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別府港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

地獄蒸し料理  
  

別府に古くから伝わる温泉の蒸気を利用した料理。魚介類や野菜、玉子や肉類などをミネラル豊富な温泉の噴気で蒸し上げ

ると極上のおいしさに。素材の旨味を封じ込め、栄養を逃がさない地獄蒸しは、自然の力を利用した究極のエコ料理です。

鉄輪地区にある「地獄蒸し工房 鉄輪」では、地獄蒸し料理を体験することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒874-0805 大分県別府市風呂本 5組  

アクセス 個人:バスで亀の井バス「鉄輪」下車 徒歩 1 分(港より約 4km) 

季節  
観光バス 
駐車台数 

近隣に民間
駐車場有 

関連リンク 
地獄蒸し工房 鉄輪 
https://www.city.beppu.oita.jp/sisetu/sangyou_kankou/11ka
nkou_11-17jikgokumushi.html 

お問合せ 【地獄蒸し工房 鉄輪】電話番号:0977-66-3775 l Email : tou-te@city.beppu.lg.jp 

URL:https://www.city.beppu.oita.jp/sisetu/sangyou_kankou/11kankou_11-17jik
gokumushi.html 

 
 

関あじ・関さば  
  

瀬戸内海と太平洋の水塊がぶつかりあう豊後水道で、一本釣りにより捕獲されるマアジ・マサバの事を「関あじ」「関さば」

と呼びます。そのうまさ、歯ごたえのよさから、高級魚として重宝されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒870-8504 大分県大分市  

アクセス 個人:電車でＪＲ大分駅下車 徒歩 10分(港より約 15km) 

季節 通年 

関連リンク 
大分市観光協会 
https://www.oishiimati-oita.jp/ 
 

お問合せ 【大分市観光協会】 

電話番号:097-537-5764 l メールアドレス: oita-kan@oishiimati-oita.jp 

ホームページ: https://www.oishiimati-oita.jp/ 

ＪＲ別府駅周辺  
  

ＪＲ別府駅周辺には、別府市の中心商店街があり、別府の名産品などさまざまなお土産物を買うことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒874-0935 大分県別府市駅前町  

アクセス 個人:電車でＪＲ別府駅下車すぐ(港より約 5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク  

お問合せ 【別府市観光協会 別府駅案内所】 

電話番号:0977-24-2838 

ホームページ: http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/ 
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湯の坪街道  
  

由布岳のふもとにある由布院温泉の湯の坪街道。通り沿いには、柚子ごしょうなど大分の特産品を販売している土産物店や、

とり天などご当地グルメがいただける飲食店などが軒を連ね、多くの観光客でにぎわっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上湯の坪  

アクセス 個人:電車でＪＲ由布院駅下車 徒歩 5分(港より約 25km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に民間
駐車場有 

関連リンク 
由布院温泉観光協会 
http://www.yufuin.gr.jp/ 

お問合せ 【由布院温泉観光協会】 

電話番号:0977-85-4464 l メールアドレス:info@yufuin.gr.jp 

ホームページ:http://www.yufuin.gr.jp/ 

 

地獄めぐり  
  

250ｍ～300ｍの地底から噴き出る熱湯、噴気、熱湯の様子を地獄といい、別府ならではの体験スポット。摂氏 98度もある

が涼しげなコバルトブル-の「海地獄」や真っ赤な湯が煮えたぎる「血の池地獄」。周期的に約 20m も熱湯を噴き上げる間

欠泉の「龍巻地獄」など珍しいものばかり。 

  
 

 

所在地・開催地 〒874-0045 大分県別府市鉄輪  

アクセス 個人:バスで亀の井バス「鉄輪」下車 徒歩 5 分(港より約 4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

可能 (施設
により異
なる) 

関連リンク 
別府地獄めぐり 
http://www.beppu-jigoku.com/ 

お問合せ 【別府地獄組合】 

電話番号:0977-66-1577 

ホームページ:http://www.beppu-jigoku.com/ 

高崎山自然動物園  
  

標高 628mの高崎山は、野生のニホンザルが生息しており、間近で観察することができる日本でも有数の自然動物園です。

生息するサルは 1000頭を超え、餌付けの時間になると、どこからともなくサルが寄せ場へ集まり、その光景は圧巻です。

係員の説明もあるので、楽しく見学することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒870-0802 大分県大分市神崎 3098-1  

アクセス 
個人:バスで大分交通 高崎山自然動物園前下車すぐ(港よ

り 10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

15台 

関連リンク 
高崎山自然動物園 
http://www.takasakiyama.jp/ 

お問合せ 【高崎山自然動物園】 

電話番号:097-532-5010 l メールアドレス:info＠takasakiyama.jp 

ホームページ:http://www.takasakiyama.jp/ 
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金鱗湖  
  

由布院の自然豊かな場所にある金鱗湖は、湖底の一部から温泉と清水が湧き出る不思議な湖です。湖の周りには散策路が整

備されており、澄んだ湖面からは、魚や水鳥が泳ぐ姿を眺めることができます。また、紅葉スポットとしても知られていま

す。 

  
 

 

所在地・開催地 〒879-5102 由布市湯布院町川上  

アクセス 個人:電車でＪＲ由布院駅徒歩 15分(港より 1.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に民間
駐車場有 

関連リンク 
由布院温泉観光協会 
http://www.yufuin.gr.jp/ 

お問合せ 【由布院温泉観光協会】 

電話番号:0977-85-4464 l メールアドレス:info@yufuin.gr.jp 

ホームページ:http://www.yufuin.gr.jp/ 

 

別府海浜砂湯  
  

「別府海浜砂湯」は別府国際観光港の隣で、緑に囲まれた上人ヶ浜公園の一角にあります。1 度に約 10 名が入浴できグル

ープでもいっしょに砂湯を楽しむことができます。温泉熱で温められた砂の中に全身をスッポリ包み込み、心も体もリフレ

ッシュできます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒874-0023 大分県別府市上人ヶ浜町  

アクセス 港より徒歩 6分(約 1km) 

季節 通年 

関連リンク 
別府海浜砂湯 
http://www.city.beppu.oita.jp/01onsen/02shiei/09kaihin/kaih
in.html 

お問合せ 【別府海浜砂湯】 

電話番号:0977-66-5737 

ホームページ:http://www.city.beppu.oita.jp/01onsen/02shiei/09kaihin/kaihin.html 

 

別府の湯けむり  
  

別府の湯けむりは、平成 13年 NHKが募集した「21世紀に残したい日本の風景」で富士山に次いで全国第 2位に選ばれま

した。また展望台からの夜景も平成 22年に「日本夜景遺産」に認定されました。「湯けむり展望台」からは、鉄輪の湯けむ

りや、雄大な鶴見岳、季節によって様々に色を変える扇山などを一望できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒874-0042 大分県別府市鉄輪東 8組  

アクセス 個人: 港より車で(約 4km) 

季節 通年 

関連リンク 
湯けむり展望台 
http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/lookout-spo
t 

お問合せ 【別府市観光戦略部観光課】 

電話番号:0977-21-1128 l メールアドレス: tou-te@city.beppu.lg.jp 

ホームページ: http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/lookout-spot 
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日本一のおんせん県おおいた  
  

大分県は豊かな天然自然に恵まれています。その最大の恩恵は、火山活動が生み出した日本一の源泉数と湧出量を誇る温泉

です。ゆっくり温泉に浸かって日常を忘れてみませんか。温泉が好きな方、リフレッシュしたい方、きれいになりたい方、

のんびりしたい方、そんな皆さんをおんせん県おおいたはお待ちしています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節  

関連リンク 
日本一のおんせん県おおいた 
https://www.visit-oita.jp/ 

お問合せ 【ツーリズムおおいた】 

電話番号:097-536-6250 l メールアドレス: tourism@we-love-oita.or.jp 

ホームページ: https://www.visit-oita.jp/ 
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