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中津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

中津からあげ  
  

日本有数のからあげ激戦地で「からあげの聖地」と呼ばれている中津市。市内にからあげ店が 50 店舗以上存在し、各店舗

がそれぞれ自慢のからあげを提供しています。しょうゆや塩をベースに、ニンニク、ショウガなどをブレンドしたタレに鶏

肉をじっくりと漬け込み、注文を受けてから揚げたてを提供するのが特徴です。 

  
 

 

所在地・開催地 大分県中津市 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
中津からあげ/中津耶馬渓観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=special_karaage/ 

お問合せ【中津市観光推進課】 

電話番号: 0979-62-9034 l メールアドレス:kankou@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

  

はも料理  
  

耶馬渓の森の栄養をたっぷり含んだ山国川の水が注ぎ込む豊前海で育ったはもは弾力があり美味と評判。美味しく食すため

に編み出された、皮 1 枚を残し、約 3cm に 25 筋ほどの包丁を入れ、小骨を断つ「骨切り」という繊細な技法は、今から

400 年ほど前の中津の漁師や料理人が生み出し、全国に広まったといわれています。 

  
 

 

所在地・開催地 大分県中津市 

アクセス  

季節  

関連リンク 
名物ハモ料理/中津耶馬渓観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=special_hamoryori/ 

お問合せ【中津市観光推進課】 

電話番号: 0979-62-9034 l メールアドレス:kankou@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

  

道の駅なかつ  
  

中津の観光情報を発信する情報・休憩コーナーと、JA の直売所、からあげやはもなど中津のご当地グルメを楽しめるレス

トラン、遺跡公園を併設。直売所では地元の山海の幸や老舗の銘菓、工芸品などがずらりと揃います。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0152 大分県中津市加来 814 

アクセス 港より 15分(9km) 

季節 通年 

関連リンク 
道の駅なかつ 
http://michinoeki-nakatsu.com/ 
 

お問合せ【道の駅なかつ】 

電話番号: 0979-64-8830  

ホームページ: http://michinoeki-nakatsu.com/ 

 

https://nakatsuyaba.com/?introduce=special_karaage/
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https://www.city-nakatsu.jp/
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http://michinoeki-nakatsu.com/
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 中津駅名店街  
  

JR中津駅の改札前にあり、中津市内有名店の名物菓子や物産、キャラクターグッズなど中津土産が集結。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0033 大分県中津市島田 219 

アクセス 
ツアー：港より 20分(9km) 

個人：JR中津駅 下車すぐ 

季節 通年        

関連リンク 
中津市土産品販売協同組合/中津耶馬渓観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=nakatsuekimeitengai/ 

お問合せ【中津市観光推進課】 

電話番号: 0979-62-9034 | メールアドレス：kankou@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

 

 
 

一目八景  
  

山国川の支流、山移川の渓谷沿いに広がる景勝地。一目で 8 つの奇岩を仰ぎ見ることができるため「一目八景」と呼ばれて

おり、新緑、紅葉の季節にはひときわ美しさの増した景観を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0422 大分県中津市耶馬溪町深耶馬 

アクセス 
ツアー：港より 50分(38km) 

個人：大分交通バス深耶馬渓駐車場前下車すぐ   

季節 新緑：4月下旬～5月 紅葉：11月 

関連リンク 

一目八景（深耶馬渓の景）/大分県中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2013101800019/ 
一目八景/中津耶馬渓観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=hitomehakkei/ 

お問合せ【中津市耶馬溪支所 地域振興課】 

電話番号: 0979-54-3111 | メールアドレス：yb-chiiki@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

 

 

 

 

 

福澤諭吉旧居・福澤記念館  
  

慶應義塾の創始者で、『学問のすゝめ』を著した福澤諭吉は、中津藩士の子として生まれ、幼少期を中津で過ごしました。

記念館では諭吉の資料やパネルなどで諭吉の生涯と功績を紹介。旧居も見学可能です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0088 大分県中津市留守居町 586 

アクセス 
ツアー：港より 20分(8km) 

個人：JR中津駅下車徒歩 15分(1km)   

季節 通年 

関連リンク 
福澤諭吉旧居・福澤記念館 
http://fukuzawakyukyo.com/ 
 

お問合せ【福澤諭吉旧居・福澤記念館】 

電話番号: 0979-25-0063 | メールアドレス：oita-fukuzawa-kyutei@cup.ocn.ne.jp 

ホームページ: http://fukuzawakyukyo.com/ 
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青の洞門  
  

江戸時代の僧・禅海が自らノミと鎚をふるい掘った全長 342mのトンネル。明かりとりの窓などの手掘り部分を見ることが

できます。第一期工事落成後は工事資金調達のため通行料を徴収し、それは日本初の有料道路とも言われています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0295 大分県中津市本耶馬渓町曽木 

アクセス 
ツアー：港より 30分(19km) 

個人：大分交通バス青の洞門駐車場下車すぐ   

季節 通年 

関連リンク 

青の洞門/大分県中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2013080200107/ 
青の洞門/中津耶馬渓観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=doumon0815/ 

お問合せ【中津市本耶馬渓支所 地域振興課】 

電話番号: 0979-52-2211 | メールアドレス：hy-chiiki@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

 

 

 

 

 

中津城（奥平家歴史資料館）  
  

豊臣秀吉の天下統一を支えた黒田官兵衛が、高瀬川（現・中津川）の河口に築いた城。現在の中津城天守閣は「奥平家歴史

資料館」となっており、奥平家歴代藩主の遺物・史料を公開。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0050 大分県中津市二ノ丁本丸   

アクセス 
ツアー：港より 20分(10km) 

個人：JR中津駅徒歩 15分(1km)   

季節 通年 

関連リンク 
中津城公式ホームページ 
http://www.nakatsujyo.jp/ 
 

お問合せ【中津城】 

電話番号: 0979-22-3651  

ホームページ: https://www.nakatsujyo.jp/ 

 

 

 

 
中津市歴史博物館  

  

中津城に隣接する博物館です。黒田官兵衛が築いた九州最古の近世城郭中津城の石垣が鑑賞できるよう、石垣側を総ガラス

張りにしています。館内中央にある展示室のほか、プレイスタジオ・石垣シアター・情報ギャラリーなど無料でも楽しめる

ゾーンもあります。 

  
  

所在地・開催地 〒871-0057 大分県中津市 1290番地（三ノ丁） 

アクセス 
ツアー：港より 20分(8km) 

個人：JR中津駅徒歩 15分（1km）  

季節 通年 

関連リンク 
中津市歴史博物館-なかはく 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2019103000075/ 
http://nakahaku.jp/なかはくについて/ 

お問合せ【中津市歴史博物館】 

電話番号: 0979-23-8615 メールアドレス：nakahaku@city-nakatsu.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/doc/2019103000075/ 

            http://nakahaku.jp/ 
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https://nakatsuyaba.com/?introduce=doumon0815/
mailto:hy-chiiki@city.nakatsu.lg.jp
https://www.city-nakatsu.jp/
http://www.nakatsujyo.jp/
https://www.nakatsujyo.jp/
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2019103000075/
http://nakahaku.jp/
mailto:nakahaku@city-nakatsu.jp
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2019103000075/
http://nakahaku.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@33.606615,131.186393,17z


 

- 4 - 

 

中津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

メイプル耶馬サイクリングロード  
  

JR中津駅から山国町へと続く約 36kmの自転車道。かつての鉄道路線跡が現在はサイクリングコースとして生まれ変わり、

景勝地耶馬渓の景観を楽しみながらサイクリングが可能です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

メイプル耶馬サイクリングロード/大分県中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2014060400012/ 
耶馬溪サイクリングターミナル/大分県中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2014022100011/ 

お問合せ【耶馬溪サイクリングターミナル】 

電話番号：0979−54−2700 

ホームページ：https://www.city-nakatsu.jp/kankodocs/2014022100011/ 

 

日本一の石橋「耶馬渓橋」  
  

大分県指定有形文化財登録の大正 12 年に架橋された石橋。日本で唯一の 8 連アーチの石橋で、長さ 116m は日本一。長崎

の石橋によく見られる技法を採用していることから「オランダ橋」の愛称で親しまれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0202 大分県中津市本耶馬渓町曽木 

アクセス 
ツアー：港より 30分(19km) 

個人：大分交通バス青の洞門駐車場下車徒歩 10分   

季節 通年 

関連リンク 

耶馬渓橋/大分県中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2013080200183/ 
耶馬渓橋/中津耶馬渓観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=yabakeihashi 

お問合せ【中津市本耶馬渓支所 地域振興課】 

電話番号: 0979-52-2211 メールアドレス：hy-chiiki@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

 

 

 

 

日本夜景遺産に選ばれた中津市のシンボル「八面山」  
  

標高 659m、四方八方から見ても同じ形に見えることからその名がついた「八面山」。展望地からは中津市街地を望むこと

が可能で、その光景は日本夜景遺産に選ばれるほどの絶景です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒871-0103 大分県中津市三光田口 

アクセス 
ツアー：港より 40分(18km) 

個人：大分交通バス八面山平和公園前徒歩 15分  

季節 通年 

関連リンク 

八面山/大分県中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2015111700143/ 
中津耶馬溪観光協会 
https://nakatsuyaba.com/?introduce=hachimenzan/ 

お問合せ【中津市三光支所 地域振興課】 

電話番号: 0979-43-2050 メールアドレス：sk-chiiki@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 

https://www.city-nakatsu.jp/doc/2014060400012/
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2014022100011/
https://www.city-nakatsu.jp/kankodocs/2014022100011/
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2013080200183/
https://nakatsuyaba.com/?introduce=yabakeihashi
mailto:hy-chiiki@city.nakatsu.lg.jp
https://www.city-nakatsu.jp/
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2015111700143/
https://nakatsuyaba.com/?introduce=hachimenzan/
mailto:sk-chiiki@city.nakatsu.lg.jp
https://www.city-nakatsu.jp/
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寄港時の歓迎イベント開催・観光案内所の設置  
  

客船が寄港する際には、中津港岸壁において歓迎の催し物や観光案内所の設置を行います。また、地元の特色あふれた品物

を取り揃えた物産展を開催し、皆さんに対しておもてなしをしてお迎えします。 

  
 

 

所在地・開催地 〒879-0124 大分県中津市田尻崎 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
中津市 
https://www.city-nakatsu.jp/ 
 

お問合せ【中津市観光推進課】 

電話番号: 0979--62-9034 メールアドレス：kankou@city.nakatsu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city-nakatsu.jp/ 
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