


ボート・ヨット保管契約随時受付中

（一社）国東市観光協会
大分県国東市国東町小原2662–1国東市サイクリングターミナル（道の駅くにさき）
電 話 0978–72–5168  FAX 0978–73–0960

11：00～14：30
（LO14：00）

（日帰り）1,830円  （１泊）3,670円

住所 国東市国見町竹田津3580-5　電話 0978-84-0789

ラーメン・カフェ明星
くにさきラーメン・たこコロッケ・定食・
一品・地酒・きくらげ餃子・持帰り弁当・オードブル等

営業時間 11：00～ 14：00/17：00～ 21：00（LO20：30）  木曜定休（祝日営業）
化学調味料無添加、地元食材と、手作りにこだわっています。

〒873-0643 大分県国東市国東町富来浦2744-12　TEL:0978-75-0035　URL https://www.oita-uni-farm.co.jp/

（弊社QRコード）

国東市国東町中田1637-1
代表　吉本とも子　TEL 090-7393-9419

曹洞禅の
修行道場

宇佐神宮六郷満山霊場第二十三番札所
◇坐禅体験の予約

TEL 090（2514）6864

https://villa-kunisaki.jp

16：30~20：00（LO19：15）
・第１水曜日 大分県国東市安岐町糸永1339　電話 0978-65-0528

住所　〒873-0212　大分県国東市安岐町塩屋345-1
TEL　0978-67-0117　携帯 090-9726-5424

シングル　3,850円（税込）
チェックイン　 PM  2：00
チェックアウト AM10：00
設備　トイレ／ウォシュレッ
ト付き、浴室／シャワー付き
１台まで駐車場無料

宿
泊
料
金（
１
泊
）

お昼の定食から各種宴会、
祝い事、法事、折、オードブル承ります！

住所：国東市国東町綱井392-1 萱島酒造有限会社　TEL：0978-72-1181　FAX：0978-72-1182

明治６年創業の蔵。国東の海で獲れる魚介類に
育てられたやや甘口の美味しい地酒です。

〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川452番地
tel.0978-72-0059 fax.0978-72-2135
〔E-mai〕 info@kaikisou.com

国東温泉

Bistro Espoir ビストロ エスポワール

〒873-0511大分県国東市国東町小原145番地１
TEL・FAX（0978）72-3034
営業時間  Lunch 11：00～14：00
　　　　  Dinner 17：00～21：00  定休日 月曜日

営業時間11時30分～15時（OS14：30）／夜17時～21時（OS20：30）　定休日／火曜日

わんちゃん・ねこちゃんと泊まれるお宿

シーサイド大沢

大分の空 むさし

季節の野菜や果物、有機野菜などを直営農場から！！
素材の魅力を詰め込んだ自家製ピザと国東の新鮮な
フルーツ使用の期間限定ソフトクリームが超人気です！！

掲載している情報は2012年9月次点のものです。

国東半島の最高峰両子山の中腹に位置し、
紅葉が美しい両子寺。広大な寺域には両
子寺七不思議や国東随一と言われる石造
仁王像などが点在。子授け寺としても有名
です。

安岐町両子1548　TEL／0978-65-0253　

1 両子寺

日本三文殊の一つ、文殊仙寺は学業成就、
合格祈願はもちろん、良縁成就、安産祈願
など様々なご利益を頂けます。本尊の文
殊菩薩は12年に1度（卯年）しか公開され
ない秘仏です。

静かな山あいに佇む宿泊施設。天然ミネラ
ルたっぷりの両子山の湧き水を沸かしたうめ
の湯や、木曜・日曜限定の旬菜づくしバイキ
ングなど食事も人気です。また、大分県内
最大級の天体望遠鏡がある天球館も併設。

安岐町富清2244　TEL／0978-64-6300
天球館　TEL.0978-97-2655
休／火曜

5 梅園の里

国東市内の立ち寄り温泉もできる宿泊施
設。古くから湯治場として親しまれている
名湯です。2つの施設は車で3分ほどの場
所にあります。
国見町赤根
あかねの郷　TEL／0978-82-1571
休／毎週火曜
湯の里渓泉　TEL／0978-82-1300
休／第１・３月曜

６ 国見温泉あかねの郷
湯の里渓泉

火おこしや勾玉づくりなど古代の暮らしを
体験しながら学べる施設。隣接する公園に
は弥生時代の住居や倉庫なども復元され
ています。

国東町安国寺1639-2
TEL／0978-72-2677
営／9：00～17：00（16：30入館）
休／月曜（祝日の場合は翌日休み）

7 弥生のムラ
国東市歴史体験学習館

修行道場として開山し、江戸時代には曹洞
宗の九州総本山として栄えた名刹。境内
の坐禅堂では禅宗ならではの坐禅を体験
することができます。

国東町大恩寺2432 TEL／0978-74-0820

2 文殊仙寺

国東町横手1913　TEL／090-2514-6864

3 泉福寺

約140年前に建てられた木造3階建ての日
本家屋。現在は地元在住作家の作品を中
心に展示され、名物のたこ飯御膳もいただ
ける国見町アートの拠点になっています。

国見町伊美2017　TEL／0978-82-1328
営／9：00～17：00
　　11：30～14：30 OS14：00（食事）
休／火曜（祝日は開館）

8 涛音寮

地元の新鮮な野菜、果物、名産の干しだこ
やひじきなど国東市の特産品が並びます。
オートキャンプ場、くにみ海浜公園が隣接。

国見町伊美4252-1 TEL／0978-89-7117
営／9：00～17：00（直売所）
　　11：00～14：30 OS14：00（レストラン）
休／年末年始

9 道の駅くにみ

直営農場で育てた野菜や果物はもちろん
加工品などお土産も充実。名物のキウイ
ソフトクリームだけでなく旬の限定ソフト
クリーム、石窯ピザなどドライブの休憩に
もぴったりです。
武蔵町糸原3550  TEL／0978-69-0056
営／9：00～17：00　休／年末年始

10 大分の空むさし

地元で採れた新鮮野菜や果物が並ぶ直売
所と、地元食材にこだわったランチが食べ
られるレストランも併設しています。

安岐町下原2235　TEL／0978-67-3362
営／9：00～17：00（直売所）
　　11：00～14：00（レストラン）
休／年末年始

里の駅
ふるさと市場 R21311

萱島酒造の一角にあるオリジナルショップ。
歴史を感じさせる店内では丹念に造られた
清酒の試飲・購入ができ、萱島酒造の代
表銘柄「西の関」デザインのグッズもお買い
求めいただけます。
国東町綱井392-1   TEL／0978-72-1181
営／9：00～16：00　休／土日祝（休日は要予約）

12 SAKE GALLERY東西「萱島酒造」

大分空港２階にあるお土産店。大分県の
お土産、食品、酒、雑貨などの品揃えは県
内最大級です。

安岐町下原13番地 大分空港内
TEL／0978-67-1175　休／年中無休
営／8：00～19：30
（最終便出発時刻に対応し変更する場合あり）

13 大分空港空の駅「旅人」

白砂青松の海岸沿いに独立した4つの建物
が点在し、特産品、産直野菜、名物料理など
が楽しめます。小さな公園もあり、観光案内
所ではレンタサイクルの貸出をしています。

国東町小原2662-1 TEL／0978-72-5168
営／8：30～17：00（観光案内所）
休／年末年始 

道の駅くにさき14 道の駅くにさき その他の施設
ベルコート（レストラン）
TEL／0978-72-0707
営／11：00～17：00（OS16：30）
休／火曜
銀たちの郷（海鮮レストラン・売店）
TEL／0978-73-2170
営／［レストラン］平日11：00～15：00・

土日祝11：00～16：00
　　［売店］9：00～17：00
休／第４水曜・12/31・1/1
黒津之庄（お土産）
TEL／0978-73-2121
営／9：00～17：30  休／12/31・1/1
夢咲茶屋（直売所・食事）
TEL／0978-72-2390
営／夏8：00～17：00・冬8：30～17：00
休／年末年始

不動山の中腹にある寺跡で、現在は「六郷
満山ふれあい森林公園」として整備されて
います。一帯には半肉彫りの石造仁王像、
五輪塔群、五辻不動など見どころ満載です。
現在の千燈寺は不動山のふもと、県道沿い
にあります。

国見町千燈 六郷満山ふれあい森林公園内

お買い物道の駅
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さ吉くん
仁王像の化身 !?

国東半島に
太古から住む妖精

国東半島の見どころや
お買い物スポットをご紹介


