
1 その1宇佐の気候ならではのおいしさ！
大自然、そして寒暖の差が大きい安心院盆地
ならではの気候がおいしいぶどうを育てま
す。

2 宇佐のぶどうは品種が豊富！
シャインマスカット、デラウェア、巨峰、ベリー
Ａ、ピオーネをはじめとしてぶどう園ごとにい
ろんな品種があります。

3 おいしいぶどうの見つけ方！
ぶどうの果実袋の端にある窓や穴から、色づ
きや房のかたちが見えます。お店の人に美味
しいぶどうの見分け方を教えてもらってね！

4 お土産にもぶどう！
観光ぶどう園以外にぶどう生産者の直売所
もたくさんあります。新鮮なぶどうやぶどうの
加工品など、宇佐のお土産にぜひどうぞ！ も
ちろん産地直送便で全国へ発送ＯＫ！

デラウェアデラウェアシャインマスカットシャインマスカット 安芸クイーン安芸クイーン

ゴルビーゴルビー マスカットベリーAマスカットベリーA 瀬戸ジャイアンツ瀬戸ジャイアンツ 翠峰（スイホウ）翠峰（スイホウ） ロザリオビアンコロザリオビアンコ

ピオーネピオーネ
❶巨峰×カノンホールマスカット 
❷7月上旬～9月下旬 ❸12～
18g ❹キュッと締まった食感。
糖度が高く上品な風味。

❶石原早生×センテニアル ❷7
月中旬～10月上旬 ❸10～15g 
❹締まった肉質。非常に濃厚な
味と香り。

❶自然交雑 ❷6月中旬～8月中
旬 ❸2g ❹小粒で食感が良い。
ワインの原料にも適している。

❶安芸津21号×白南 ❷7月中
旬～10月下旬 ❸12～16g ❹
皮ごと食べられ歯切れがよい。
上品な味と香り。

❶巨峰の自家受粉実生 ❷7月
下旬～9月上旬 ❸12～15g ❹
果皮が鮮やかな紅色。まろやか
な甘み、風味豊か。

❶ベーリー×マスカットハンブル
グ ❷9月上旬～9月下旬 ❸6～
8g ❹色沢、味ともに濃厚。ワイ
ンの原料にも適している。

❶レッドクイーン×伊豆錦 ❷8
月下旬～9月中旬 ❸12～15g 
❹鮮紅色で濃厚な味。

❶グザルカラー×ネオ・マスカッ
ト ❷7月下旬～9月下旬 ❸13～
18g ❹スッキリした甘さ。ゼリー
のような食感。

❶ピオーネ×センテニアル ❷8
月下旬～9月中旬 ❸12～15g 
❹大粒で高級感がある。さわや
かな甘さ。

❶ロザキ×マスカット・オブ・アレ
キサンドリア ❷8月中旬～9月中
旬 ❸12～16g ❹鮮やかな緑黄
色。多汁でまろやかな味。

巨峰巨峰

❶交配種　❷収穫時期　❸果粒重　❹特徴

　宇佐のぶどうは安心院盆地周辺の標高120～330ｍの丘陵地帯に造成され
たぶどう団地を中心に栽培されています。栽培面積約94ha、99戸の生産者が

ぶどうを栽培する西日本有数の産地です。
　昭和41年から樹園地が造成され「西日本一のぶどう団地」をスローガンに産地が育
成されました。

その2 　直接ぶどうを摘み取っていただき交流を楽しむ「観光ぶどう園」は歴史も古く、現在、注目されている農業・農村体験交流の先駆的な存在です。今日、宇佐が日
本型グリーンツーリズムの先進地といわれる原点はここにあるといってもいいでしょう。
　また、平成20年7月、全国初のワイン特区である「ツーリズムのまち宇佐・ハウスワイン
特区」の認定を受け、2年後には小さなワイナリーを農業者らの力でオープンさせました。
　このように、まちづくりとともに歩んできた宇佐のぶどうは、地域にとって欠かせない
逸品となっています。

その3 　宇佐には２つのワイナリーがあります。良質なワイン用ぶどうで造るワインが国産ワインコンペティションで金賞を受賞した「安心院葡萄酒工房」。少量なが
らも生産者ごとの限定ワインづくりも可能な「安心院小さなワイン工房」。いずれも地
元産ぶどう１００％ワインが大好評。毎年９月頃にはワイン、ぶどうはもちろんのこと、宇
佐の食が楽しめる「安心院葡萄酒祭り」も開催され、県内外から多くのお客様で賑わい
をみせています。

ふとうのまちふとうのまち 大分県大分県
～西日本有数のぶどうの産地～

ぶどう狩りはUSAへ！ 宇佐ぶどう物語

豊富な品種 ※この他にもいろいろな品種があります。

http://www.usa-kanko.jp/

お問い合わせ 宇佐市観光協会
TEL 0978-37-0202

宇佐市観光協会安心院支部
TEL 0978-34-4839
宇佐市観光・ブランド課ブランド推進係
TEL 0978-27-8156

ぶどう直売所　期間：７月上旬～10月上旬　※詳しくは各直売所へお問い合わせください。

観光ぶどう園（ぶどう狩り）期間：７月中旬～10月上旬　※詳しくは各農園へお問い合わせください。
ぶどう園名 地図番号 ところ TEL（市外局番0978） 営業時間 直売 品種名等 ぶどう園近くの観光地

有徳原ぶどう組合 1 安心院町鳥越 9：00～17：00 有 ベリーＡ・種なし巨峰・ピオーネ
他3種類 深見五重の塔

仙の岩
福貴野の滝安心院農園 2 安心院町有徳原 080-1704-1522

34-2626 10：00～17：00 シャインマスカット・瀬戸ジャイアンツ・藤稔 他40種類
＊カフェ有（アイス、生ジュース、オリジナルワインもどうぞ）

岩男観光ぶどう園 3 安心院町板場 48-2362 8：00～17：00 有 ピオーネ・巨峰・シャインマスカット
他4種類

地獄極楽
東椎屋の滝
南光寺仁王像
里の駅「小の岩の庄」

安部憲農園 4 安心院町板場 090-9587-2570
48-2521 8：30～17：00 有 ピオーネ・ベリーA・シャインマスカット・

黄玉・巨峰・瀬戸ジャイアンツ

小野グレープランド 5 安心院町松本 48-2872
080-1722-4341 9：00～17：00 有 巨峰・BKシードレス・他多品種直売有

富士見台農園 6 安心院町松本 090-9586-1597
48-2856 9：00～17：00 巨峰・ピオーネ・ベリーＡ・シャインマスカット

葡萄園「ぶどうの丘」 7 安心院町松本 090-9600-4955
58-3488 10：00～17：00 有 シャインマスカット・ピオーネ・安芸クイーン

計８種類　＊８月10日～

大口田ぶどう組合 8 安心院町大口田 44-1453（開園時のみ）
080-5661-4737（夜間） 9：00～16：00 シャインマスカット・ピオーネ・他5種類 仙の岩・東椎屋の滝

里の駅「小の岩の庄」

王さまのぶどう旅行村農園 9 安心院町下毛 44-0155
090-9729-3511 8：00～17：00 有 巨峰・ベリーA・シャインマスカット（種入り）等

＊干しぶどう・巨峰ジュース・ジャム販売 家族旅行村「安心院」
安心院葡萄酒工房
ワイナリーレストラン朝霧の庄綾戸農園 10 安心院町下毛 44-1945 9：00～17：00 有 巨峰・安芸クイーン・シャインマスカット

他数種類

萌芽農園 11 安心院町古川 44-2240 9：00～17：00 有 ピオーネ・ウインク・シャインマスカット
他6種類　＊７月中旬～

大分農業文化公園
佐田京石

米沢観光園 12 宇佐市大字四日市 32-0709 9：00～17：00 有 食べ放題コース有／ヒムロッド・シャインマスカット・
巨峰・バーベキューレストラン併設

東・西本願寺別院
大乗院（鬼のミイラ）

中尾観光園 13 宇佐市大字山本 32-7600 8：00～17：00 有 巨峰・ピオーネ・ヒムロッド・シャインマスカット
＊ぶどうジュース販売

鷹栖つり橋公園
まほろば菟狭物産館

直売所名 地図番号 ところ TEL（市外局番0978） 営業時間 品種名等 直売所近くの観光地

友田農園 14 安心院町有徳原 34-2275
090-5026-6849 9：00～17：00 ピオーネ・シャインマスカット・瀬戸ジャイアンツ

クイーンニーナ・BKシードレス　他

深見五重の塔
仙の岩
福貴野の滝

耕智ぶどう園 15 安心院町鳥越 44-4818
080-5206-4042 13：00～16：00 ピオーネ・安芸クイーン・シャインマスカット

他24種類  ＊事前にご連絡をお願いします。

タイラ・ファーム 16 安心院町鳥越 090-9652-1727 9：00～17：00 巨峰・種あり巨峰・ピオーネ・瀬戸ジャイアンツ
＊事前にご連絡をお願いします。

くにとしぶどう園 17 安心院町中山 090-8350-4334 10：00～17：00 ピオーネ・シャインマスカット
＊７月下旬～  ＊事前にご連絡をお願いします。

なかちゃん農園 18 安心院町中山 44-4507
090-6895-8034 9：00～17：00 シャインマスカット・クイーンニーナ・ピオーネ

他数種類

なかしまぶどう園 19 安心院町中山 44-4757
090-5384-7047 8：00～17：00 ピオーネ・シャインマスカット・クイーンニーナ

他4種類

中村葡萄園 20 安心院町板場 090-7885-4112
＊通販のみです。詳しくはお問い合わせください。

ピオーネ・シャインマスカット・クイーンニーナ・
瀬戸ジャイアンツ 他

地獄極楽・東椎屋の滝
里の駅「小の岩の庄」でんすけぶどう園 21 安心院町板場 48-2065

090-8913-6702 8：00～17：00 ピオーネ・シャインマスカット・デラウェア

小野グレープランド 22 安心院町松本 48-2872
080-1722-4341 9：00～17：00 シャインマスカット・BKシードレス・ピオーネ・

クイーンニーナ 他多数　＊単品パック売り

王さまのぶどう本店 23 安心院町下毛 44-0155 8：00～17：00 巨峰　＊干しぶどう・巨峰ソフト・ジュース・
ジャム等販売 家族旅行村「安心院」

安心院葡萄酒工房
ワイナリーレストラン朝霧の庄農村BASEセレクトSHOP 24 安心院町下毛 58-3534 9：00～17：00 巨峰・ベリーA・シャインマスカット（種入り）等

＊干しぶどう・巨峰ジュース・ジャム販売

安部観光ぶどう園 25 安心院町荘 44-2668 9：00～17：00 ピオーネ・シャインマスカット・安芸クイーン
他7種類 里の駅「小の岩の庄」

佐藤農園 26 安心院町大見尾 48-2621 9：00～17：00 ピオーネ・シャインマスカット・クイーンニーナ
他2種類

大分農業文化公園
佐田京石

原農園 27 宇佐市大字山本 33-1622 9：00～16：00 巨峰・ピオーネ・シャインマスカット・翠峰
鷹栖つり橋公園
まほろば菟狭物産館約束のぶどう安部ぶどう園 28 宇佐市大字山本 33-1634 9：00～17：00 巨峰・ピオーネ・シャインマスカット 他2種類

＊干しぶどう販売

岡崎ぶどう園 29 宇佐市大字四日市 33-4349 9：00～18：00 巨峰・ピオーネ・シャインマスカット 他3種類 東・西本願寺別院 大
乗院（鬼のミイラ）

いつきファーム 30 宇佐市大字松崎 38-1586 10：00～16：00 ピオーネ・シャインマスカット・安芸クイーン
他12種類　＊安心院の自社農園より収穫 和間海浜公園


