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野生のサルを間近に見ることが
でき、親子で毛づくろいする様子
や、赤ちゃんザルの可愛らしい
仕草に癒されます。すぐ近くには
水族館「うみたまご」もあります。

つくみん公園
複合大型遊具が子ども達に
大人気の公園です。津久見
湾に面し、工場や大型タン
カーを見ることができ、芝生
公園もあってのんびりした時
間を過ごせます。

ハーモニーランド
「ハローキティ」をはじめ、サ
ンリオキャラクターに会える
テーマパーク。家族みんなで
楽しめるアトラクションのほ
か、華やかなパレードやショッ
プのオリジナルグッズも人気。

糸ヶ浜海浜公園
オートキャンプ場や海水浴場
などを備える総合レジャー公
園。砂浜食堂やサップテラス
などの施設もあります。

城下かれい
日出町を代表する高級特産
品。別府湾内の海水と真水
が混じる海域で育つため、泥
臭さがなく、淡白で甘みがあ
る味が特長です。

ひゅうが丼
保戸島のマグロ遠洋漁業の
歴史から生まれた郷土料理
です。甘い特製のごまだれ
であえたマグロの赤身をごは
んにのせた伝統の逸品です。

高浜海水浴場

四浦 半 島 の 先 端 部にあり、
海水の透明度が高く、きれい
な砂浜が広がります。ウミガ
メの産卵場所でもあり、子ガ
メの旅立ちを見送ることもで
きます。

国宝
臼杵石仏
平安時代後期から鎌倉時代
にかけて彫刻された日本を代
表する石仏群で、磨崖仏で
は全国初、彫刻としても九州
初の国宝に指定されました。

二王座
歴史の道
岩を切り割って道を通した

「切通し」と呼ばれる二王座
歴史の道付近は、臼杵を代
表する景観で、城下町特有
の面影を残しています。

原尻の滝
「日本の滝百選」「大分県百
景」にも選ばれている、幅１
２０ｍ高さ２０ｍの 大 瀑 布で、
滝の上を車や人が往来できる
大変珍しい滝です。

豊後牛
恵まれた大自然の中で育ま
れ、輝かしい歴史と実績を持
つ全国ブランド牛。風味豊か
で、まろやかでとろけるような
味わいが特長です。

臼杵ふぐ
豊後水道の急流にもまれた臼
杵のフグは、フグの中でも王
様と言われる「トラフグ」で、
手ごろな値段で一年中、贅
沢な味わいを楽しめます。

ロッジきよかわ
１年を通じて営業している宿泊
施設「ロッジきよかわ」。四季
を通じて川遊びやアウトドア体
験ができます。ここでは豊後
牛や豊のしゃも、酒まんじゅう
等の地元食材も堪能できます！

中島公園
名水河川プール
日本名水百選の水を贅沢に
使い続ける市民のための天
然プールです。

由布川峡谷
自然の神秘が織りなす
峡谷美はまさに天然の
アート。「東 洋 のチロ
ル」と呼ばれる日本有
数の大峡谷です。

由布の旬野菜＆
豊後牛
地元の素材を生かした体にや
さしい料理は、生産者と料理
人がアイデアを出し合って作る、
今、旬を、一番おいしい食べ
方で味わうことができます。

湯平温泉石畳
放浪の俳人、山頭火も心地
良いひとときを過ごした湯治
場。からんころんと下駄の音
が…懐かしい気持ちに浸るこ
とができます。

別府公園
別府市のシンボル公園として
整備しており、樹齢約１１０年
の松が約６６０本あるほか、ク
ス・桜・モクセイ・椿など約
１１０種、４０００本の樹木があ
ります。

竹瓦温泉

昭和１３年に建設された、
唐破風造の木造建築で、
地元住民も利用する普通
入浴、観光客に喜ばれ
る砂湯のある別府温泉の
シンボル的な施設です。

地獄蒸し

高温の温泉噴気によって、野菜・
卵・魚介類など、さまざまな食
材を蒸す調理法で、別府の名物
料理のひとつです。

白水溜池堰堤
水利施設一構
（通称「白水ダム」）

「日本一美しいダム」と言わ
れ、国の重要文化財に指定
されているダムです。

竹田湧水群

竹田は美味しい湧き水が出
ている所が多く、竹田湧水
群と呼ばれています。中で
も入田湧水は人気があり、
複数個所で湧き水が出てい
る所があります。

大分市美術館

上野丘公園内に位置する「た
のしんで・みて・まなぶ美術
館」。コレクション展や特別
展のほか講演会や各種講座
も開催し、美術を気軽に楽し
める機会を提供しています。

関あじ
関さば
豊 後 水 道 の 荒 波にもまれ、
一本釣りされる関あじ関さば
は、大分市が全国に誇るブ
ランド魚。引き締まった身の
独特の歯ごたえが特長です。
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