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合わせ

食べる“価値”あり！

宇佐グルメ

美味求真の原点。低脂肪でビ
タミンやコラーゲンがたっぷ
り！毎年２月14日～３月14日に
はすっぽんウィークも開催。

特殊な養殖技術により泥を使
わず、清らかな水で育てられ
たどじょうは、やわらかく、ふっ
くら。

大分味一ねぎ
The・おおいたブランドの代表
格。宇佐では、ねぎしゃぶやね
ぎ焼きなどねぎが料理の主役
です。

むぎ焼酎の生産量は日本一を
誇り高品質な商品が揃ってい
ます。日本酒やワインなども豊
富です。

豊幸ガニ
ガザミ、ワタリガニとも呼ばれ
ています。夏から冬にかけて漁
獲されますが、特に冬場は身
が詰まって絶品。

宇佐は「からあげ専門店発祥
の地」。外はパリッ、中はジュー
シーで、店ごとにオリジナルの
味が楽しめます。

豊かな海・山・川が育んだ宇佐ならではの

名物グルメがたくさん。

観光や散策とご一緒にいかがですか。

お買い物
スポット

お買い物
スポット

お買い物
スポット

約800点もの歴史資料が展示されてい
る大分県立歴史博物館。宇佐風土記の
丘には、九州最古の赤塚古墳など６基の
前方後円墳をはじめ、多数の古墳が点
在しています。

0978-37-2100 MAP：D-1

３ 東・西本願寺 四日市別院

江戸時代から伝わる九州最大級の本堂
など、往時をしのぶ木造建築物は荘厳
な雰囲気。東別院の山門は、県有形文化
財に指定されています。
0978-32-1901（西別院）
0978-32-0050（東別院） MAP：C-2

４

東光寺 五百羅漢

520余体もの石像が並ぶ五百羅漢。住
職が生活に苦しむ住民を救おうと、江戸
末期から20年余りかけて石工に作らせ
たものです。

0978-27-8171 MAP：D-1

５ 善光寺

日本三善光寺の一つで、和唐折衷の建
築様式の本堂は国指定重要文化財で
す。毎年春の季節になると、境内に市花
であるツツジが咲き誇ります。

0978-32-7676 MAP：C-1

６

宇佐神宮

全国４万社余りの八幡様の総本宮。国宝
である本殿のほか、勅使門、呉橋など、
見どころがたくさん。御神木の大楠はパ
ワースポットとしても知られています。

0978-37-0001 MAP：E-2

1

昭和の名横綱、双葉山の業績を伝える、
数多くの貴重な資料が展示され、生家
も復元されています。双葉山の生誕
100年を記念して、超60連勝力士碑も
建立されました。

0978-33-5255 MAP：B-1

2

戦時中、軍用機を空襲から守るために造
られた格納庫。宇佐平野には、今も10基の
掩体壕（飛行機の防空壕）が存在します。

0978-27-8199 MAP：D-1

７

11

宇佐市平和資料館

宇佐海軍航空隊の歴史や命の尊さ・平和の大切さを
学ぶ場として、平成25年６月に開館。米軍による空襲
の映像や映画「永遠の０」で使用された零戦の実物
大模型などの見学ができ、戦争の悲惨さを伝えます。

0978-33-1338 MAP：C-2

８

鷹栖つり橋公園

鷹栖観音堂と対岸をつなぐ全長132.5m
のつり橋で、古くからの景勝地に心地よ
い公園が整備されています。

21

龍岩寺

行基が一晩で刻んだという３体の仏像は、胴
回りが3.3ｍと大きく、懸造りの奥の院礼堂と
共に国の重要文化財に指定されています。

0978-37-0202 MAP：B-3

９ 桂昌寺跡地獄極楽

江戸後期、閻魔大王や観音像が描かれ
た洞窟内には、庶民に仏の教えを説くた
めに作った死後の世界が広がります。

0978-44-1113
宇佐市役所安心院支所産業建設課

MAP：E-3

10

日本一の石橋群

家族旅行村「安心院」

広大な敷地に、キャンプ場、パークゴル
フ場やテニスコート、体育館、観光ぶど
う園、温泉センターなど、施設が充実。

院内には江戸時代末期から昭和にかけて
造られた79基もの石橋が今も残ってい
ます。石橋をめぐれば、名棟梁・松田新之
助の石橋にかけた情熱も感じられます。

0978-44-1955 MAP：D-3

19

18 日本一の鏝絵群

115万㎡の大草原に、70種、1400頭のライ
オンやキリンなど野生動物がのびのびと暮
らす自然動物公園。マイカーやジャングル
バス（有料）に乗って園内を見学できます。

0978-48-2331 MAP：F-4

20
道の駅
いんない

ゆず製品や新鮮な地元野菜のほか美しい盆栽
を販売しています。どじょうを使った珍しい料
理や、宇佐唐揚げ等が楽しめます。いしばしの
情報が満載の情報コーナーも見逃せません。

0978-42-5539 MAP：C-3

0978-37-0202 MAP：C-2、3 0978-34-4839 MAP：D-3

22

安心院葡萄酒工房

安心院特産のぶどうを原料に、ワインを
造っており、ワインの製造工程の見学が
できます。試飲ショップなども併設して
います。

0978-34-2210 MAP：D-3

23
ワイナリーレストラン
朝霧の庄

熟成ワインと極上の豊後牛が手頃な価
格で楽しめるレストランです。レストラ
ン横の物品販売所は、おみやげ選びに
最適です。

0978-44-1236 MAP：D-3

24

滝めぐり
日本の滝百選に
選ばれた東椎屋
の滝や「裏見の
滝」として知られ
る福貴野の滝な
ど、身も心もすが
すがしい気分に
なれる滝の数々
を見ることがで
きます。

「鏝絵」とは、土蔵
や民家の壁面に
施した漆喰彫刻
で、江戸時代後期
から全国に広ま
り、人々はその絵
柄に願いを託しま
した。安心院には、
90余カ所に鏝絵
が残っており、鏝
絵を巡る散策コ
ースがあります。

東椎屋の滝
MAP：E-4 12 福貴野の滝

MAP：D-4

13 余の滝
MAP：C-4 14 西椎屋の滝

MAP：A-4

岳切渓谷

一枚岩の川底を流れる清流を直に楽しめる沢
歩きのほか、５月～10月のオンシーズンはオ
ートキャンプ、コテージを備えるキャンプ場が
オープンします。秋には紅葉狩りも人気です。

0978-42-6326

0978-42-5111
MAP：A-4

15

西椎屋の景
（宇佐のマチュピチュ）

地元の人が秋葉様（火伏せの神）と呼ぶ
円錐形の山を背景にした棚田と集落の
景観が、南米のペルーの世界遺産「マチ
ュピチュ」に似ていることで話題です。

16 仙の岩

自然の神秘がつくりあげた国指定名勝
の奇岩の山で、公園も整備されており、
ここからの眺めは絶景です。

0978-34-4839 MAP：D-30978-37-0202 MAP：A-4

17

城井一号掩体壕
えんたいごう

宇佐市への
アクセス

宮崎（市）方面から

福岡（市）方面から 電車 約１時間40分（JR博多駅より小倉駅経由の特急利用の場合） 車 約１時間40分（東九州自動車道利用の場合）

電車 約３時間45分（JR宮崎駅より特急利用の場合） 車 約３時間30分（宮崎自動車道宮崎ICより東九州自動車道利用の場合）

宿泊所リスト

0978-33-2222
0978-33-3355
0978-37-0148
0978-32-0442
0978-37-0211
0978-32-0147
0978-44-1850
0978-44-1955
0978-44-0002
0978-48-2208
0978-48-2749

宇佐ホテル リバーサイド
パブリック21
こおした旅館
菊水旅館
Good-Stay みずほ
Naru.Guest House（ナルゲストハウス）
ホテルAZ　大分安心院店
家族旅行村「安心院」
やまさ旅館
津房館
民宿 滝見苑
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店 　 名

宇 

佐

安
心
院

電話番号

とよの食彩愛用店

0978-38-0993
0978-33-4400
0978-37-0581
0978-37-0125
0978-32-0442
0978-37-0148
0978-37-3121
0978-32-5210
0978-37-3771
0978-44-1236
0978-44-2118
0978-34-2210
0978-34-2224
0978-48-2208
0978-42-7165

うどんや 大黒
おきらく酒家　うっかり八兵衛
かくまさ
観光館 文福
菊水旅館
こおした旅館
食事処 本陣
メリーキッチン
魚処 丸萬
朝霧の庄
本家活宝安心院亭
安心院葡萄酒工房
小の岩の庄
津房館
てづくりおやつの店院

内

※県産品を使った料理が味わえるお店です。

こてえ
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里の駅
双葉の里

①3,000円　②5,000円料　　金

0978-37-0202
（一社）宇佐市観光協会

問

宇佐エリア観光ガイド

宇佐市観光ガイド

①２時間まで
②２時間以上４時間まで

ガイド手配の為、1週間前までの事前申込が必要です。
当日お申込の場合、お断りさせていただく可能性もございます。

所要時間

500円 ただし申込時1,000円
 機器返却時500円返却

料　　金

0978-37-0202
（一社）宇佐市観光協会

問

宇佐神宮音声ガイドペン
なし制限時間

ガイド１人につき1,000円～料　　金
0978-37-0202
（一社）宇佐市観光協会

問

院内エリア観光ガイド
30分～60分所要時間

1時間まで　1,000円
２時間まで　2,000円
２時間以上　3,000円

料　　金

0978-34-4839
（一社）宇佐市観光協会安心院部会

問

安心院エリア観光ガイド
30分～所要時間

お買い物
スポット

大分空港から バス 約１時間（中津行きのバス利用の場合） 車 約１時間（空港道路・日出バイパス・東九州自動車道利用の場合）

たっきり

岳切渓谷管理棟

宇佐市役所院内支所産業建設課（シーズンオフ）

（一社）宇佐市観光協会 （一社）宇佐市観光協会安心院部会 （一社）宇佐市観光協会 （一社）宇佐市観光協会安心院部会

宇佐市役所観光・ブランド課
MAP：C-20978-27-8171

2022.1

宇佐市役所観光・ブランド課


