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名物！ お土産！！ 温泉！！！名物！ お土産！！ 温泉！！！名物！ お土産！！ 温泉！！！
ワンコインで別府を堪能できるマップ発売中！

500円で、別府の町を散策しながら、
名物が食べられて、お土産が貰えて、温泉まで入れちゃう！

嬉しいチケット5枚付きマップ

「ＪＲ別府駅構内観光案内所」にて好評発売中！

チケットを切り取って
５つの商品と交換

さ
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別府八湯てんてく実行委員会　【問】別府市観光協会℡0977-24-2828

別府市宣伝部長



別府市観光協会 地元タウン誌

別府ならではの愛すべきお店がずらり！
お店自慢の メニューを楽しんで、

別府の旅の思い出を増やしてみませんか？

しっかり食べるなら…
定食・コース・ランチ etc 編➡

ハズさない一品なら…
 名 物 料 理 編 ➡

P13へ！

P3へ！

「ウチのコレ」

8 どこからでも
発着OKどこからでも
発着OK ケーズデンキ

マクドナルド至別府

至杵築

至宇
佐

ドラッグ
コスモス

プリエール暘谷

スクリーン
　＆Ｂｏｏ

日出町中央
公民館

ＪＡべっぷ日出
日出支店 日出ＳＳ

国道10号
線

オレンジコム

新鮮市場
マルショク

堀ＳＳ
旧ＪＡべっぷ
日出給油所

JA
ふれあいの里

ジョイフル

別府市内⑧ヶ所および
日出・西大分の給油所
別府市内⑧ヶ所および
日出・西大分の給油所

4,250 6,950
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 炭火焼肉 元相 本店
ガンソウ

MAP B/C-3

TEL.0977-23-2980
別府市石垣東10-5-28
ランチ11：30～15：00
月～金曜17：00～深夜0：00（LO23：30）
土・日、祝日11：30～深夜0：00（LO23：30）
不定　　70台

http://www.gansou.co.jp

大分初登場！
熟成肉～ドライエイジングビーフ～

menu

特選盛り
(300g)　5163円　

中落ちカルビ
A5ざぶとん
熟成サーロイン
熟成ランプ
冷麺

………………………702円
………………………1944円
…………………1923円

………………………1383円
………………………………594円

 焼肉 春香苑
シュンコウエン

MAP B/B-2

TEL.0977-24-3377
別府市南立石一区4-1
11：00～深夜0：00（LO23：30）
不定　　 40台

注文を受けてから手打ちする自家製麺は、ぷりぷりでつるっとした
喉越し。自家製キムチとダシが決め手のあっさりした和風スープが
マッチして、これぞ別府冷麺！という味わいです。冷たい器の中は、暑
い夏は天国、冬場は震える美味さ！ 手間ひまかけて約半世紀。ぜひ
ご賞味ください。定食もあります。

長年愛される
ハンドメイドの別府冷麺

menu

冷麺(中)
735円　

石焼ビビンバ
メウンタンラーメン
トリ天定食
ホルモン
上ロース

……………………900円
………………750円

………………………650円
…………………………450円
…………………………1350円

店長
木村 知徳さん

スタッフ
文 勝護さん

『元相』の熟成肉はドライエイジングに合った肉選びから始まります。
温度と湿度を徹底管理した独自の熟成庫で“かすかな風”を加えな
がらゆっくりと肉を寝かせ、30～60日間かけて仕上げていきます。
今までの肉のイメージをくつがえす、芳醇な香りと深い味わいのお肉
を是非お楽しみください。

 浜商　浜鮨
ハマショウ           ハマズシ

MAP B/B-3

TEL.0977-21-3345
別府市石垣東7-8-2
11：00～18：00（LO17：30）
なし　　15台

http://hamasho-osakana.com

県内外問わずリピーターの多い当店で一番の人気メニューが、料理
長が吟味した魚を豪快に盛り付けた「海鮮丼」。海の幸をご堪能いた
だけるように、刺身御膳・りゅうきゅう丼もご用意しています。大分の
ブランド魚「関あじ」・「関さば」もリーズナブルにお愉しみ頂けます。
料理長の技と味をご堪能ください。

海産物問屋だからこそできる技と味
新鮮な海の幸を堪能する

menu

浜鮨丼(浜鮨海鮮丼)
1950円

関あじ関さばにぎり（６貫）
豊後あじ・豊後さば刺身定食
浜鮨　りゅうきゅう丼
海鮮地獄（激辛）丼
魚のアラ炊き定食

………3000円
…2800円

……………1000円
……………1300円
………………1000円

店長
浜田 美加さん

旬
を
盛
り
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ん
だ
会
席
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け
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極
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湯

旬の食材を使用した会席料理
海の幸山の幸に加え、おおいたトラフグより抽出した
コラーゲンをお鍋やデザートで味わえます

源泉掛け流しの温泉
美人の湯とも呼ばれる柔らかな「炭酸水素塩泉」です

最大13会場の宴会場
10名前後の小団体～180名の大団体まで対応でき
ます

１泊2食 12,000円～（税別）
夕食のみ 5,000円～（税別）

【料金】
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焼肉・冷麺 元祖アリラン

MAP A/C-2

TEL.0977-22-3010
別府市北浜2-2-35
11:30～14:00（LO13:30）
17:00～深夜0:00(LO23:00)
第2・4・5火曜※昼は不定休あり　　6台

http://b-ariran.com

別府初の冷麺専門店として昭和25年
に創業しました。初代から受け継がれ
る、独特の弾力の麺とあっさり和風ス
ープの“別府冷麺”をぜひ！

最後の一口まで飽きない
60年余愛される老舗の味

スタッフ
テイさん

冷麺（中） 750円

焼肉 一力

口コミで広まった5等級の特上ロース
は目玉商品！　別注の自家製キムチは
甲殻類をベースにタレからこだわり、
欠かせない一品に。

昭和レトロな雰囲気の
別府の有名焼肉店

MAP A/C-2

TEL.0977-24-6783
別府市駅前本町6-37
17：00～深夜0：00
木曜
20台

スタッフ
阿南 房子さん

特上ロース  （1人前）1300円

イチリキ

異風堂々

MAP A/C-2

TEL.0977-22-1037
別府市駅前本町1-29
18：00～深夜0：00
（フードLO23：00、ドリンクLO23：30）
日曜
なし

宮崎産の地鶏を強い炭火で炙った、レ
アでもイケる地鶏です。お酒がすすむ
料理を多数そろえ、県産焼酎も豊富に
ありますよ。

こだわりのお酒を片手に
和×洋のこだわり料理を

オーナー
羽田野 貴明さん

地鶏の炭火焼 1058円

イフウドウドウ

玉八

MAP A/C-2

TEL.0977-23-2469
別府市北浜1-9-4
11：30～20：00
日曜
なし

ウチのとんこつラーメンは、豚骨スー
プに鶏ガラ・野菜を加えることでスー
プの味を深めちょんのよ。チャンポ
ン、焼きめしも美味いで！

古き良き時代の面影を残す
昭和28年創業の老舗

店主
岩永 修さん

チャーシューメン 700円

タマハチ

なかむら珈琲店

MAP A/C-2

TEL.0977-23-1272
別府市北浜1-2-12
10：30～18：00
21：00～23：00
水曜 なし

仲間と手作りしたこの内装も30年を迎えることができました。別
府のディープな情報が集まるカウンターで私と語らうのもいいで
すし、ほんのり灯るランプの下でひとり読書を楽しむのもいい。丁
寧に煎れたコーヒーとともにゆっくりおくつろぎ下さい。牛乳があ
ればですが「ココア」もどうぞ。

マスターがいるカウンターで、
心地いいBGMとコーヒーの香りに包まれる

menu

ブレンドコーヒー
450円 

ブレンドコーヒー
ココア

…………………450円
……………………………500円

マスター
中村 光さん
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お菓子の菊家 ゆめタウン別府店

TEL.0977-22-3370
別府市楠町382-7 ゆめタウン別府1F
9:30～21:30　
ゆめタウン別府に準ずる
ゆめタウン別府P利用

ふんわりロール生地でプチシューとフ
ルーツを巻き上げました。カラフルな
ロールはまるでお姫様のよう! 甘すぎ
ず食べやすいロールですよ。

ゆめタウン別府店限定！
オリジナルロールケーキ

http://www.kikuya-shop.net/

ゆめ姫ロール 1512円

キクヤ

いま勢

TEL.0977-22-0010
別府市山の手町14-1
11:00～LO14:00
水曜、第2火曜
13台

当店のうなぎは肉厚で、炭火で焼き
上げることで香ばしく身はふっくら！
自慢のうな重と蒲焼をぜひご賞味く
ださい。お持ち帰りもできますよ。

先々代より受け継いだ伝統のタレ
昭和2年創業のうなぎ料理専門店

うな重（中） 3240円

セ

チャイナキッチン 笑福

TEL.0977-22-3328
別府市石垣東1-9-26
11:30～14:00(LO13:30)
18:00～22:00(LO21:30)
水曜 ※祝日の場合、予約があれば営業　　9台

原木椎茸と温泉水を使った大分県な
らではの担々麺「ドラゴンヌードル」で
す。ランチセット1026円は、とり天、
ライス付きで人気です。

ホテル仕込みのこだわりと
“身体に良い”を考えた本格中華

http://www.beppu-shoufuku.com/

ドラゴンヌードル 950円

ショウフク

とよ常  別府駅前店

TEL.0977-23-7487
別府市駅前本町3-7
11:00～14:00/17:00～22:00
木曜　　なし

創業当時から変わらぬ味が人気の看
板メニューです。大きなエビ天を口い
っぱいに頬張り、秘伝のタレがたっぷ
りかかったご飯をかき込んで下さい。

さくふわ食感のてんぷらと、タレが
しみ込んだご飯が奏でるハーモニー

「特上天丼」 750円

MAP B/A-2

代表
諫武 由美恵さん

MAP A/C-1

店長
田原 宏さん

MAP B/B-3

オーナーシェフ
松本 鉄也さん

焼肉 かねだ

MAP B/C-3

TEL.0977-22-9596
別府市石垣東8-3-32
11：00～22：30
第1・3月曜
10台

徐々に雑炊からリゾット風、そして
おこげを楽しめると人気。丁寧に手
切りした肉とこだわりのお米で、本
物の味をお届けします。

グツグツとマグマのような
海鮮風味の石焼クッパ

ママ
マダム エイコさん

マグマ 700円

ヤキトリ バードスタイル

MAP B/C-2

TEL.0977-26-7350
別府市新別府3
11：45～14：00（LO13：30）
17：30～23：00（LO22：00）
第2日曜※祝日の場合は営業
15台

http://birdstyle.jp

夜は焼鳥1本110円～や地鶏料理、
とり天等の鳥料理、ピザ、パスタ、パフ
ェなどもあるので家族連れでも安心
してお越しください！

おしゃれ空間の焼き鳥屋は
完全個室のくつろぎ空間

オーナー
津田 陽司さん

地鶏もも備長炭焼き（※夜メニュー） 1240円

店長
松尾 梨英さん

MAP A/B-3

円円

MAP A/C-2

TEL.0977-23-1991
別府市北浜1-746-15
17：00～深夜0：00（LO23：30）
水曜
3台※その他、契約Pあり（2時間無料）

肉質も鮮度も抜群のいわゆるイイ肉を
常時スタンバイ！希少な部位からお手
頃な価格のお肉まで、懐具合に合わせ
て気軽に焼肉を味わえますよ。

精肉店直営の強みを発揮
押さえておきたい焼肉店

店長
緒方 貴光さん

円円セット 7344円

エンエン

Dining cafe’ 酒蔵 真㐂之助。別府本店

TEL.0977-21-5627
別府市石垣東3-6-23
11:30～16:00(LO15:00)/17:30～深夜1:00(LO深夜0:00)、
日曜11:30～16:00(LO15:00)/17:30～深夜0:00(LO23:00)
なし　　あり

「サクサク海老春巻」は文字通り“サ
クサク感”がたまらない一品で、どの
お酒のアテにもぴったり！　珍しい
焼酎やお酒も豊富にありますよ。

定評ある和洋料理からスイーツまで！
女性の支持率が高い正統派居酒屋

http://www.uniteddining.jp/

サクサク海老春巻 648円

マキノスケ

MAP B/B-3

スタッフ
三浦 美月さん
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balena

TEL.0977-23-8882
別府市馬場1-3 安東ビル1F
11:30～15:30(LO14:30)/
17:30～22:00(LO21:00)
火曜※祝日の場合は営業、翌日休み
7台

パスタなど、数ある料理の中でも不動
の人気がこのメニュー。土佐酢が効い
た風味豊かな味わいに、毎回コレを
召し上がるお客様も多いんです！

和のアレンジが独創性を生む
居心地良い洋食屋さん

チキン南蛮バレーナ風 900円

バレーナ

お食事処湯沢家

TEL.0977-66-6440
別府市御幸5-1
9:00～17:00
不定
3台

地獄釜で長時間蒸し煮した甘辛い椎
茸がアクセントのだんご汁は、地元の
野菜たっぷり。店頭では地獄蒸しのさ
つまいもや豚まん、たまご等も販売中！

鬼山地獄前にある
創業60年の食事処

大分名物だんご汁 750円

ユザワヤ

不生庵

TEL.0977-66-1260
別府市大字内䆴字扇山3677-43
別府湾サービスエリア内
11：00～15：00※季節により変動あり
なし　　約100台

地鶏でとったダシに焼きネギの
甘みをプラス。自家製そばを香りと
共に召し上がれ。古民家を活かした
店内と景色も魅力です。

高速の別府湾SA内にある
眺望と本格そばが魅力の店

http://www.timehills.jp

豊のしゃも つけ汁蕎麦 1500円

フショウアン

MAP B/D-1

店長
佐藤 大章さん

MAP B/C-2

オーナーシェフ
窪田 基樹さん

MAP B/D-2

スタッフ
加藤 浩章さん
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 郷土料理の高級料亭 お茶屋 お福
オフク

MAP B/A-3

TEL.0977-25-2929
別府市上田の湯町15-1
10:00～21:00
※ランチ11:00～14:00
なし　　 2台

http://beppu-ofuku.com

豊後牛が味わえる懐石料理は、前日までの予約制。地ものの食材を
活かした月ごとにかわる季節の郷土料理は、ご希望に合わせ関あ
じ・関さば・ふぐなどがご用意できます。テーブル席や掘り炬燵がござ
いますので、ゆっくりとおくつろぎください。庭園の自然美に酔いしれ
ながら、お抹茶も堪能できますよ。

大正ロマン漂う純日本家屋とお庭
お茶屋ならではのおもてなし

menu

松花堂(昼食)
3240円　

お抹茶と和菓子
天ぷら御膳(昼食)
刺身御膳(昼食)
　　　　　 ※昼食は他に4320円もあり
懐石料理(夕食)

…………………1080円
………………3240円
…………………3240円

……………1万800円～

スタッフ
光さん

甘味茶屋
アマミヂャヤ

MAP B/C-2

TEL.0977-67-6024
別府市実相寺1-4
10：00～21：00（LO20：30）
なし 30台

http://amami.chagasi.com
店主
楠橋 岳志さん

手延べでコシのあるだんご麺を使った名物だんご汁は、味噌の風味を生かす
ため、注文を頂いてからお作りしております。やせうま、季節のご飯とセット
になった「だんご汁定食」を季節の花と緑あふれる店内でご賞味ください。ぜ
んざいやお餅、ケーキ等、デザートメニューも豊富に取りそろえております。

ほっとするひとときに
お腹も心も大満足

menu

だんご汁定食
1080円

畑の茶屋弁当
とり天（3個）
茶屋パフェ
田舎ぜんざい
テールカレー

…………………1230円
………………………390円
…………………………720円
……………………570円
………………………870円

レストラン 東洋軒

MAP B/B-3

TEL.0977-23-3333
別府市石垣東7-8-22
11：00～15：00（LO14：30）
17：00～22：00（LO21：30）
年末年始　　25台

http://www.toyoken-beppu.co.jp
オーナー
宮本 博之さん

創業大正15年の老舗レストランです。「別府とり天発祥の店」としても、根
強いファンが多いですね。オリジナル醤油とニンニクを玉子のみでからめ
たとり天は、外はサクッと、中はふっくら。皮も取り除いているのでとても
ヘルシー。単品のとり天は1080円。麺類もどれも美味しくオススメです。

とり天発祥の店で食べる
大分のソウルフード

menu

とり天定食
1350円

牛肉刀削麺
フカヒレラーメン
お昼のサービスランチ(月～金曜)
タンタンメン

……………………1100円
…………………1200円

…800円
……………………1200円

昼も、夜も。多彩なレストランで楽しい時間を

［夜のオススメ№1］
麦屋セット1,500円（税別）

［昼の人気№1］
若潮名物御膳 1,500円（税別）

ホテルサンバリーアネックス 2Ｆ
11：30～14：00（ＯＳ13：30）ランチ/　
18：00～22：00（ＯＳ21：00）ディナー
直通℡0977-26-7007

ホテルサンバリー 3Ｆ
17：30～24：00（ＯＳ23：00）
直通℡0977-25-1195

〒874-0919
大分県別府市石垣東10-1-20
TEL 0977-26-6555（代表）

〒874-0919
大分県別府市石垣東10-2-33
TEL 0977-25-1171（代表）

http://www.hotelsunvalley.com/

創作料理居酒屋 麦 屋 日本料理 若 潮
▲鶏鍋2,500円（税別）

500

亀川→←大分

北石垣公園

ファミリー
　マート

JR日豊本線

九
州   

横
断
道
路

港中央通り
ローソン

明林堂
書店

ホテルサンバリー
アネックス

ホテルサンバリー

10



しっかり食べたい！ 定食・コース・ランチ etc
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八新鮨

MAP A/C-2

TEL.0977-23-3081
別府市北浜2-1-16
月～金曜12：00～14：00/
　　　　17：30～22：30（LO22：00）
土曜17：30～23：30（LO23：00）
日曜　　なし

当店自慢の「塩コース」は醤油を使わ
ずに、ドイツ産の岩塩とカボスでお召
し上がりください。11～3月は「ふぐ
コース」8640円～をどうぞ。

創業45年を機に移転リニューアル
一手間かけたこだわり寿司

大将
右田 将邦さん

塩コース（8貫） 3780円

ハッシンズシ

小菊

TEL.0977-24-6306
別府市中島町12-25
11:00～14:00/
17:00～22:00
水曜　　12台

素材の旨みを生かす、やさしい味付けの季
節野菜の煮物、天ぷら、お刺身などがセッ
トになったお得なミニ会席です。夜は3500
円～の会席料理をお楽しみください。

職人の技が光る
王道日本料理に舌鼓

若女将
島添 真由美さん

小菊御膳 2000円

コギク

里の駅レストラン 扇山

TEL.0977-25-5211
別府市竹の内6-2
11:00～16:00
※土・日曜・祝日11:00～21:00
なし
70台

名物の二枚看板「とり天」と「だんご
汁」に加え、その日仕入れた新鮮なお
魚を使うお寿司も付いた大分の恵み
を存分に味わえる品です。

大分のうまいもの
いっぱい詰め込んだよくばり定食

「大分名物ざんまい定食」 1150円

MAP B/A-2

別府炭焼亭 ちはら

MAP A/C-3

TEL.0977-27-1129
別府市北浜1-11-2 ビレッジいたや1F
11：00～14：00
17：00～深夜0：00（LO23：00）
不定
4台※他契約Pあり

うちの自家製ぽん酢は、たくさん
の素材を三日間かけて仕込みま
す。絶対ヤミツキになって夜も眠
れんくなるけん、食べてみて！

掘りごたつ式の座敷個室で
ヘルシーにお肉をいただく

店長
玉井 義之さん

豚しゃぶ食べ放題 大人2400円、中学生1500円、小学生900円

海鮮いづつ

MAP A/B-2

TEL.0977-22-2449
別府市楠町5-5
11：00～15：00
18：00～22：30（LO22：00）
月曜 ※祝日の場合は営業、翌日休み
なし

鮮魚店を営んでおりますので、私が毎朝
市場で仕入れる魚の“鮮度”は抜群です
よ。「海鮮丼」で大分の魚の旨さをぜひ堪
能してください！

目利きのプロが選び抜いた
新鮮魚介を手頃な価格で

店主
稲垣 良隆さん

海鮮丼定食 1058円

KIHEI CAFE 本店

MAP B/A-3

メイン料理をオムライスかパスタ6種の中
から1つチョイスする人気のランチです。
プラス150円で付けられるセットデザー
トと一緒にコーヒーを味わってください。

アンティーク調で統一された
珈琲豆卸店が営む大人なカフェ

スタッフ
宇藤 純さん

「キヘイランチセット」 1200円

キヘイカフェ

TEL.0977-23-1134
別府市富士見町6-30
8:00～18:00（LO17:00）
不定　　　15台

MAP B/C-1

スタッフ
吉田 智美さん

別府市上田の湯町16-36
TEL.0977-21-2111
http://www.shiragiku.co.jp/

極
上
の
ひ
と
と
き
を

  

老
舗
宿
の
日
常
使
いス
タ
イ
ル

｢美人の湯｣とも呼ばれる清涼感ある天然温泉
に、開放感抜群の露天風呂。男女日替わりで
楽しめる評判の温泉は、ランチとエステがセット
になった日帰りプランが人気です。

●30分コース
　4,800円／6,200円／9,440円
●60分コース
　11,200円／12,600円／15,840円

【ランチ＆エステプラン】
●大人（中学生以上）
　……1,000円(タオルセット付)
●小人（小学生）
　………500円(タオルセット付)
※大人1名につき幼児1名無料となります

【立ち寄り入浴】
13：00～22：00 （要予約）



しっかり食べたい！ 定食・コース・ランチ etc

1718

カレーの王国　ユーシャ

TEL.0977-23-5532
別府市若草町9-26
11:00～15:00(LO14:30)/
17:00～22:00(LO21:30)
月曜　　　5台

羊肉入りほうれん草カレー（ナンor
ご飯、サラダ付）をぜひ。ランチは
650円～。インドの240種のスパイ
スと様々な商品も購入できます。

ハラルフードも取り扱う
国際色豊かなインド料理専門店

http://www.tajnur.com/

マトン・サグワラ 950円

お食事処 極楽亭

MAP B/D-2

TEL.0977-66-5969
別府市野田780
10:00～16:00
なし
130台

トマトピューレをふんだんに使った、
『血の池地獄』のような真っ赤なルウ
が印象的です。スパイシーで風味豊か
な本格派カレーをご賞味あれ。

『血の池地獄』に併設する
オシャレなカフェレストラン

シェフ
浜野 謙太さん

地獄の極楽カレー 1200円

ゴクラクテイ

MAP B/B-3

オーナー
エムデ・モンズール・イスラムさん

お食事処 華海鮮

MAP B/C-2

TEL.0977-27-7366
別府市鶴見127-1
11：00～14：00
17：30～21：00（LO20：30）
なし　　100台

『べっぷ海鮮市場』敷地内にある観光
客と地元のお客様が行き交う人気のお
店です。人気は海の王様、伊勢エビ汁を
ご堪能ください。

新鮮で豪快な伊勢エビと
旬の海鮮を丼でいただく

http://www.hana-kaisen.com

専務
松本 亜巳さん

海鮮丼と伊勢エビ汁セット 1850円

ハナカイセン

別府・明礬温泉 湯の里 展望喫茶・レストラン

MAP B/D-1

TEL.0977-66-8166
別府市明礬温泉6
9：00～17：00（LO16：30）
なし
80台

手延べだんごに季節の野菜がた
っぷり入っただんご汁ととり天、湯
の花プリン、オリジナルサイダーが
セットになってお得です。

大分の郷土料理と景色を
一度に満喫

http://www.yuno-hana.jp

スタッフ
加藤 範江さん

湯の里満喫御膳 1200円

ユノサト

割烹 平家

TEL.0977-24-7126
別府市石垣東7-2-14
11：00～14：00（LO13：45）
17：00～21：30（LO21：00）
月曜※祝日の場合は営業、翌日休み
50台 http://heike.jp

大分を代表する、関さば・関あじなど
新鮮なお魚を中心に、旬の食材を使
ったお料理でおもてなしいたしてお
ります。

大きな生け簀からすぐ調理へ
鮮度抜群の料理に舌鼓

大分郷土御膳（関あじ） 3650円

竹のレストラン ちくし

MAP B/B-3

TEL.0977-24-1811
別府市新港町6-46 別府交通センター1F
8：00～17：00
なし
80台

当店ならではの、ゆずこしょう醤
油とサクッとふんわりジューシー
なとり天が最高にぴったり合いま
す。いっぺん食べてみてな！

郷土料理を味わえる
港のレストラン

http://www.beppu-minatoeki.com

スタッフ
目代 智世さん

とり天定食 1080円

MAP B/B-3

スタッフ
吉岡 ひかるさん

Restaurant&Bar Tatamiser

TEL.0977-21-2882
別府市元町5-26 エクシーズマンション1F
11:30～14:30(LO14:00)/
18:00～22:30(LO21:30)
不定　　7台

地元の食材をふんだんに使った本格
コースをお箸でどうぞ。記念日等にぴ
ったりのサプライズプランもご用意し
ておりますので、ぜひご利用下さい。

お箸でカジュアルに愉しむ
大人の隠れ家で本格コースを

http://www.tatamiser.jp

オーナー
古賀 啓二さん

ディナーコース 3200円

タタミゼ

MAP A/B-2

定期観光バス定期観光バス

定期観光バスのご予約・お問い合わせは

大分交通 新川バスセンター 097-534-7455
http://www.oitakotsu.co.jp/ 検 索大分交通

宇佐神宮1

富貴寺2

真木大堂3

熊野磨崖仏4

財前墓地5

両子寺6

国東半島史跡めぐり
～コースのご案内～

福沢旧居1

青の洞門2

羅漢寺3

耶馬渓ダム湖4

深耶馬渓5

県立歴史博物館6

景勝 耶馬渓めぐり
～コースのご案内～

Sightseeing Bus

OITA KOTSU

〈予約制／毎日運行〉 〈予約制／11月毎日運行〉

(別府市内のりば)
　別府駅前(東口)・別府北浜
　別府交通センター(海側)
※お帰りは、大分空港(16:00予定)
　でも降車できます

※1～9月・12月は日・祝のみ運行
　10月は土・日・祝のみ運行
　(12/28～1/4の間、運休)
(別府市内のりば)
　別府駅前(東口)・別府北浜
　別府交通センター(海側)

乗車:別府駅前/降車:別府駅前
大人5,050円 ※記念品付

料金 乗車:別府駅前/降車:別府駅前
大人5,500円 ※記念品付

料金



1920

ホテル三泉閣

MAP A/D-2

TEL.0977-21-1155
別府市北浜3-6-23
7：00～21：00
なし
50台

大分県産トラフグから摂取したコ
ラーゲンを入れ、美人湯の温泉で
蒸した温泉蒸しプリン。ホテルの
味をお楽しみいただけます。

コラーゲンたっぷり！
濃厚クリーミーなチーズ味

http://www.sansenkaku.co.jp

スタッフ
竹下 倫美さん

プルリンちゃん 280円

お一人様1万3110円～

立
ち
寄
り
湯

【営業時間】
　月～金・日曜10:00～18:00
　　(混み合っている場合は15:00まで)
　土曜、祝日10:00～15:00
【料金】
　貸切1時間2000円（1～4名様迄）

貸切家族風呂が通常2000円のところ
予約時に「ぐるめっぷを見た」と言えば半額！

岡本屋売店

MAP B/D-1

TEL.0977-66-3228
別府市明礬3組
8：30～18：30
なし
24台

むかしお母さんが作ってくれたよ
うな飾り気のないシンプルなプリ
ン。地獄スパイスでコクとまろやか
さが増し、旨味が凝縮してます！

別府の地獄蒸しプリンの元祖
ほろ苦いカラメルがgood！

http://www.jigoku-prin.com

主任
岩瀬 裕子さん

地獄蒸しプリン 260円

サンセンカク

ミニ特集 ❶

別府プリン

別府のご当地スイーツと言えばプリン！
独自の配合や調理法の違いにより、
様々な種類の魅力的なプリンが

数多く存在するので、
自分のお気に入りを見つけてみよう。

コレも

『別府プリン』大集合♪
http://www.beppupurin.com/

チェック！

別府プリン 検索
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ひょうたん温泉

MAP B/C-2

TEL.0977-66-0527
別府市鉄輪159-2
9：00～深夜1：00
なし（4・7・12月に臨時休業あり）
80台

温泉の蒸気で蒸された自然の力強さ
を感じるプリンを『ひょうたん温泉』に
来たら、ぜひ食してください。温泉あが
りにはたまりませんっ。

温泉めぐりを楽しんだ後は
王道プリンを味わおう

http://www.hyotan-onsen.com

スタッフ
奥村 麻耶さん

温泉蒸しプリン 300円

湯元旅館 かなわ荘

MAP B/D-2

TEL.0977-66-0742
別府市御幸3-648
8：00～21：00
なし
30台

昔の育て方そのままの地元産たま
ごと、新鮮な牛乳とクリームを使っ
ています。奄美の黒砂糖で作ったカ
ラメルがアクセントです。

湯元旅館の料理長が
素材にこだわり抜いた一品

http://www.kanawa-g.com/yumotokanawa

フロント
矢野 三枝子さん

湯涌蒸プリン 250円

海地獄

MAP B/D-2

TEL.0977-66-0121
別府市鉄輪559-1
8：00～17：00
なし
180台

地獄の湯を利用し、蒸して焼きあげ
た無添加無着色の手作りプリンで
す。なめらかで甘さ控えめ。昔なが
らの味わいをどうぞ。

ビッグサイズの
地獄の旨味が詰まったプリン

http://www.umijigoku.co.jp

スタッフ
濵野 七海さん

地獄蒸し焼きプリン　300円

もと湯の宿 黒田や

MAP B/D-2

TEL.0977-66-9656
別府市鉄輪御幸3
11:30～15：00（LO14：00）
なし
40台

生クリームでコクを出し、バニラ
ビーンズで風味付け。鉄輪地獄
から噴き出す100℃以上の熱
噴気でじっくり蒸し上げました。

人気レストランが作る
本格派プリン

http://www.kurodaya.info

料理人
山能 一夫さん

鉄輪地獄蒸しSACHIプリン 250円

おやど湯の丘

MAP B/C-1

TEL.0977-21-2414
別府市小倉4組
10：00～15：00
不定
15台

自家源泉で蒸すプリンはお宿内で
のみ食べられるこだわりの一品。カ
ラメルは後がけで、プリンの味を最
後まで存分に楽しめます。

口溶けにこだわった
半熟のようなやわらかさ

http://www.yunooka.com/

代表
田中 純二さん

湯沸プリン 324円

Cafe & Sweet 桃たろう

MAP B/D-1

TEL.0977-67-5822
別府市明礬4
10:00～17:00
水曜
20台

温泉施設『湯屋えびす』内の喫茶室で
食べられる、素材にこだわった手作
りプリンです。エスプレッソや黒ごま
など5種類前後の味が楽しめます。

お風呂上りには、温泉の蒸気で
蒸しあげた「湯けむりプリン」

スタッフ
本田 尋子さん

湯けむりプリン 270円～



ミニ特集 ❷ 泉都・別府には、
魅力的なホテルがたくさん。

頻繁に泊まることはなかなかできないけど、
ホテルランチなら、腕利きのシェフや
料理人がつくるとっておきのメニューが

気軽に楽しめオススメです。

別府
ホテルランチ

2324

Ristorante Azzurri

TEL.0977-24-1141
別府市観海寺1  杉乃井ホテル 中館2F
昼 1部 11：30～　 2部 13：00～
夜 1部 17：30～　 2部 19：30～
なし ※要問い合わせ　　　1400台

予約の取りにくい人気店『LA BETTOLA da Ochiai』
オーナーシェフ・落合氏プロデュースによる、イタリア
ンレストランです。ここでしか味わえない特別なコー
ス料理をお楽しみください。

日本イタリア料理界の先駆者
落合シェフがプロデュース

店長
岩尾 望さん

ランチAコース 1944円

リストランテ　アズーリ

MAP B/B-1

バイキングレストラン 志高

TEL.0977-22-3301
別府市中央町5-17亀の井ホテル2F
11:30～15:00
なし
300台

和、洋、中の料理とサラダ、デザートなど
約40種類が味わえるビュッフ
ェです。四季折々に登場するソフト
クリームも是非ご賞味ください。

老若男女楽しめる
ワンランク上のお楽しみランチ

料理長
日高 照雄さん

ランチバイキング 1200円

シダカ

シロシタ

MAP A/B-1

スカイレストラン ガーランド

TEL.0977-21-2111
別府市上田の湯町16-36 
ホテル白菊 本館12F
11：30～14：00（LO13：30）
なし（休館日不定期で有）　　70台

特選フィレステーキやお刺身、ミニデ
ザートも楽しめる贅沢なランチです。
繊細で彩り豊かな料理と共に特別な
時間をお過ごしください。

豪華なランチと
贅沢なパノラマビューが魅力

桔梗 2480円

日本料理 城下

TEL.0977-72-9800
速見郡日出町平道入江1825
別府湾ロイヤルホテル内
11:30～14:00(LO13:45)
なし　　240台

山海の食材を活かした
季節感溢れる日本料理を

彩りランチ 1500円

スタッフ
川邉 理恵菜さん

MAP B/D-3

見た目にも鮮やかな、趣向を凝らし
た12種類の日替わり小鉢が人気のラ
ンチです。季節感を大切にした品々が
詰まった器は、さながら宝石箱のよう。

創業1932年。歴史と伝統が織りなす技術。　
エッチ美容室

For The Beauty

化粧せっけん40g（1個）  864円(税込)

別府駅キオスク、別府市内の旅館・ホテル、大分空港、SELECT 
BEPPU、エッチ美容室にて販売中

別府駅キオスク、大分空港、SELECT BEPPU、エッチ美容室
にて販売中

スプレータイプ80g（１本）1,296円(税込)

美と癒しの温泉ミスト完全無添加

個性的な別府の八種類のせっけん

〒874-0920大分県別府市北浜2丁目1-28
TEL 0977-22- 4005  FAX 0977-21-0574　HP http://www.onsen-factory.com

スタッフ
小手川 研司さん

MAP B/A-3

ききょう

ラ ベットラ ダ オチアイ



別府冷麺

別府とり天

地獄蒸し
温泉の噴気で食材を蒸しあげる料理。野菜、
魚介類などの様々な食材を笊にのせ、地獄
釡から噴出する蒸気に当てて加熱調理す
る。 主に鉄輪温泉地域で食べることができ、
温泉卵、プリンや豚まんを蒸して販売してい
るところも。「地獄蒸し工房 鉄輪」では地獄
蒸しの体験もできる。

ざる

言わずと知れた大分県民の“ソウルフード”
「とり天」。大正時代に別府に誕生した大分
県初の洋食レストランの料理がルーツと言
われ、「とり天発祥の地」とされている。市内
にある多くの店で食べられ、中華系、天ぷ
ら系、西洋料理系、創作系など様々な味を
楽しむことが出来る。

焼肉店の多い別府で冷麺は身近な食べ物で
あり、様々な店で「別府冷麺」として独自の進
化を遂げていった。麺は太く弾力のあるモチ
モチ系と、中細で喉越しの良いツルツル系の
2系統に大別され、前者は冷麺専門店、後者
は焼肉店系の店に多い。共通項はあっさりと
した和風ダシベースのスープということだ。
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美湯の宿 両築別邸

TEL.0977-26-0022
別府市観海寺3
11:00～14:30（LO14:00）
不定　
35台

お昼から旅館ならではの会席料理を
堪能できるよう3種類のメニューをご
準備しております。食後にオリジナルス
イーツ「ルリ・ガトー」もオススメです。

料理長特製の会席料理が
お手頃価格で愉しめる

常務
緒方 敬征さん

観海会席 1500円

リョウチクベッテイ

MAP B/A-2

レストラン プリマドール

TEL.0977-26-7005
別府市石垣東10-1-20
ホテルサンバリーアネックス1F
11：30～14：00（LO13：30）
なし　
150台

本格ナポリピッツァやパスタなどから
メインの料理を一品選んで頂き、サラ
ダ、デザートなどをバイキング形式で
楽しめるランチです。

女性同士やファミリーで、気軽に
立ち寄れるホテルレストラン

スタッフ
長岡 晃央さん

ハーフバイキング 1000円～
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竹瓦温泉
別府温泉のシンボルともいえる

“唐破風造り”の豪華な屋根をもつ建物。

『竹瓦かいわい路地裏散歩』
● 毎週月・水・金・土曜日、
　 第3・5日曜日実施
● 別府駅構内10時出発
● 700円（おやつ付き）

ボランティアガイドが
昔ながらの風情が残る
別府の路地裏をご案内。

定期観光バス

宇佐神宮1

富貴寺2

真木大堂3

熊野磨崖仏4

財前墓地5

両子寺6

予約制/毎日運行

※詳しくはp.18へ

国東半島史跡めぐり
～コース案内～

OITA KOTSU大分交通

亀の井バス

1日or2日間乗り放題
フリー乗車券を使って
カシコク楽しもう！

別府をゆるりと楽しむ、
ろせんバスの旅

別府駅・流川・鉄輪・柴石
海浜砂場・血の池地獄

別府駅・流川・鉄輪・柴石
海浜砂場・血の池地獄

別府駅西口 鉄輪 明礬別府駅西口 鉄輪 明礬

ぐるっとグルメ・すぱっと温泉

『ぐるすぱ』
ぐるっと循環

すぱっと往復

ちょっと足をのばして
大分の魅力に

触れてみませんか？

※詳しくはp.25へ

別府タワー
昭和32年に、建設された
高さ100mのテレビ塔。

「東京タワー」「通天閣」と同じ
設計者なのだ！

総合観光案内所
8：30～17：30　TEL.0977-24-2838
食べあるき・まちあるきマップ販売中

駅前高等温泉
白い外壁、緑の屋根が目印。
大正ロマンを感じさせる
モダンな造りが魅力的！

いろいろなコースで、
観光地への

観光バスが出ている

定期観光バスのりば

2728

他に耶馬渓めぐりコースも
ございます。

から　は　ふ

まちあるきマップA
別府駅前



湯けむりビューポイント

レジャー施設

マップB
別府全域
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