
宇
佐
駅

JR
日
豊
本
線

宇
佐
駅

JR
日
豊
本
線

米山

米山 安心院 IC

大分農業
文化公園 IC

日 岳 川

院 内 川

高 並 川

恵
良
川

恵
良
川

木
裳
川

新
貝
川

津
房
川

鳥
越
川

深
見
川

日
足
川寄

藻
川

駅
館
川

黒
川

駅
館
川

新
池

387

387

500

500

500

500

妻垣神社

南光寺仁王像

仙の岩

鏝絵：「鷹と松」

鏝絵本町通り

里の駅小の岩の庄

イモリ谷入口

観光協会安心院部会
（レンタサイクル）

円通寺

大楽寺

宇佐市
観光協会

大善寺

宇佐神宮百體殿

凶首塚古墳

化粧井戸

宇佐市
総合運動場

宇佐風土記の丘
大分県立歴史博物館

アクトいちごファーム
１～５月いちご狩り

エンジン調整場

城井１号掩体壕

滑走路跡

爆弾池

半地下式
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宇佐海軍航空隊
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宇佐空の郷
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Kote-e” Hawk & Pine”

Tourism Association Ajimu

Kote-e main street

Miyanose Bridge

よっちゃん食堂

ぱおぱお（パン屋さんイートインスペース有）

JA ふれあい
安心院

豊後からあげ

豆麦房

車輪屋からあげ楓
宇佐神宮店

宇佐の家

まほろば温泉菟狭

魚処丸萬

天ぺい宇佐店
味あげひろ

うどん大黒

アカゲラ
Akagera

Karaage
Kaede

Toubakubo

Kurumaya

  Usanoie

Restaurant Maruman

Mahoroba Onsen Usa

Udon-ya Daikoku
Ajiage hiro

Tenpei Usa

Bread&Pottery paopao

Bungo Karaage

Yocchan Diner

大口田ぶどう組合

富士見台農園

ぶどうの丘

安心院支所

GS

三和酒類
スポーツセンター ローソン

宇佐和気店Sanwashurui Sports Center

Ookutta Grape Association

Fujimidai Farm

Budo-no-oka

東
九
州
自
動
車
道

宇佐神宮だけ見るのはもったいない！？
ちょっと自転車で足を伸ばせば、まだ知ら
ない宇佐の新たな歴史に出会えるサイクリ
ングコース。風土記の丘の自然を自転車で
爽快に独り占めしたら、歴史博物館で宇佐
神宮の歴史を学べる。ゴール地点ではアツ
アツの宇佐からあげでお腹も大満足！

Cycling Course Ajimu

Usa City History Trip Course

Peace-Cycle Course

Cycling Course Innai

Touring war remains and wishing for peace 

宇佐平野に広がるたくさんの戦場遺跡を
平和の大切さを感じながら自転車で巡るコース

Feeling the history of Usa and follow the footprints
悠久の歴史を紐解きながらその足跡をたどるコース

Enjoy slow-moving time and thrill! 
スローもスリルもおまかせ！

Enjoy fresh air and beautiful scenery of Ajimu town!
空気と景色が最高のごちそう！

●JAふれあい安心院
●ぶんごからあげ
●ぱおぱお
●よっちゃん食堂

Bread&Pottery paopao

Bungo Karaage

Yocchan Diner

Akagera●アカゲラ
Ishibashichaya●いしばし茶屋

Karaage Kaede●からあげ楓宇佐神宮店
Mahoroba Onsen Usa●まほろば温泉菟狭

Restaurant Maruman●魚処 丸萬

Toubakubo●豆麦房
Kurumaya●車輪屋

Usanoie●宇佐の家

Tenpei Usa

Ajiage Hiro(Fried Chicken)●味揚げひろ
Udon-ya Daikoku●うどんや大黒

●天ぺい宇佐店

This shop sells Ajimu local vegetables and grape ice-cream that tastes rich and fresh, 
made from local grape. You should try the dish made from soft-shelled turtle at restaurant there.

宇佐・国東の八幡文化を中心に大分の歴史と文化
に関する体系的な常設展示がされている。
It is lacated on Usa Fudoki no Oka (Fudoki hill) where 
visitors can learn about history and culture of Usa 
and Kunisaki area.

❼大分県立歴史博物館

国指定の前方後円墳を中心とした史跡公園で春の
桜、梅雨時期の菖蒲の名所として有名公園内で思
いを馳せながらゆっくりと歴史を感じることが
できる。
A historical park which contains 6 keyhole-shaped 
burial mounds.  They are believed to be the chiefs of 
the local ruling families that  governed Usa Plains 
between 3rd and 6th centuries.   You can walk around 
the park and feel the history of Usa.   

❻宇佐風土記の丘

かんぽの郷には、温泉のほか体育館や
レジャープール等があり、また隣接する総合
運動公園には巨大なアスレチック遊具も設置
されている。
This complex has hot springs, leisure pools, 
gymnasium and big athletic play equipment.

❺宇佐市総合運動場

TEL: 0978-58-3453
開館時間　9：00～17：00

Usa-Ku-no-sato❶宇佐空の郷

コース沿いの施設に関する情報は
「宇佐空の郷」で知ることができます。

宇佐神宮境 勒寺に安置されていた薬師如
来の大仏（国指定重要文化財）を見ること
ができる
Yakushi Nyorai, a statue of healing Buddha 
and other important side-statues are 
enshrined. They were made in Kamakura 
period

❶大善寺

道の駅からも見える石橋、橋の上から見る侵食
された岩の景観が見事

Arase Bridge❽荒瀬橋
鎌倉時代の木造建築物。
奥の院礼堂と三尊像は国の重要文化財である。
In the main hall which is located innermost 
sanctuary and is only remaining wooden 
architectural structure of Kamakura period in Oita 
prefecture. The main hall and 3 statues are 
designated national important cultural properties.

Though you can see this stone bridge from Michi no 
Eki Innai and see beautiful scenery of eroded rock. 
We recommend you to stand on the bridge not just 
looking from far and enjoy scenery from the bridge.

地元の農家で採れた新鮮な野菜や特産品を販売。店内には食事処もあり名物はスッポンうどん。
ぶどうのソフトクリームも人気

Sato-no-Eki Onoiwa-no-sho❻里の駅　小の岩の庄

Nankoji Niozo: (Nio guardians)❺南光寺仁王像
阿吽２体の仁王（金剛力士）像。県内にある 184 ヶ所の仏像の中で２番目に古く、県指定有
形文化財。地域の方の熱心な取り組みによって修復がなされ、山門も新しく建て替えられた。

神武天皇、日向を発し、東国へ向かわれる途中、この地にお立ち寄りになった。宇佐国造の
祖、宇佐津彦命と宇佐津姫命の兄妹がお迎えし、足一騰宮（あしひとつあがりのみや）を建
て歓待申し上げた由来をもつ神社。歴史が好きな作家松本清張も足を運んだ。

A pair of Nio statues are standing in Nankoji-temple.
They are the second oldest Buddhist statures in Oita prefecture and it’ s prefecturally designated tangible 
cultural property. They were restored in 2019 by the e�ort of community residents. Temple gate was also 
rebuilt. 

The founder of Usa region, Usatsuhiko-no-mikoto and Usatsuhime-no-mikoto built this shrine.
They welcomed the �rst Japanese Emperor Jinmu and his party who stopped by when they were making 
the eastern expedition. The famous writer, Seicho Matsumoto, came this place and wrote the novel 
“Rikukou-Suikou”.

Tsumagake Jinja Shrine❸妻垣神社

Ryuganji Temple❻龍岩寺

Daizenji Temple 

Hachiman no Sato and Usa City Sogo Undojyo
(General playground)

Usa Fudoki no Oka 

Oita Prefectural Museum of History 

日本一の石橋の里院内をめぐるならサイクリングで！！石橋は
人々の生活と絆をつなぐ「かけはし」石橋の景観も素敵だが、
石橋から下を眺めたときの「石」の形にも注目。長い歳月を経
て侵食された岩肌が魅せる美しさも感じることが出来る。サイ
クリングでしか味わえない「小さな石橋」達も見つけながら進
もう！龍岩寺を越えると体力勝負な坂との戦い。アシスト全開
で登りきった先には、絶叫アトラクションでは味わうことの出
来ない爽快な「下り」を風を感じながら満喫できる。
Enjoy cycling Innai Town. Innai Town is famous for 75 large and small 
stone bridges remaining 
Each bridges has di�erent characteristics and its existence has been 
watching lives of local people and you can feel the history of them.

観光協会をスタートしたら、町中に点在する「鏝絵」
楽しみながら、妻垣神社を目指そう！神社への入
口は坂道になっているので、アシスト全開で登り
きろう！歴史と由緒のある妻垣神社にお参りした
ら、広大な田畑を望みながらイモリ谷へ、木造の
仁王像様とお顔合わせしたら天然酵母のパン屋さ
んぱおぱおさんへ。喫茶スペースもあるのでゆっ
くりした時間の流れを満喫。帰り道は小の岩の庄
で絶品「ぶどうソフト」を食べよう！！

ここには「戦争」が確かにあった。それら
を物語る戦争遺跡の数々。平和な時代に生
きる私たちにとってそれは遠い過去の歴史。
現存する戦争遺跡から感じる、平和への願
いを心に刻めるコース

●運転をする前に必ず利用規約をお読み下さい。

●保険には加入していますが、全ての事故に対応するものではありません。

　利用際はスピードの出しすぎなどに十分お気をつけのうえ、交通ルールを守ってご利用ください。

●返却時間に間に合わない場合や、事故やトラブルが生じた場合は必ず下記までご連絡ください。

●利用者の過失による車両の破損や故障については修理実費をご負担いただきます

●バッテリーの走行距離は標準モードで約 29ｋｍです。無理をせずサイクリングをお楽しみください。

●航空隊遺跡等の立ち入り禁止場所には危険防止のため絶対に中には入らないでください。

Notice: Please return your bicycle to a terminal where you rented it during its business hours. Postponed returns will be 
charged. If you want tp Drop-off, additional ￥1,000 will be charged. (2 Drop-off Spots:Usa Station, Usa Tourism Association) 

JA fureai Ajimu

いしばし茶屋
Ishibashichaya


