
▶▶国内旅行傷害保険加入のおすすめ▶▶　安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険をかけられることをお勧めいたします。

お問
合せ
☎050-3775-4727
10:00～18:00

共通事項 詳しい旅行条件は、WEB取引画面上で事前にご確認の上、お申込みください。この旅行条件は2021年４月１日を基準としています。
また、旅行代金は2021年４月１日現在の有効な運賃・規則を基準としています。旅行代金には、消費税が含まれております。

おおいたみやげの“テッパン”グッズは amazon にて好評発売中！

1,530円（税込）おんせん県ネクタイ

 1個 200円（税込）おんせん県マスクケース

220円（税込）おんせん県ピンバッジ 550円（税込）おんせん県タオル 550円（税込）おんせん県てぬぐい
（カラー） 330円（税込）おんせん県てぬぐい

（単色）

「おんせん県おおいたマスクケース」
おんせん県おおいた×「元気のでるアート！」 コラボ商品

　新しいマスクと使用中のマスクの２つを
入れることができる、２ポケットタイプの
マスクケースです。スタイリッシュなデザ
インと、かわいいおんせん県マークがドー
ンとのったデザインの２種類があります。
お土産やプレゼントにもおすすめです。

タクシープラン
観光地を巡るなら、安心で便利な
観光タクシーがオススメ！
〈各タクシープランの料金には、
　有料道路通行料、施設入場料等は含まれません〉

体験プラン
大自然を満喫！
とびきりの体験で最高の思い出を♪

バスプラン
大分の観光名所を巡る
便利な定期観光バスや
お得なバスチケットも好評販売中♪

湯布院・別府 発 ～ 
黒川温泉・内牧温泉 着

絶景！九重連山と阿蘇遠望

◎利用会社／別府大分合同タクシー・みなとタクシー
コース：湯布院町内／別府市内～
　　　　～九重“夢”大吊橋～
　　　　～タデ原湿原（ビジターセンター・湿原散策）
　　　　～牧ノ戸峠～黒川温泉（または内牧温泉※）

豊後大野市 発着
豊後大野タクシープラン自然満喫編
料金 13,800円／台

小型 所要
時間 約３時間 定員４名

◎利用会社／豊後大野市タクシー協会

コース：緒方駅～原尻の滝～出会橋・轟橋～イチイガシ
　　　　～岩戸の景観～沈堕の滝～道の駅きよかわ

別府・湯布院 発着

別府と湯布院を観光しながら移動できるとてもお得なプラン♪

料金 16,800円／台
小型 所要

時間 約３時間 定員４名
◎利用会社／別府大分合同タクシー・みなとタクシー

別府駅 or
別府市内ホテル

▼

別府・湯布院観光
▼

由布院駅 or
湯布院町内ホテル

※逆回りのコース設定も可能です。

大分 発 定期観光バス／〈主催〉大分交通

国
くに

東
さき

半島史跡めぐり
期間 毎日運行 料金 5,700円／人

（大分駅発着）

別府 発 バスチケット／亀の井バス

アフリカンサファリきっぷ
料金 3,700円／人

BEPPU体験バスチケット
料金 2,700円／人

城島高原パーク
エンジョイきっぷ
料金 4,350円／人
My べっぷ free １日
ミニフリー乗車券
料金 大人　　　　学生　　　　小人
1,000・800・500円／人

My べっぷ free １日
ワイドフリー乗車券
料金

大人　　　　　　小人（小学生）
1,700・ 850円／人

豊後大野市
清流沿いのテントサウナ体験

料金 2,500円／人

場所ロッジきよかわ
豊後大野市清川町字田枝158

所要
時間 約２時間
最少
催行２名
主催）JOY VILLAGE　☎0974-35-3601

竹田市
阿蘇くじゅう国立公園

大自然の中で
戦国武将＆乗馬体験！

料金 30分／12,000円／人60分／24,000円／人

場所
ココペリウエスタン
ランディング
竹田市久住町大字久住4048

所要
時間 約1.5時間
最少
催行２名

主催）ココペリウエスタンランディング　☎090-7398-0302

大分駅（8:50）～別府～宇佐駅～宇佐神宮～富貴寺～
　　　　　真木大堂～熊野磨崖仏～財前家墓地～両子寺～
　　　　　　　　　　　　　大分空港～別府～大分駅（17:30）

景勝 耶
　や　

馬
　ば　

溪
けい

めぐり
期間 日・祝日のみ運行

（10月土日祝のみ・11月毎日運行）料金
5,800円／人
（大分駅発着）

大分駅（8:45）～別府～中津駅～福沢旧居～青の洞門～
　　　　羅漢寺～耶馬溪ダム湖～深耶馬渓～中津駅～
　　　　　　県立歴史博物館～宇佐駅～別府～大分駅（17:30）
※（共通）乗降場所により料金が異なります。添乗員は同行しません。
　　　　　最新の運行状況については、テッパン！おおいたHPでご確認ください。

2,300円（税込）スカーフ 1,100円（税込）エコバッグ

中津市
サイクリング路線バス観光券
場所中津耶馬渓観光協会

中津市大字島田219-2（JR中津駅南口）

所要
時間 約３時間 最少

催行１名
主催）一般社団法人中津耶馬渓観光協会　☎0979-64-6565

料金 2,200円

お問
合せ
☎097-536-6250
9:00～17:45
（土日祝及び年末年始を除く平日）

別府・湯布院 お手軽観光タクシー

料金 27,100円～42,600円／台小型

所要
時間 約４時間 定員４名

旅行企画実施
三重交通株式会社 観光販売システムズ
〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル ２階
旅行業登録：観光庁長官登録旅行業第1934号

旅行商品についてのお問合せ

旅行企画実施
公益社団法人ツーリズムおおいた
〒870-0029 大分県大分市高砂町2-50 オアシスひろば21 ３階
大分県知事登録旅行業第2-173号／（一社）全国旅行業協会（ANTA）正会員

グッズについてのお問合せ

大分県民がオススメするテッパン!!ネタをご紹介

検索テッパン！おおいた

https://teppan-oita.jp/

最新情報はWEBで配信中!

ご当地

おもてなし
クーポン

シリーズ

好評発売中！！



大分県民がオススメする“テッパン”ラインナップ！
「九州・大分」の観光、食、文化、体験、ツアー情報など、知られざる地域の魅力も満載！

グルメに、観光に、温泉に。
とっても便利でお得なクーポンが県内各地で続々登場♪
地域の魅力がたくさんつまったクーポンをぜひ、お楽しみください。

お得に観
光！

検索テッパン！おおいた

最新情報はWEBで配信中!

「おおいた和牛」
プレミアムクーポン

（大分市・別府市・日
　ひ　

出
　じ　

町） 販売価格

5,000円
8,000円
12,000円

●問 三重交通株式会社 観光販売システムズ　☎050-3775-4727

グルメ
編

おおいた豊後牛の中でも肉質４等級以上の「おおいた和牛」が６施設の
取扱店で特別メニュー・特別価格で味わえます。本当に美味しい
「おおいた和牛」を、ぜひご堪能ください。

のつはる
グルメクーポン

販売
価格 1,000円
■問 道の駅のつはる
　　☎097-574-7207

大分市
１

野津原地区の逸品グルメをお得に購入
できるクーポンです。野津原地区には、
四季折々のロケーションが楽しめる
「ななせダム」や、遠くは別府湾・九
重連山も眺めることができる「のつは
る天空広場」などがあり、グルメを楽
しみながら自然を満喫することができ
ます。クーポンは１冊５枚綴りで参加
店舗で使用できます。

■１ 大分市

こちらでも販売中
あまがせ観光案内所
★宿泊施設でも販売

■９ 杵築市

■２ ■３ 別府市

■６ ■７ 臼杵市

■６ 津久見市

■６ 佐伯市

■４ ■５ 日田市

■８ 竹田市

■由布市

■中津市

■12 豊後大野市

ご当地
おもてなし
クーポン

おんせん県おおいた

こちらでも販売中
宇佐市観光協会

同協会四日市案内所

こちらでも販売中
宇佐市観光協会

同協会四日市案内所

こちらでも販売中
a side-満寿屋
別府市観光協会

販売
価格 1,000円

https://teppan-oita. jp/

　　　　　　　　　　あまがせ
美肌の湯・天ヶ瀬温泉
パスポート

販売
価格 1,200円
■問 日田市観光協会天瀬支部
　　☎0973-57-2166

日田市
４

豊後三大温泉の美肌の湯「天ヶ瀬温泉」
巡りをとてもお得に利用できるクーポン。
１冊３枚綴りで、宿泊施設・入浴施設
の日帰り入浴や観光農園、お土産店、
カフェなどで利用できます。
一人でも、複数人でも利用可能です。

こちらでも販売中
臼杵市観光交流プラザ

石仏売店

こちらでも販売中
竹田温泉花水月

岡城跡
瀧廉太郎記念館
佐藤義美記念館
旧竹田荘

歴史文化館・由学館

う♡すき
ソフトクリーム
クーポン

販売
価格 1,000円
■問 臼杵市観光協会
　　☎0972-64-7130

臼杵市
７

ご当地ソフトクリーム券１枚と、臼杵
の特産品との引換券がセットになった
クーポン。
臼杵のご当地ソフトは、“みそ”や
“しょうゆ”、“塩”、銘菓“臼杵せんべ
い”など、個性派がズラリ！

こちらでも販売中
日田市観光案内所
天領日田資料館

ご存知「日田やきそば」
食べ比べクーポン

販売
価格 1,000円
■問 日田市観光協会
　　☎0973-22-2036

日田市
５

日田のソウルフードとしてお馴染みの
「日田やきそば」のハーフサイズ券２
枚と、レンタルサイクルの割引券が
セットになったクーポンです。
11軒ある対象店舗からお好みの２店
舗をチョイスして、食べ比べが楽しめ
ます。

城下町パスポート
竹田市
８

「日本さくら名所100選」や「日本100
名城」に数えられる岡城跡。その城下町
界隈の５カ所の文化施設への入場と30
以上の協賛店でのサービス特典がうけ
られるとてもお得なクーポンです。
通常５施設をすべて回ると1,900円が
クーポン利用で800円に！　城下町散策
にご活用ください。

城下町杵築
まち歩きクーポン

販売
価格 1,000円
■問 杵築市観光協会
　　☎0978-63-0100

杵築市
９

公共文化施設７ヵ所（杵築城・大原
邸・きつき城下町資料館・磯矢邸・一
松邸・佐野家・重光家）のうち、３ヵ
所を選んで観覧できます。
市内20店舗での飲食やお買物に利用
できる500円相当の
クーポン付きです。

豊後水道★
海鮮ロール
クーポン

■問 佐伯市観光案内所 臼杵市観光協会 津久見市観光協会
　　☎0972-23-3400 ／ ☎0972-64-7130 ／ ☎0972-82-9521

佐　伯　市
臼　杵　市
津久見市

６

海の幸の宝庫、佐伯市・臼杵市・津久
見市の県南３市の地場海鮮を使った巻
き寿司（ロール）が味わえるクーポン。
新鮮な海鮮を使った、バラエティに富
んだ海鮮ロールが登場します。 

　　　　　　　かんなわ

別府・鉄輪
湯けむり
まち歩きクーポン

販売
価格 1,100円
■問 別府駅観光案内所
　　☎0977-24-2838

別府市

２

湯けむりが立ち込める石畳など、温泉
情緒漂う鉄輪エリアで、地獄蒸したま
ごやソフトクリーム、カフェなど８施
設で利用できるクーポンです。
美味しいモノ、温泉が大好きなキラキ
ラ女子の旅のお供にピッタリ！！

むしのたくみ

蒸之匠が贈る
ワンランク上の
地獄蒸しランチクーポン

販売
価格 5,000円
■問 別府市観光協会
　　☎0977-24-2828

別府市

３

地獄蒸し調理を熟知した鉄輪の料理人が手
掛ける至高のランチができました。温泉の
噴気を利用し一気に蒸し上げる温泉地なら
ではの料理法で、素材のうま味が凝縮され
たヘルシーで美味な料理の数々です。
「蒸士茶楼（むしちゃろう）」「Otto　e　Sette 
Oita（オット エ セッテ オオイタ）」の２店舗で考案され

た特別なランチを
お楽しみいただけ
ます。店舗によっ
てメニューは異な
ります。

宇佐からあげ
クーポン

販売
価格 1,000円
■問 宇佐市観光協会
　　☎0978-37-0202

宇佐市
10
宇佐市は“からあげ専門店発祥の地”と
いわれており、多くのお店でからあげ
の“お持ち帰り”ができます。
各店舗オリジナルの味付けで自分好み
の味を見つけるのも楽しみの一つ♪
クーポンは１冊10枚綴りで、参加店舗
で使用できます。

宇佐・四日市界隈
まち歩きクーポン

販売
価格 800円
■問 三重交通株式会社
　　観光販売システムズ
　　☎050-3775-4727

販売
価格 1,000円
■問 宇佐市観光協会
　　☎0978-37-0202

宇佐市
11
全国に４万社余ある、八幡社の総本
宮・宇佐神宮と、四日市界隈の門前町
２エリアの８ヶ所で、ネギ焼や地酒、
抹茶や季節のお菓子等の飲食やお買物、
また数珠作りや人形絵付等の体験がで
きるクーポンです。

酒蔵パスポート

販売
価格 1,500円
■問 ぶんごおおの巡蔵実行委員会事務局
　　☎0974-22-1001

豊後大野市
12
豊後大野市には代々受け継がれてきた
４つの日本酒・焼酎蔵があります。
いつでもお客様のペースで酒蔵めぐり
を楽しんでいただけるパスポートです。
特製きんちゃく袋・特製ぐいのみ・各
酒蔵でご利用いただけるクーポン４枚。
（豊後大野市内の道の駅で
１枚200円の金券としても
ご利用いただけます）

※パンフレットに記載の画像はすべてイメージです。この旅行条件は2021年４月１日を基準としています。また、旅行代金は2021年４月１日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

■10 ■11 宇佐市

こちらでも販売中
浜嶋酒造
吉良酒造
牟礼鶴酒造
藤居醸造


