車大分光吉ICから

車で約50分

約8,500㎡に7200株のラベン

ダーが植えられ、初夏の園内で

爽やかな香りを漂わせます。期

間中「ラベンダー観賞会」も開

催予定。

竹田市 6月下旬～7月上旬 大分市 6月20日以降～下旬豊後大野市 6月中旬～下旬九重町 ５月～9月別府市 6月中旬～下旬別府市 6月上旬～月末頃

神楽女湖のショウブ　
かぐらめこ 千町無田水田公園

のスイレン

せんちょうむたすいでん

臼杵石仏のハス
うすき

志高湖のアジサイ
しだかこ くじゅう花公園

香りの女王ラベンダー
大辻公園アジサイ園
のアジサイ

おおつじ

県民の森平成森林
公園のラベンダー普光寺のアジサイ

ふこうじ

お
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だ
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り

初
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豊後大野市 6月中旬～７月上旬

6月5日（土）

［所］大分市大字市 

［問］稙田経済研究会事務局

［℡］097-541-1221

［交］大分自動車道光吉ICから車で約10分

ななせがわ

七瀬川自然公園

第26回七瀬川ホタルまつり
七瀬川公園会場

EVENT

豊

後

大

野

市

［所］豊後大野市三重町中津留

［問］ぶんご大野里の旅公社

［℡］0974-27-4215

［交］中九州横断道路千歳ICから車で約30分

6月5日（土）※予定

はくさんがわ

白山川

5月中旬～6月中旬／ゲンジボタル

第34回名水白山川ホタル祭り
稲積水中鍾乳洞駐車場会場

EVENT

6月上旬の土曜※予定

第29回本匠ほたる祭り 本匠体育館会場

EVENT

臼杵市 7月初旬～下旬

2016年の熊本・大分地震で寸断されていた

国道57号。今回現道ルートの復旧に加え、新

しく北側ルートも開通し、これまでの迂回路に

比べ所要時間が20分以上短縮されました。

大分-阿蘇-熊本間がより身近に！

国道57号 大分-熊本間復旧
令和2年7月豪雨で一部区間が被災したJR久

大本線が、3月1日（月）に全線再開しました。大

分-湯平・由布院-天ヶ瀬・日田-久留米をつな

ぐ、観光に欠かせない路線、人気列車「ゆふいん

の森」号も全線で毎日運行します。

JR久大本線 運転再開！交

通

情

報

［所］九重町大字町田 

［問］九重町観光協会

［℡］0973-73-5505

［交］大分自動車道九重

ICから車で約20分

ほうせんじ

宝泉寺温泉

５月下旬頃～／ゲンジボタル

6月上旬～７月上旬／ヘイケボタル、ヒメボタル

［所］中津市山国町

［問］中津市山国支所

地域振興課

［℡］0979-62-3111

［交］大分自動車道日田

ICから車で約35分

やまくにがわ

山国川沿い
（小瀬戸地区）

5月中旬～6月中旬／ゲンジボタル

［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］大分自動車道日田

ICから車で約40分

やばけい

けいせきえん

耶馬溪ダム記念公園

「溪石園」

5月中旬～6月中旬／ゲンジボタル

６月上旬～中旬

ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメホタル

［所］宇佐市大字麻生

　　井ノ川

［問］宇佐市観光・

　　ブランド課

［℡］0978-27-8171　

［交］東九州自動車道

宇佐ICから車で約10分

あそう

麻生地区

５月下旬～６月上旬／ゲンジボタル

［所］由布市湯布院町

川上湯の坪

［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］大分自動車道湯布院

ICから車で約10分

ほたるみばし

蛍観橋

5月下旬～6月上旬／ゲンジボタル

5月中旬～6月中旬／ゲンジボタル

［所］豊後高田市田染

小崎2596

ホタルの館周辺

［問］荘園の里推進委員会

［℡］0978-26-2168

［交］東九州自動車道速見

ICから車で約35分

たしぶのしょう

田染荘

国

東

市 ［所］国東市武蔵町麻田

［問］国東市武蔵総合支所

［℡］0978-68-1111

［交］大分空港から車で

約15分

ほうおんじ

報恩寺公園周辺

5月中旬～6月上旬／ゲンジボタル


