
■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

JR九州ホテル ブラッサム大分 870-0831 大分市要町1番14号

ホテルトパーズ大在駅前 870-0263 大分市横田1丁目21番8号

ホテルマイステイズ大分 870-0046 大分市荷揚町1-32

ダイワロイネットホテル大分 870-0046 大分市荷揚町2-3

旅館 山水荘 870-1201 大分市廻栖野21番地

天然温泉 鶴崎ホテル 870-0131 大分市皆春下の土井1638

グッドイン大分 870-1133 大分市宮崎字天神目879

ホテルスマートスリープス 870-0024 大分市錦町1丁目11番13号

ホテルクドウ大分 870-0026 大分市金池町1-11-6

コモドホテルOITA 870-0026 大分市金池町1-2-1

ホテルルートイン大分駅前 870-0026 大分市金池町1-3-1

東横イン大分駅前 870-0026 大分市金池町2-2-5

HOTEL910 870-0025 大分市顕徳町1-2-2

ビジネス旅館 新開荘 870-0912 大分市原新町16-26

ビジネスホテルボストン 870-0029 大分市高砂町10番地1

ホテル日航大分 オアシスタワー 870-0029 大分市高砂町2番48号

ニューグロリア大分ホテル 870-0036 大分市寿町11-31

ニューグロリア清風 870-0127 大分市森町237-2

ニューグロリア鶴崎ホテル 870-0105 大分市西鶴崎2丁目9-6

宗麟　Sourin 870-0278 大分市青崎1丁目10-36

ビジネスホテル ニューおおざい 870-0245 大分市大在北1-4-7

ビジネスホテル インプラッツ城崎 870-0022 大分市大手町3丁目6番1号

ラ・ガール大分 870-0822 大分市大道町1丁目6番17号

スプリングヒル 870-0318 大分市丹生1093番地5

ホテルフォルツァ大分 870-0035 大分市中央町1-5-18

レンブラントホテル大分 870-0816 大分市田室町9-20

アートホテル大分 870-0034 大分市都町2-1-7

ホテル法華クラブ大分 870-0034 大分市都町2丁目1番1号

大分クレインホテル都町店 870-0034 大分市都町3-5-8

グリーンリッチホテル大分都町 870-0034 大分市都町3丁目1-5

ホテルザーズ 870-0034 大分市都町3丁目2番24号

ホテルクラウンヒルズ大分 870-0034 大分市都町4丁目3-12

ホテル豊の国 870-0815 大分市南春日町12番5号

大分クレインホテル高城店 870-0918 大分市日吉町17-22

大分市宇曽山荘 870-1202 大分市入蔵635番地1

ビジネスホテルＫＧ 870-0002 大分市浜の市2-2-1

大分リーガルホテル 870-0021 大分市府内町1-1-29

大分センチュリーホテル 870-0021 大分市府内町1-4-28

ホテルエリアワン大分 870-0021 大分市府内町3丁目3番7号

グリーンリッチホテル大分駅前 870-0027 大分市末広町1-1-20

天然温泉 白糸の湯 ドーミーイン大分 870-0027 大分市末広町１丁目2-1

明野アサヒ温泉 870-0161 大分市明野東1-2-10

サリーガーデンの宿 湯治柳屋 874-0043 別府市井田2組

別府ステーションホテル 874-0935 別府市駅前町13-4

おにやまホテル 874-0045 別府市鉄輪335-1

山荘 神和苑 874-0000 別府市鉄輪345番地

大分市



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

大黒屋 874-0908 別府市鉄輪上3組

しんきや旅館 874-0044 別府市鉄輪風呂本2組

やすらぎのある宿 旅館さくら屋 874-0044 別府市鉄輪風呂本3組

旅館 国東荘 874-0044 別府市鉄輪風呂本3組

いで湯の宿 丸神屋 874-0045 別府市鉄輪御幸4組

西鉄リゾートイン別府 874-0920 別府市北浜2-10-4

おやど湯の丘 874-0842 別府市小倉4-1

ペットと泊まれる宿 Ugo 874-0843 別府市鶴見1151番地の1

さわやかハートピア明礬 874-0840 別府市鶴見1190-1

ホテルつるみ 874-0045 別府市鶴見641

べっぷ昭和園 874-0820 別府市別府字乙原3783-1

kaizan 874-0831 別府市堀田4組1

貸別荘 こまくさ 874-0839 別府市南立石1区1組8

ANAインタ－コンチネンタル別府リゾート＆スパ 874-0000 別府市鉄輪499番地18

旅館 入舟荘 874-0043 別府市井田1組

みかさや 874-0043 別府市井田1組

かんなわ荘 874-0043 別府市井田2

鉄輪 癒心 874-0043 別府市井田3組

ホテルSEAWAVE別府（ホテルシーウェーブ別府） 874-0935 別府市駅前町12-8

スーパーホテル別府駅前 874-0935 別府市駅前町13-8

ホテルはやし 874-0934 別府市駅前本町3-5

灯りの宿 橙月 874-0844 別府市火売6組の2

湯けむりの宿 ほの香 874-0844 別府市火売町3組

別府温泉 杉乃井ホテル 874-0822 別府市観海寺1

旅亭 松葉屋 874-0822 別府市観海寺3

美湯の宿　両築別邸 874-0822 別府市観海寺3

まるみや旅館 874-0021 別府市亀川中央町1-5

亀川温泉 遊湯 874-0014 別府市亀川浜田町7-12

小松屋旅館 874-0014 別府市亀川浜田町9-6

匠晴の宿 心庵 874-0835 別府市弓ケ浜町3番10号

Ｇパレス 874-0944 別府市元町1-25

貸別荘 さくら草 874-0820 別府市原町9番21号

別府 はなみずき 874-0045 別府市御幸2組

割烹旅館 かんな和別邸 874-0045 別府市御幸3組

湯元かなわ荘 874-0045 別府市御幸3組648

かんなわ ゆの香 874-0045 別府市御幸4組

旅館 喜楽 874-0045 別府市御幸4組

SHARE HOTEL 198 BEPPU 874-0930 別府市光町7-26

カームハウス別府北浜 874-0907 別府市幸町2番6号

REX HOTEL別府 874-0925 別府市若草町13番21号

徳の宿ふぶ庵 874-0913 別府市春木1組1

別府 おぐら 874-0842 別府市小倉1-3

旅籠 扇山 874-0842 別府市小倉1652-2

彩乃宿 浮羽 874-0842 別府市小倉1組

和の宿 夢月 874-0842 別府市小倉3組

癒しの郷 GI 874-0023 別府市上人ケ浜町5-21
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AMANE RESORT GAHAMA 874-0023 別府市上人ケ浜町5-32

AMANE RESORT SEIKAI 874-0023 別府市上人ケ浜町6-24

別府 和み月 874-0032 別府市上人本町11-18

ホテル白菊 874-0908 別府市上田の湯町16-36

別府温泉-竹と椿のお宿-花べっぷ 874-0908 別府市上田の湯町16-50

城島高原ホテル 874-0802 別府市城島高原123

別邸 はる樹 874-0834 別府市新別府4組

地獄の三丁目 鬼のすみか 874-0931 別府市西野口町10-5

In Bloom Beppu 874-0931 別府市西野口町1-19

別府豊泉荘 874-0902 別府市青山町5番73号

ホテルサンバリーアネックス 874-0919 別府市石垣東10-1-20

シンプルステイ別府 874-0919 別府市石垣東10-5-3

文の家 874-0838 別府市荘園6-1

別府亀の井ホテル 874-0936 別府市中央町5番17号

ゲストハウス茶吉 874-0812 別府市朝見2-4-4

湯の里 葉山 874-0840 別府市鶴見122-5

神丘温泉 豊山荘 874-0842 別府市鶴見1610-1

ホテル山水館 874-0840 別府市鶴見628-1

杜の湯リゾート 874-0840 別府市鶴見字照湯1413番地13

湯けむりの里 東屋 874-0046 別府市鉄輪上1029-1

絶景の宿 さくら亭 874-0046 別府市鉄輪上1063-1

湯けむりの絶景 鉄輪スチームマジック 874-0046 別府市鉄輪上2組

別府旅館 湯元美吉 874-0046 別府市鉄輪上6組

癒しの宿 彩葉 874-0046 別府市鉄輪上6組

鉄輪ゲストハウス 874-0042 別府市鉄輪東3組1

やすらぎの宿 由布 874-0042 別府市鉄輪東4-2

日本旅館 器 別府鉄輪・はなれ結庵 874-0042 別府市鉄輪東4組2

旅館みゆき屋 874-0042 別府市鉄輪東6組

旅館たまの荘 874-0042 別府市鉄輪東6組

別府ステーションホテル西館 ホテルスター 874-0935 別府市田の湯町10-29

ホテル別府パストラル 874-0836 別府市東荘園1丁目4組

眺望の宿 しおり 874-0839 別府市南立石2218-5

ゲストハウス アキバ 874-0943 別府市楠町14-24

喜可久旅館 874-0943 別府市楠町7-9

グッドイン別府 874-0945 別府市浜町10番

Blue House 874-0921 別府市富士見町5-5

旅館 筑新 874-0044 別府市風呂本1組

温泉閣 874-0044 別府市風呂本1組

ホテル日生や 874-0044 別府市風呂本2組

ホテル風月HAMMOND 874-0845 別府市北中1組

N. Café 874-0920 別府市北浜1-1-10 KT北浜ビル2F

べっぷ 野上本館 874-0920 別府市北浜1-12-1

客家 874-0920 別府市北浜1丁目1-2 2階

ホテルニューツルタ 874-0920 別府市北浜1丁目14番15号

ホテルアーサー 874-0920 別府市北浜1丁目2番5号

ゲストハウス あい浜 874-0920 別府市北浜2丁目11-18

別府市
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ゲストハウス サンライン別府 874-0920 別府市北浜2丁目12-9

ゲストハウス松亀荘 874-0920 別府市北浜2丁目12番21号

ホテルエール 874-0920 別府市北浜2丁目14-35

割烹旅館 関屋 874-0920 別府市北浜3-11-11

べっぷ好楽 874-0920 別府市北浜3-13-21

ゆわいの宿　竹乃井 874-0920 別府市北浜3丁目10-26別府タワー横

ホテルなぎさ 874-0920 別府市北浜3丁目10番10号

ホテル芳泉鶴 874-0920 別府市北浜3丁目10番23号

別府のお宿 加賀屋 874-0920 別府市北浜3丁目12番14号

シーサイドホテル美松 大江亭 874-0920 別府市北浜3丁目14-17

天空湯房 清海荘 874-0920 別府市北浜3丁目14-3

海薫る宿ホテルニュー松実 874-0920 別府市北浜3丁目14番8号

ホテルうみね 874-0920 別府市北浜3丁目8-3

悠彩の宿 望海 874-0920 別府市北浜3丁目8番7号

ホテル さわやか別府の里 874-0831 別府市堀田4-2

桜湯 874-0831 別府市堀田4-2

テラス御堂原 874-0831 別府市堀田5組

リゾーピア別府 874-0831 別府市堀田7組1

若杉旅館 874-0843 別府市明礬1組

豊前屋旅館 874-0843 別府市明礬2組

山田屋旅館 874-0843 別府市明礬3組

御宿 ゑびす屋 874-0843 別府市明礬4組

岡本屋旅館 874-0843 別府市明礬4組

ホテルフジヨシ 874-0933 別府市野口元町1番3号

別府第一ホテル 874-0933 別府市野口元町2-40

旅館 千成 874-0933 別府市野口元町2番18号

耶馬渓山荘 えぼしや 871-0422 中津市耶馬渓町深耶馬3155-1

八面山金色温泉 こがね山荘 871-0103 中津市三光田口字金色584-1

奥耶馬渓　憩の森キャンプ場 871-0712 中津市山国町守実2855-5

やすらぎの郷　やまくに 871-0713 中津市山国町藤野木12-1

ホテルルートイン中津駅前 871-0031 中津市中殿字福成467-3

グランプラザ中津ホテル 871-0032 中津市東本町1-2

東横イン大分中津駅前 871-0058 中津市豊田町10-11

西谷温泉 871-0314 中津市本耶馬渓町西谷1448番地

バルンバルンの森 （洞門キャンプ場） 871-0202 中津市本耶馬渓町曽木559番地

汽車ポッポ食堂と民宿 871-0025 中津市万田500-1

せせらぎの宿  華じ花 871-0422 中津市耶馬溪町深耶馬1196-15

鹿鳴館 871-0422 中津市耶馬溪町深耶馬3152-4

オーベルジュ楓乃木 871-0422 中津市耶馬溪町深耶馬3190

民泊 福来朗 871-0408 中津市耶馬溪町福土173-1

みどりさん家 871-0401 中津市耶馬溪町平田314

旅籠　かやうさぎ 877-0054 日田市琴平町1529-1

Kotohira　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　～縁～ｅｎ～ 877-0054 日田市琴平町1571-1

caffel ひなのさと 877-0044 日田市隈1-3-8

亀山亭ホテル 877-0044 日田市隈1丁目3-10

KIZAN倶楽部 877-0044 日田市隈1丁目3-16

中津市



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
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日田の宿　よろづや 877-0044 日田市隈1丁目3番12号

やすらぎGuest house and Bar 877-0044 日田市隈2-4-21

旅館 清流荘 877-0044 日田市隈2丁目3番7号

小京都の湯みくまホテル 877-0044 日田市隈3-19

ホテルソシア 877-0013 日田市元町17番3号

プラザホテルフジノイ 877-0013 日田市元町19番3号

ホテルルートイン日田駅前 877-0013 日田市元町21-14

ふく家 877-0043 日田市川原町1-13

民宿 ひろしげ 877-0221 日田市前津江町柚木1193-7

奥日田温泉うめひびき 877-0201 日田市大山町西大山4587番地

山荘 篁 877-0201 日田市大山町西大山4746

かんぽの宿 日田 877-0074 日田市中ノ島町685-6

山荘 山の家 877-0301 日田市中津江村栃野3822-1

浮羽別館 新紫陽 879-4201 日田市天瀬町桜竹357

山荘 天水 879-4201 日田市天瀬町桜竹601

つえたて温泉 ひぜんや 877-0114 日田市天瀬町出口4205-2

旅館 華水 879-4202 日田市天瀬町赤岩100-1番地

みるき～すぱ SUN VILLAGE 879-4202 日田市天瀬町赤岩108-1

温泉ホテルLINGO 879-4202 日田市天瀬町赤岩1548

瀬音・湯音の宿 浮羽 879-4202 日田市天瀬町赤岩3-5

旅館 渓仙閣 879-4202 日田市天瀬町赤岩913番地1

天龍荘 879-4203 日田市天瀬町湯山1137

旅館本陣 879-4203 日田市天瀬町湯山1138

天ケ瀬観光ホテル 成天閣 879-4203 日田市天瀬町湯山1143

どんぐり 877-1242 日田市殿町3295-1

水処稀荘 877-0005 日田市豆田町14-7

伯亭 若の屋　 877-0005 日田市豆田町7-31

ホテル風早 877-0005 日田市豆田町8-8

御料理民宿 三休 876-2405 佐伯市蒲江丸尾浦1332番地

大入島 民宿 花水木 876-0007 佐伯市久保浦877-2

はざこネイチャーセンター 876-1301 佐伯市米水津浦代浦1751

そらのほとり　うめキャンプ村 879-3302 佐伯市宇目南田原2513-3

ホテルルートイン佐伯駅前 876-0803 佐伯市駅前2-6-40

金水苑 876-0803 佐伯市駅前2丁目4番13号

民宿 海業 876-2302 佐伯市蒲江西野浦2566-1

旅館 まるに丸 876-2302 佐伯市蒲江西野浦2643番地

民宿 まるに丸 876-2302 佐伯市蒲江西野浦405-2

民宿 波のしずく 876-2301 佐伯市蒲江竹野浦河内1880-1

里の駅たかひら展望公園 高平キャンプ場 876-2301 佐伯市蒲江竹野浦河内2156番地171

民宿 増田 876-2402 佐伯市蒲江猪串浦1000番地

海人夏館 876-0007 佐伯市久保浦1059番地11

佐伯セントラルホテル 876-0844 佐伯市向島2-11-33

ビジネスホテルサンセイ 876-0852 佐伯市常盤南町9-4

海鮮の宿まつ浦 876-1202 佐伯市鶴見地松浦550番30

ホテルニューうすき 875-0052 臼杵市野田1組

ミキハウス 875-0232 臼杵市野津町烏嶽2325-1

日田市

佐伯市



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

臼杵湯の里 875-0064 臼杵市深田中対田11組

ホテル蔵 875-0041 臼杵市臼杵21番地1

五嶋旅館 875-0041 臼杵市臼杵浜140-9

クレドホテル臼杵 875-0042 臼杵市海添2573番地の10

川口屋旅館 別亭 久楽 875-0001 臼杵市佐志生2975番地

旅館 海の家 875-0001 臼杵市佐志生3053番地278

茶旅庵 蓮 875-0064 臼杵市深田字下津留701

ろくがさこ温泉 俵屋旅館 875-0081 臼杵市藤河内ろくがさこ温泉

ゲストハウス臼杵家 875-0043 臼杵市二王座52番地

花公園 878-0201 竹田市久住町久住4050番地

星ふる館 878-0201 竹田市久住町久住4050番地2

ホテルつちや 878-0013 竹田市竹田1998

やすらぎの宿 かどやRe 878-0402 竹田市直入町長湯7985-2

丸長旅館 878-0402 竹田市直入町長湯7995番地2

御宿　割烹一竹 878-0011 竹田市会々2266番地4

民宿 久住 878-0201 竹田市久住町久住3946番地34

久住高原 銀河の宿きのこⅡ世号 878-0201 竹田市久住町久住4026-1

赤川温泉 スパージュ 878-0201 竹田市久住町久住4026-1

国民宿舎 久住高原荘 878-0201 竹田市久住町久住4031

NISHINOKUBO 878-0201 竹田市久住町久住7586

竹田市営沢水キャンプ場 878-0201 竹田市久住町久住84-1

久住高原コテージ 878-0205 竹田市久住町白丹7571-23

三船温泉 城山 878-0403 竹田市久住町仏原1066-2

法華院温泉山荘 878-0202 竹田市久住町有氏1778番地9

民宿 くじら 878-0202 竹田市久住町有氏4761-2

レゾネイトクラブくじゅう 878-0202 竹田市久住町有氏字広内1773番地25

宿房 安穏亭 878-0024 竹田市玉来659-8

竹田茶寮 878-0013 竹田市竹田2420

トラベルイン吉富 878-0012 竹田市竹田町134

たけた駅前ホステル cue 878-0012 竹田市竹田町560-1

山の湯かずよ 878-0402 竹田市直入町長湯2405

長湯温泉 水神之森 878-0402 竹田市直入町長湯2907

クアパーク長湯 878-0402 竹田市直入町長湯3041-1

源泉の宿 郷の湯旅館 878-0402 竹田市直入町長湯3538-2

宿房 翡翠乃庄 878-0402 竹田市直入町長湯7443番地1

御宿 友喜美荘 878-0402 竹田市直入町長湯7497-1

B・Ｂ・C長湯 878-0402 竹田市直入町長湯7788番地2

長湯温泉上野屋旅館 878-0402 竹田市直入町長湯7961番地

大丸旅館 878-0402 竹田市直入町長湯7992-1

紅葉館 新館 878-0402 竹田市直入町長湯字湯原7996番地

ゲストハウス竹田屋 878-0033 竹田市入田1381-1

ホテル岩城屋 878-0025 竹田市拝田原161番地

長崎鼻　ビーチリゾート 872-1207 豊後高田市見目4080

海浜旅庵 しおじ 872-1207 豊後高田市見目5708

旅館 梅乃屋 872-1202 豊後高田市香々地4017

花琳舎 879-0612 豊後高田市佐野1775番地1

竹田市

豊後高田市

臼杵市



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

真玉温泉 山翆荘 872-1104 豊後高田市城前156-1

ヴィラ・フロレスタ 872-1105 豊後高田市西真玉6337-41

旅庵 蕗薹 879-0841 豊後高田市田染蕗2365

山香温泉 風の郷 879-1305 杵築市山香町倉成3003

大分農業文化公園 879-1312 杵築市山香町日指１番地1

住吉浜リゾートパーク 873-0033 杵築市守江1165-2

ゲストハウス狩宿 873-0031 杵築市狩宿1105-2

料亭 やまさ旅館 872-0521 宇佐市安心院町下毛1785番地

寒水のしんや 872-0854 宇佐市安心院町寒水343

舟板昔ばなしの家 872-0872 宇佐市安心院町舟板99

津房館 872-0711 宇佐市安心院町六郎丸477-2

ゆずりはの里 872-0843 宇佐市安心院町筌ノ口1452

Naru. Guest House 879-0471 宇佐市四日市1441-2

グッドステイ みずほ 879-1131 宇佐市出光159-1

浪漫亭そのだ 879-0236 宇佐市清水89番地

グリーンパークホテルうさ 879-0452 宇佐市川部1571番地1

宇佐ホテルリバーサイド 879-0462 宇佐市別府字瀬社6番地

リバーパーク犬飼 879-7305 豊後大野市犬飼町田原704-1

ホテルますの井 879-7131 豊後大野市三重町市場95番地

ゲストハウス フキアエス 879-7107 豊後大野市三重町上田原723番地

ゲストハウス LAMP豊後大野 879-6865 豊後大野市緒方町尾平鉱山57

里の旅リゾート  ロッジきよかわ 879-6911 豊後大野市清川町宇田枝158

民宿つたや 879-5102 由布市湯布院町川上1453-1

旅館 光の家 879-5102 由布市湯布院町川上2490

B&B由布 879-5413 由布市庄内町大龍2262-4

旅館 古都の花心 879-5102 由布市湯布院町川上1018-7

癒しの里 観布亭 879-5102 由布市湯布院町川上1065-2

日の春旅館 879-5102 由布市湯布院町川上1082-1

榎屋 879-5102 由布市湯布院町川上1086-2

御宿 由府両築 879-5102 由布市湯布院町川上1097-1

由布院温泉 御宿一禅 879-5102 由布市湯布院町川上1209-1

オーベルジュ櫟屋 879-5102 由布市湯布院町川上1269-26

楓の小舎 879-5102 由布市湯布院町川上1270-28

ゆふいん泰葉 879-5102 由布市湯布院町川上1270番地の48

民泊haruna 879-5102 由布市湯布院町川上1334番地

ゆふいん森のホテル Shan-Jewel 879-5102 由布市湯布院町川上1350-1

小萩荘 879-5102 由布市湯布院町川上1352-2

湯布院ほてい屋 879-5102 由布市湯布院町川上1414番地

別荘 今昔庵 879-5102 由布市湯布院町川上1417番地

カントリーイン麓舎 879-5102 由布市湯布院町川上1469-2

草庵秋桜 879-5102 由布市湯布院町川上1500

YUFUIN FLORAL VILLAGE HOTEL 879-5102 由布市湯布院町川上1503-3

貸別荘　受ヶ月 879-5102 由布市湯布院町川上1503-7

ゆふいん夢ひろば別邸 879-5102 由布市湯布院町川上1513番地

御宿なか屋 879-5102 由布市湯布院町川上1530番地2

吉祥開運亭 無尽蔵 879-5102 由布市湯布院町川上1536-1

杵築市

宇佐市

豊後大野市



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

由布院 寛ぎの宿なな川 879-5102 由布市湯布院町川上1551-8

旅館 田乃倉 879-5102 由布市湯布院町川上1556-2

ペンション金鱗湖　豊の国 879-5102 由布市湯布院町川上1561

天ゆふ 879-5102 由布市湯布院町川上1576

由布院ユウベルホテル 879-5102 由布市湯布院町川上1691-8

ダビデの館 103号・201号・203号 879-5102 由布市湯布院町川上1761-1

コテージ 湖畔 879-5102 由布市湯布院町川上1761-5

陽なた庵 花月・桃・桜・牡丹 879-5102 由布市湯布院町川上1774-1

湯布院 黒木家 879-5102 由布市湯布院町川上1776-1

由布倉院 879-5102 由布市湯布院町川上1776ｰ1

政庵 879-5102 由布市湯布院町川上1777-1

和家 879-5102 由布市湯布院町川上1777-1

ちゃちゃ丸のお宿 879-5102 由布市湯布院町川上1777-1

琴の音 舞 879-5102 由布市湯布院町川上1778-2

琴の音 鈴 879-5102 由布市湯布院町川上1778-2

木蓮 879-5102 由布市湯布院町川上1892

ゆふいん七色の風 879-5102 由布市湯布院町川上1946番地25

会員制研修保養所 ゆふトピア 879-5102 由布市湯布院町川上1947-38

すみか 879-5102 由布市湯布院町川上2059-3

津江の庄 879-5102 由布市湯布院町川上2093-4

おやど開花亭 879-5102 由布市湯布院町川上2150番地1

柚富の郷 彩岳館 879-5102 由布市湯布院町川上2378-1

御宿 田 離宮 879-5102 由布市湯布院町川上2417-1

想い出の宿はなせん 879-5102 由布市湯布院町川上2485-9

由布院温泉旅館光の家 879-5102 由布市湯布院町川上2490

艸月 879-5102 由布市湯布院町川上2503-2

亀の井別荘 879-5102 由布市湯布院町川上2633-1

ほたるの宿 仙洞 879-5102 由布市湯布院町川上2634-1

由布院別邸 樹 879-5102 由布市湯布院町川上2652-2

湯布院　旅の蔵 879-5102 由布市湯布院町川上2655-3

柚木庵 879-5102 由布市湯布院町川上2688-12

柚木庵別邸 879-5102 由布市湯布院町川上2688-44

湯布院やわらぎの郷 やどや 879-5102 由布市湯布院町川上2717-5

由布院 玉の湯 879-5102 由布市湯布院町川上2731-1

山紫御泊処  はなの舞 879-5102 由布市湯布院町川上2755番地2

ペンション木綿恋記 879-5102 由布市湯布院町川上2760-1

恵の里 879-5102 由布市湯布院町川上2778-3

縁庵 879-5102 由布市湯布院町川上2778-4

お宿 有楽 879-5102 由布市湯布院町川上2868番地5

全室離れおもてなしの宿 旅荘牧場の家 879-5102 由布市湯布院町川上2870番地1

湯布院　あかりの宿 879-5102 由布市湯布院町川上2915-15

華梓 879-5102 由布市湯布院町川上2937-12

ゆふいん月燈庵 879-5102 由布市湯布院町川上295-2

会員制ホテル由布院倶楽部 879-5102 由布市湯布院町川上2952-1

旅館 百合 879-5102 由布市湯布院町川上2968-10

由布院　つるのゆ 879-5102 由布市湯布院町川上2986-5



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

湯布院かほりの郷はな村 879-5102 由布市湯布院町川上3015-1

湯富里の宿 一壷天 879-5102 由布市湯布院町川上302-7

由布院 山ぼうし 879-5102 由布市湯布院町川上3045-5

旅館 たつみ 879-5102 由布市湯布院町川上3060-8

湯らり　六妙 879-5102 由布市湯布院町川上3090-1

柚木温泉 879-5102 由布市湯布院町川上3498-1・3498-6

湯布院の竹 879-5102 由布市湯布院町川上3515-5

イミオラハウス 879-5102 由布市湯布院町川上3558

せせらぎ庵 879-5102 由布市湯布院町川上3602-10

由布の湯 永来 879-5102 由布市湯布院町川上3602-11

由布院六花 879-5102 由布市湯布院町川上3612-2

湯布院　らんぷの宿 879-5102 由布市湯布院町川上3639-1

吉野桜 879-5102 由布市湯布院町川上3645-1

別邸　Gensen 879-5102 由布市湯布院町川上3725-9

京庵 879-5102 由布市湯布院町川上3728-5

ゆふいん旅庵 和山豊 879-5102 由布市湯布院町川上388番地1

湯布院カントリーロードユースホステル 879-5102 由布市湯布院町川上441-29

ゆふいんゲストハウス　木綿の夢 879-5102 由布市湯布院町川上442番地19

ゆふいん束ノ間 879-5102 由布市湯布院町川上444-3

旅館 金門坑。 879-5102 由布市湯布院町川上460-6

由布の杜 小鳥のたより 879-5102 由布市湯布院町川上463-1

ダイニングキッチンZEN 879-5102 由布市湯布院町川上786-5

お宿 野蒜山荘 879-5102 由布市湯布院町川上786-6

湯布院別荘四季彩ホテル 879-5102 由布市湯布院町川上788-2

和の宿 狭霧亭 879-5102 由布市湯布院町川上811-1

御宿八遇來 879-5102 由布市湯布院町川上字重見1270-81

ゆふ　inn 879-5102 由布市湯布院町川上字鳥越1188-18

ゆふいん宿 清孔苑 879-5102 由布市湯布院町川上字鳥越1208番地1

御宿 さくら亭 879-5102 由布市湯布院町川上宮ノ脇2172

御宿ゆふいん亭 879-5102 由布市湯布院町川上山畔1027-3

石楠花 本館 879-5102 由布市湯布院町川上字野田3055番1

石楠花 別館 879-5102 由布市湯布院町川上字野田3055番12

ゆふいん森の民宿  じゃ越峠のやど 879-5113 由布市湯布院町川西1750-133

湯布院秘湯の宿 奥湯の郷 879-5113 由布市湯布院町川西2044

旅籠 Hatago 香乃蔵 879-5113 由布市湯布院町川西243-1

御宿 陣の内 879-5103 由布市湯布院町川南107番地1

ゆふいん山水館 879-5103 由布市湯布院町川南108番地1

山のホテル夢想園 879-5103 由布市湯布院町川南1243番地

ゆふいん旅館 ゆすらうめ 879-5103 由布市湯布院町川南1606番地

ゆふいん笑ねこの宿 879-5103 由布市湯布院町川南1607-2

由布の宿きふう 879-5103 由布市湯布院町川南258-5

ラスタグラス 879-5103 由布市湯布院町川南305-11

由布院美肌のお宿 風の森 879-5103 由布市湯布院町川南371-1

ゆふいん かつらぎ山荘 879-5103 由布市湯布院町川南469-1

風の山荘 山城 879-5103 由布市湯布院町川南564番地

湯布院山荘 吾亦紅 879-5103 由布市湯布院町川南589番地

由布市



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

ゆふいんフローラハウス 879-5103 由布市湯布院町川南71-1

由布の湯 癒 879-5103 由布市湯布院町川南76-6

由布の湯 四季 879-5103 由布市湯布院町川南76-7

旅館 冨季の舎 879-5103 由布市湯布院町川南814番地1

ゆふいんバース 里山茶風 879-5103 由布市湯布院町川南828-1

蓮輪旅館 879-5103 由布市湯布院町川南837-8

由布院 いよとみ 879-5103 由布市湯布院町川南848

由布院温泉 別荘ふるさと 879-5103 由布市湯布院町川南89番2号

旅の宿ぽっぽ庵 879-5103 由布市湯布院町川南909-1

由布岳一望の宿 美星 879-5103 由布市湯布院町川南字苗代田547-1

御宿 たまゆら 879-5103 由布市湯布院町川南中ノ切1533-3

山荘 紗羅樹 879-5114 由布市湯布院町川北1354-20

ゆふいん　椿 879-5114 由布市湯布院町川北1371-2

お宿 五輪花 879-5114 由布市湯布院町川北177番地

星降る宿 星庵 879-5114 由布市湯布院町川北177番地

由布のお宿 ほたる 879-5114 由布市湯布院町川北1791番地1

由布露天 時のまにまに 879-5114 由布市湯布院町川北26-3

由布露天 余情の美 879-5114 由布市湯布院町川北26-3

湯布院 condominium 879-5114 由布市湯布院町川北2番11

由布院 ZEN 879-5114 由布市湯布院町川北596

おやど花の湯 879-5114 由布市湯布院町川北644-3

農家民宿 Homey inn えんや 879-5114 由布市湯布院町川北780番地2

ゆふいん花由 879-5114 由布市湯布院町川北913番地11

おやど二本の葦束 879-5114 由布市湯布院町川北918番地18

ホテル森のテラス 879-5114 由布市湯布院町川北928

山荘わらび野 879-5114 由布市湯布院町川北952番地1

ロングライフリゾート由布院別邸 879-5114 由布市湯布院町川北字桃木1615-1

ゆふいん時遊館 879-5104 由布市湯布院町中川1081

湯布院ガーデンホテル 879-5104 由布市湯布院町中川1120

御宿 由布乃庄 879-5101 由布市湯布院町塚原1009

forest inn BORN 879-5101 由布市湯布院町塚原1203-6

いろはにほへ陶 879-5101 由布市湯布院町塚原1217-109

貸別荘 風の里 879-5101 由布市湯布院町塚原1258-3

森の宿 野乃花 879-5101 由布市湯布院町塚原134-82

恵里菜 KUMAGAI BOKUJO 879-5101 由布市湯布院町塚原40-78

湯布院塚原高原 山荘どんぐり 879-5101 由布市湯布院町塚原4-31

The sense of wonder holistic glamping 879-5101 由布市湯布院町塚原44-7

山荘 四季庵 879-5101 由布市湯布院町塚原黒笠木135-7

ゆのひら上柳屋 879-5112 由布市湯布院町湯平1007

ゆけむりの宿 花木綿 879-5112 由布市湯布院町湯平1022番地

山下湖ロッジ 879-5112 由布市湯布院町湯平1211番地2

ペンション花合野 879-5112 由布市湯布院町湯平257-2

旅館志美津 879-5112 由布市湯布院町湯平263番地

やまとや旅館 879-5112 由布市湯布院町湯平286

旅館 山城屋 879-5112 由布市湯布院町湯平309-1

旅館　かいはら 879-5112 由布市湯布院町湯平310-2



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

旅館いづもや 879-5112 由布市湯布院町湯平311

旅館まるや 879-5112 由布市湯布院町湯平330

右丸旅館 879-5112 由布市湯布院町湯平331

宿彩 暁雲荘 879-5112 由布市湯布院町湯平338-1

旅館白雲荘 879-5112 由布市湯布院町湯平344番地

旅館 つるや隠宅 879-5112 由布市湯布院町湯平346

大吉旅館 879-5112 由布市湯布院町湯平347-3

旅館都屋 879-5112 由布市湯布院町湯平359-5

清流とほたるの宿 高尾荘 879-5112 由布市湯布院町湯平503-18

菊水旅館 879-5112 由布市湯布院町湯平507-6

花灯り 879-5112 由布市湯布院町湯平675-1

癒しの宿 鷹勝 879-5112 由布市湯布院町湯平791

宿潦ばん屋 879-5112 由布市湯布院町湯平798

山荘 松屋 879-5112 由布市湯布院町湯平803-1

COMOREBIグランピング 879-5524 由布市挾間町時松105

かいがけ温泉きのこの里 879-5519 由布市挾間町田代774

和の宿割烹 三國屋 872-1401 国東市国見町伊美2280-1

天空の館 873-0212 国東市安岐町塩屋345番地1

ビジネスホテルエアポートイン大分 873-0231 国東市安岐町下原541番地

民宿 いこい 873-0221 国東市安岐町西本1104-1

梅園の里 873-0355 国東市安岐町富清2244

まるか三代目 873-0352 国東市安岐町明治4583-1

湯の里 渓泉 872-1405 国東市国見町赤根180

わんこてーじ 872-1612 国東市国見町大熊毛2738-65

宿坊 大光寺 872-1321 国東市国見町竹田津93

ホテルヴィラ・くにさき 873-0511 国東市国東町小原3204番地1

ホテルベイグランド国東 873-0511 国東市国東町小原4005

割烹旅館 海喜荘 873-0503 国東市国東町鶴川452番地

富来茶屋 873-0643 国東市国東町富来浦2102

安西旅館 872-1501 姫島村1485-1

だるま旅館 872-1501 姫島村1553

ペンション野路菊 872-1501 姫島村5140番地

八千代館 872-1501 姫島村6326

民宿マリンハウス村さ来 872-1501 姫島村831番地

Hotel & Resorts BEPPUWAN 879-1508 日出町平道字入江1825

遊湧荘 879-1509 日出町南畑1753-1617

ビジネスホテルアルバ 879-1505 日出町川崎2番地4

Sakura Beach Garden 879-1505 日出町川崎4737

名水の宿 宝珠屋 879-4800 九重町筋湯

山の宿太船 879-4912 九重町筋湯温泉

旅の宿 山椿 879-4912 九重町筋湯温泉

御宿みやこ 879-4724 九重町菅原1871番地

九重星生ホテル 879-4911 九重町田野230番地

九重観光ホテル 879-4911 九重町田野230番地

山の宿 寒の地獄旅館 879-4911 九重町田野257

法華院温泉 別館　花山酔 879-4911 九重町田野260番地1

国東市

姫島村

日出町



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

はんなりおやど龍泉閣 879-4723 九重町町田2083番地1

民宿 遊雀荘 879-4912 九重町湯坪217

秀月 879-4912 九重町湯坪528

旅館白滝 879-4912 九重町湯坪721番地

旅館 ゆのもと荘 879-4912 九重町湯坪769-2

山の家風楽 879-4912 九重町湯坪958

スパ-グリネス ヴィラリゾート 879-4912 九重町湯坪字瀬の本628-2

くじゅうやまなみキャンプ村 879-4632 九重町松木4264-1

川底温泉 旅館螢川荘 879-4724 九重町菅原1453番地

花となごみの宿 ホテル山光園 879-4723 九重町町田15-1

民宿　たから温泉 879-4723 九重町町田1906-4

宝泉寺観光ホテル 湯本屋 879-4723 九重町町田2032

季の郷 山の湯 879-4723 九重町町田2098-1

ほたるとかじかの宿 旅館九重 879-4723 九重町町田2424番地1

旅籠彩くら 879-4723 九重町町田2645

ペンション草原の風 879-4911 九重町田野1666-612

カナディアンヴィレッジ 879-4911 九重町田野1699-37

くじゅうエイドステーション 879-4911 九重町田野1726-366

飯田ヒュッテ 879-4911 九重町田野1726-39

スターダストヴィレッジ星生 879-4911 九重町田野228-316

トライアル温泉郷 虎の湯・久織亭 879-4911 九重町田野255-30

蛍の宿いぶき 879-4912 九重町湯坪1006番地

御宿泉水 879-4912 九重町湯坪1037

旅荘 ゆつぼ亭 879-4912 九重町湯坪1104-3

くじゅう飯田高原ボスコ 879-4912 九重町湯坪1615-51

懐古乃宿　萬作屋 879-4912 九重町湯坪260-5

旅荘 小松別荘 879-4912 九重町湯坪517-8

山荘 やまの彩 879-4912 九重町湯坪518-2

山あいの宿 喜安屋 879-4912 九重町湯坪527

宿房 花しのぶ 879-4912 九重町湯坪637

九重悠々亭 879-4912 九重町湯坪662

たからや旅館 879-4912 九重町湯坪671番地

筋湯温泉 大黒屋 879-4912 九重町湯坪672-2

旅館 清風荘 879-4912 九重町湯坪714-4

旅館ふるさと 879-4912 九重町湯坪724-1

八丁原ヴューホテル 879-4912 九重町湯坪739

旅館 ななかまど 879-4912 九重町湯坪743-1

山の家　風楽 879-4912 九重町湯坪958

九重いやしの里 ホテル大高原 879-4912 九重町湯坪字小松576-1

朝日屋旅館 879-4912 九重町湯坪字筋湯761

オーベルジュ ア・マ・ファソン 879-4912 九重町湯坪字瀬の本628-10

星野リゾート 界 阿蘇 879-4912 九重町湯坪瀬の本628-6

笑顔の森むゆうせん 879-4802 九重町野上2861番地109

BED and FARM SAKO 879-4802 九重町野上3505-2

民宿水分 民宿水分村 879-4802 九重町野上3735番地2

九重町



■「おおいた旅クーポン」利用対象宿泊施設 令和2年7月2日現在（554施設）
【市町村】 【施設名】 【郵便番号】 【住所】

シャインホテル くす 879-4403 玖珠町帆足259番地2

いなほ 879-4331 玖珠町戸畑2651

湯の森くす 879-4404 玖珠町森5122-2

市町村別　順不同

玖珠町


