東急湯布高原案内図
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湯布院

〒879 - 5114 大分県由布市湯布院町川北高原 894 番地 A24-7

湯 布 院

東急湯布高原から湯布院へは車でわずか10分。さらに別府市内へ28分、大分市内へは37分と、
とても近い距離にあります。九州屈指の別荘地は、アクセスも充実しています。
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●博多駅→由布院駅（九大本線 特急ゆふ・森号）
：2 時間 10 分
J R

ココです

●太宰府 IC→鳥栖 JCT→湯布院 IC（九州自動車→大分自動車）
：1 時間 30分

８

２

●小倉駅→大分駅→由布院駅（特急ソニック・にちりん→久大本線）
：2 時間 30 分

●小倉→湯布院 IC（国道10号バイパス→国道10号→ 宇佐別府道路→大分自動車）
：2 時間30 分
自動車

●東小倉 IC→鳥栖 JCT→湯布院 IC（九州自動車→大分自動車）
：2 時間30 分
●ゆふいん号（天神 BC→福岡空港→由布院駅前）
：2 時間20分

高速バス

１

●とよのくに号（天神 BC→別府・大分

☆湯布院 IC 降車）
：1 時間46分
※道の駅からタクシーで約１メーターです

電話帳
東急湯布高原別荘管理事務所 TEL（0977）84 - 4300

ルート

１ 湯布院 IC

２ 道の駅

３ 突き当たりの標識を左

４「東急湯布高原別荘地」の看板を入る
５ 東急湯布高原管理事務所
８「呂蒙荘」到着 !!

６

4 の看板

７ 24・25 の看板左折

湯布院インター

TEL（0977）85 - 4580

由布院温泉観光案内所

TEL（0977）84 - 2446

道路交通情報

TEL（097）532 - 8888

由布院駅（JR）

TEL（0977）84 - 2021

ハイウェイテレフォン

TEL（097）514 - 1620

湯布院町交番

TEL（0977）84 - 2131

みどり第一交通タクシー TEL（0977）28 - 8822

由布院郵便局

TEL（0977）84 - 2600

みなとタクシー

TEL（0977）84 - 2141

岩男病院

TEL（0977）84 - 3101

亀の井バス

TEL（0977）84 - 3145

日野病院

TEL（0977）84 - 2181

湯布院レンタカー

TEL（0977）84 - 2439

西鉄お客様センター

TEL（0570）00 - 1010 （株）ムトウ【緊急連絡先】

TEL（092）851 - 0111

かけがえのない環境のために

グループ

湯布院の魅力

間取り図・設備

自然の光、風、音が織りなす、二つとない風景

近隣観光情報

バーベキュー

露天風呂

目の前には 1,584ｍの由布岳。約 20 万年前の火山活動で生
まれたといわれ、その姿は豊後富士と称されています。

そのすそ野に広がる湯布院の町は、山々となだらかな緑の大

洋間

地に囲まれた山間の盆地。東急湯布高原は、その情趣漂う盆
地の佇まいが一望できる標高 700ｍに広がっています。

浴室

眺望

町との高低差は約 250ｍ。高原から町や山並みを見渡せば、
まるで空中遊泳をしているかのような光景を楽しむことがで
きます。

リビング

洗面所
トイレ

春は緑の萌芽を楽しむために。夏は最高気温 25 度前後とい

う過ごしやすさを求めて。秋には早暁の朝霧を眺めに。そし

冷蔵庫

１F

て冬は凛とした空気と降り積もる雪景色に触れるために。

押入
和室（６畳）
マックスバリュ湯布院店
TEL:0977-85-3411

和室（８畳）

２F

押入

都市の喧騒の中で、とにかく忘れてしまいそうな季節の変化。

A コープゆふいん店
TEL:0977-85-2241

観光情報
駐車場

湯布高原には、四季折々に移ろう美しい風景があります。

秋

駐車場からの景色

散策

右へ左への寄り道が楽しい散歩道
文化や芸術の薫りに彩られ、町に漂う風雅な雰囲気が多く
の人々を惹きつける湯布院。

この町の誕生は今から 36 年前、1972 年のこと。

爽快

冬

金鱗湖

テレビ、
ＤＶＤ、ファンヒーター、扇風機

悠久の大地がつくりあげた緩やかな高原の丘陵地に展開する

●キッチン

コンロ、冷蔵庫、炊飯器、オーブン、鍋類、食器類、ポット、電子レンジ

●和室

布団（５組）、シーツ（人数分ご用意しております）

●露天風呂・内風呂

シャンプー、リンス、石鹸

●バーベキュー

バーベキュー暖炉は備え付けです（炭等はご用意ください）

●その他

洗濯機、オセロ、将棋

満ち足りたゴルフライフのひと時を演出します。

ない、おだやかな時間が流れています。

森林浴

別荘の愉しみ方は十人十色。でもそこにはいつも日常には

●申し訳ありませんが、シーツ代としてお一人様一泊
小学生 500 円
中学生以上 1000 円頂きます（管理料）
露天風呂からの景色

和風レストランねんりん（和食）
Tel:0977-84-5313

備え付けの瓶へお金は入れてください

ランプシャ

洋灯舎（洋食レストラン）
Tel:0977-84-3011

くぬぎ

檪の丘（ピッツェリア）
Tel:0977-85-4007

七輪焼き和作（焼肉）
Tel:0977-85-2848

田舎庵（うどん）
Tel:0977-84-3266

ゆふいん山椒郎（和食・懐石）
Tel:0977-84-5315

Murata 不生庵（そば）
Tel:0977-85-2210

さんしょうろう

ふしょうあん

●鍵は東急湯布高原別荘管理事務所で借り、お帰りの際にご返却お願いします
●お帰りの際に、皆様が気持ちよく利用して頂けるようお掃除のご脇力をお願いします
（掃除機、クイックルワイパー、トイレ掃除道具、デッキブラシ等はございます）
●使用されたシーツ・枕力バーは東急湯布高原別荘管理事務所へご返却お願いします
●ゴミは分別して東急湯布高原別荘管理事務所前のゴミ置き場に捨ててください

料金

夏

うみたまご（60分）
Tel:097-534-1010
黒川温泉（90分）
Tel:0967-44-0076
九重 夢 大吊橋（40分）
Tel:0973-73-3800
湯布高原ゴルフクラブ（5分）
Tel:0977-84-3711
由布院美術館（10分）
Tel:0977-85-3525

ご利用ルール

他（ご自由にお使いください）

※タオルはご持参ください

心を満たし、解き放つ喜びの時間が、別荘で過ごす一番の
魅力なのです。

セントレジャー城島高原パーク（30分）
Tel:0977-22-1165
国立公園 高崎山自然動物園（60分）
Tel:097-532-5010
九州自然動物公園アフリカンサファリ（40分）
Tel:0978-48-2331
ハーモニーランド（80分）
Tel:0977-73-1111
九州湯布院民芸村（10分）
Tel:0977-85-2288

Tan's bar（山荘無量塔）（カフェ）
Tel :0977-84-5000

●リビング

デザイン。

ゆったりと温泉に浸かり、雄大な眺望を眺める

設備

湯布院の町を一望する高原のリゾートコース

雄大な自然の造形美との調和と高い戦略性を考慮したコース

湯布高原ゴルフクラブ

外観

玄関アプローチ

「湯布高原ゴルフクラブ」
。

春

）は車での所要時間です

お食事処

湯布院の町と響き合いながら、九州屈指の別荘地として成
熟を深めてきました。

（

リビング

可燃物
不燃物
プラスチック
ビン（中を洗って）
カン（中を洗って）
ペットボトル
ダンボール

由布市指定のゴミ袋（黃色）使用

透明か半透明の袋使用

きちんと潰してから捨てる

