


瀬戸内海 国立公園

姫 島 村ひめ しま むら

掲載施設

姫島村は、大分県の北東部国東半島の沖５キロの海上に浮か

ぶ周囲17キロ、人口約2,000人の一島一村の離島で、大分県

唯一の村です。

沿岸漁業と車えびの養殖が主な産業で、特に車えびの養殖は、

「姫島車えび」の名前で全国に知られています。

また、地質、歴史文化等地域資源を活用した「おおいた姫島ジ

オパーク」は、2013年「日本ジオパーク」に認定されています。

そして、近年「姫島ＩＴアイランド構想」のもと、ＩＴ企業の誘致等「ＩＴ

アイランド」づくりにも取り組んでいます。
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～火山が生んだ神秘の島～



秋

黒曜石の断崖のある観音崎一帯が2007年「国指定
天然記念物」に指定されました。

拍子水（ひょうしみず）

お姫様が手拍子を打って祈っ
たところ、水が湧出したというい
われから、拍子水といわれてい
ます。

春

アサギマダラ休息地

国指定天然記念物 「姫島の黒曜石産地」

国選択無形民族文化財 「姫島の盆踊」

キツネ踊りに代表される姫島盆踊りは、鎌倉時代の念仏
踊りから派生したものといわれ、伝統踊りと創作踊りがあ
ります。毎年、８月１４日～１６日の３日間開催され、８月
１４日～１５日の両日は、フェリー夜間臨時便が運航され
る等、特に賑わいます。2012年｢国選択無形民俗文化
財」に指定されました。

アサギマダラは、渡りをする優雅な蝶で、５月中旬から
６月上旬に南から飛来し、姫島で休息したのち北上し、
世代を交代した蝶が１０月中旬から下旬に北から飛来
し、南下します。

「伝説の島」といわれる姫島には、お姫様にまつわる
数多くの言い伝えがあり「姫島七不思議」として語りつ
がれています。

千人堂（せんにんどう）

大晦日の夜、債鬼に追われた
善人を千人かくまうことができる
といういわれから、千人堂とい
われています。

姫島海水浴場

弓状に弧を描く５００ｍの砂浜は澄んだ海とマッチして
美しい景観です。海水浴場にはトイレ、ロッカー、シャ
ワー室、休憩所が完備されています。

観光周遊レンタカー

美しい自然環境を守るた
め、環境にやさしい電気
自動車を使用しています。

姫島車えび御膳

姫島車えびを６尾も使った贅沢な昼食御膳です。
姫島車えび特有の甘さが楽しめるお刺身や皮ごと食べられる塩焼きに
プリッとしたフライ等、姫島車えびの美味しさを存分に味わうことができる
大変お得な御膳となっております。

［料金］3,300円（税込）～

姫島七不思議
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※上記メニューはすべての掲載施設にてご賞味いただけます。



3

姫島車えび尽くしプラン ※８月～12月限定

プリプリ車えびの踊り食いや香ばしくて風味抜群の塩焼き、フライ、しゃぶしゃぶ等々、最上の

海の幸車えびのフルコースの人気プランとなっております。

［料金］１泊２食付き 13,750円（税込）～

姫島車えびしゃぶしゃぶプラン

姫島特産の車えびを、お一人様に８匹をしゃぶしゃぶ！締めの雑炊は絶品です。

その他にも、塩焼き、フライと色々な味と食感が楽しめるプランとなっております。

［料金］１泊２食付き 14,300円（税込）～



海鮮プラン ※３月～12月限定

姫島近海で獲れた魚介類と車えび等、その日の水揚げを見てメニューを決めます。

おまかせのメニューとなっております。

［料金］１泊２食付き 12,650円（税込）～
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〒872-1501 大分県東国東郡姫島村 1485-1
ＴＥＬ：0978-87-2034安西旅館

駐車場：３台（無料・先着順）
定 員：宿泊１５名、昼食４０名
その他：キャッシュレス決済対応可・釣り竿無料レンタル・ペット対応不可

お洒落・モダンではないけど何か懐かしい昔ながらの島旅館、美味しいお魚料理が自慢の宿を
４代目の夫婦で営んでおります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。



お刺身でも食べられる車えびを贅沢にしゃぶしゃぶにしてお召し上がりいただく会席御膳となっ

ております。その他にも島ならではの食材をふんだんにご堪能いただけます。

［料金］１泊２食付き 14,300円（税込）～
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島の旬会席膳

姫島近海で獲れた新鮮な魚や産物を盛り込んでおりボリュームたっぷりのご満足いただける会席

膳となっております。鯛の出汁で作った骨蒸し（こつむし）を併せてご堪能いただけます。

［料金］１泊２食付き 12,100円（税込）～

姫島車えびしゃぶしゃぶと旬会席御膳



姫島車えびしゃぶしゃぶ鍋とお刺身会席膳

姫島近海で獲れた新鮮な魚のお造りと姫島で育った新鮮な野菜が入った鍋で車えびのしゃぶ

しゃぶをお召し上がりいただく会席膳となっております。

鍋の締めには雑炊にしてお召し上がりいただくのが大変好評です。

［料金］１泊２食付き 14,300円（税込）～
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〒872-1501 大分県東国東郡姫島村 1553
ＴＥＬ：0978-87-2026だるま旅館

駐車場：５台（無料・先着順）
定 員：宿泊２０名、昼食３５名
その他：キャッシュレス決済対応不可・ペット対応不可

詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。

昭和２年創業以来、姫島近海で獲れる素晴らしい食材を使った料理をはじめ、温かいおもてなし
で皆様をお迎えする老舗旅館です。日常の喧騒から離れ田舎に帰ってきたかのような安心感に包
まれて、ゆったりとした時間をお過ごしください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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梅コース

姫島特産の車えびや地元漁師さんより直接仕入れた一本釣りの魚等を使用したお造り、その他の料理を、

前菜からデザートまで全１１品をお楽しみいただける昼食のコースとなっております。その他、車えび

の踊り食いが入る「竹コース」や、車えびのしゃぶしゃぶまでついた「松コース」もございます。

［料金］3,850円（税込） ～ ※10名様より要予約

海の幸会席基本コース

姫島特産の車えびや地元漁師さんより直接仕入れた新鮮な魚介類の素材の味を生かした基本会席

で、前菜からデザートまで全１１品をお楽しみいただける夕食のコースとなっております。

［料金］１泊２食付き 12,100円（税込）～



姫島車えびしゃぶしゃぶコース

海の幸会席基本コースに車えびしゃぶしゃぶ鍋を加えた大満足のコースになります。

料理の締めには雑炊をお楽しみいただいており、お客様に大変好評のコースとなっております。

［料金］１泊２食付き 14,300円（税込）～

8

〒872-1501 大分県東国東郡姫島村 6326
ＴＥＬ：0978-87-2010八千代館

駐車場：５台（無料・先着順）
定 員：宿泊３０名、昼食４０名
その他：キャッシュレス決済対応不可・ペット対応不可・全客室喫煙可

無料Wi-Fi利用可・写真の活き車えびは８月～１２月限定

大正元年（1912年）創業の当館は昔ながらのどこか懐かしい和風建築で、安らぎの時間を感
じていただけると思っております。日本料理人の資格を持つ四代目が作る新鮮な魚介類を使っ
た会席料理等を是非お楽しみください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

※ 写真の鍋は２人前
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スタンダードプラン

獲れたばかりの新鮮な旬漁のお刺身や姫島特産の車えび料理を味わうことができます。

漁師ならではの「食」をお楽しみいただけるプランとなっております。

［料金］１泊２食付き 13,200円（税込）～

姫島車えびしゃぶしゃぶプラン

姫島特産の車えびを、車えびの頭で出汁を取った豆乳出汁にくぐらせ、自家製のタレでお召し

上がりいただくプランとなっております。

新鮮な旬漁の刺身の盛り合わせも付いており、大変ご満足いただいております。

［料金］１泊２食付き 14,300円（税込）～



野路菊のご朝食

姫島近海で獲れた魚を使った自家製の干物や柔らかい食感で一味違う特産の姫島ひじき等が

味わえる栄養満点の和定食となっております。
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〒872-1501 大分県東国東郡姫島村 5140
ＴＥＬ：0978-87-2823ペンション野路菊

駐車場：４台（無料・先着順）
定 員：宿泊１２名
その他：キャッシュレス決済対応不可・ペット対応不可・全客室ベット・無料Wi-Fi利用可

夫婦で漁師をしながら小さなペンションを営んでおります。姫島の味覚といえば、「姫島車え
び」と「姫島かれい」です。お料理は早朝に漁に出て獲った新鮮な魚をその日のうちに調理し
てお召し上がりいただいております。漁師ならではの料理を是非お楽しみください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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姫しゃぶ御膳

姫島近海で獲れた旬の魚介類を使った料理や姫島特産の車えびをしゃぶしゃぶや踊り食い、塩焼

き、フライ等でお召し上がりいただけます。姫島の旬を存分に味わえる御膳となっております。

※揚げ物は車えびフライか魚のから揚げのどちらかをお選びいただけます。

［料金］１泊２食付き 14,300円（税込）～

村さ来御膳

姫島近海で獲れた旬の魚のお造りや姫島特産の車えびを心ゆくまでお召し上がりいただけます。

心もお腹も満たされる当宿の一番人気の御膳となっております。

［料金］１泊２食付き 9,900円（税込） ～



潮風御膳

いつもより贅沢にリーズナブルにお食事をしたい方におススメの御膳となっております。

中でも、姫島特産の車えびの天ぷらや塩焼き、新鮮な魚のお造りは絶品で、お客様から大

変ご好評をいただいております。

［料金］１泊２食付き 7,700円（税込） ～
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〒872-1501 大分県東国東郡姫島村 831
ＴＥＬ：0978-87-2612民宿村さ来

駐車場：５台（無料・先着順）
定 員：宿泊２３名、昼食４０名
その他：キャッシュレス決済対応不可・ペット対応不可・昼食は要予約

ビジネスプラン有り

漁師が営むお宿です。瀬戸内海の海の幸や島で獲れた野菜をふんだんに使った女将自慢の海鮮
料理をお召し上がりいただき、ゆっくりとした島の時間をお過ごしください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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姫島車えびフライ定食

姫島特産の甘くて美味しい車えびフライ定食です。サクップリッとした歯ごたえに車えびならでは

の甘さをお楽しみいただけます。ボリュームたっぷりの当店おススメの定食となっております。

［料金］1,650円（税込） ～

姫島車えび塩焼き定食

シンプルで皮ごと食べられますので、濃厚なミソの旨みと車えびの甘さをお楽しみいただけます。

車えび本来の味を楽しみたい方におススメの塩焼き定食です。

［料金］1,430円（税込） ～



えびタコ丼

当店オリジナルの大人気メニューです。剥き身にした車えびと地ダコを卵でとじて、温かいご飯

の上に乗せてお召し上がりいただきます。車えびと地ダコの両方が味わえる贅沢な丼となってお

ります。

［料金］1,100円（税込） ～
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〒872-1501大分県東国東郡姫島村 2079-1
ＴＥＬ：0978-87-2870かのや

定 休 日：水曜日
駐 車 場：５台（無料・先着順）
定 員：座敷１８名、カウンター4名
そ の 他：キャッシュレス決済対応可

お刺身等の魚料理、活き車えびの踊りは要予約

港から徒歩３分。お気軽にご来店いただけるお店です。車えび料理やお刺身等の魚料理、当店で
しか味わえない「えびタコ丼」が自慢です。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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姫島車えびと姫島タコの天丼

姫島特産の車えびとタコを使用した海の幸が楽しめる天丼となっております。

車えびの天ぷらはサクップリッとした食感と車えびならではの甘さを味わうことができます。

また、姫島産アナゴの天丼もご用意しております。

［料金］1,430円（税込） ～

姫島車えびざんまい

姫島特産の車えびを踊り食いまたは刺身や塩焼き、煮付け、フライでお召し上がりいただき、

様々な風味や食感を楽しんでいただける車えび尽くしの料理となっております。

また、車えびのコース料理もご用意できます。

［料金］3,850円（税込） ～



おまかせコース

当店に設置している水槽から上げたばかりの新鮮な季節の地魚を使った刺身の盛り合わせや姫島

特産の車えびの塩焼きやフライ、姫島ヒジキを使った小鉢等が付いた大満足のおまかせコース料

理となっております。

［料金］5,500円（税込） ～
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〒872-1501大分県東国東郡姫島村 2089-10
ＴＥＬ：0978-87-3956姫乃家

営業時間：11：00～
定 休 日：火曜日
駐 車 場：１０台（無料・先着順）
定 員：１階３５名、２階４０名
そ の 他：キャッシュレス決済対応可・車イス対応可・ペット対応不可

絶品の車えび料理が自慢のお店です。店内は掘りごたつの部屋もあり落ち着いた雰囲気でお食事
をお楽しみいただけます。姫島特産の車えびや新鮮なお魚を是非お召し上がりください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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姫島車えびしゃぶしゃぶ御膳

姫島車えびを８尾も使った贅沢なしゃぶしゃぶ御膳となっております。締めに作る雑炊が絶品で、

御来店された全てのお客様の胃袋を満足させ、笑顔でお帰り頂いております。

［料金］4,070円（税込） ～

姫島車えびフライ定食

サクッとした衣にプリッとした車えびのフライが楽しめる当店の人気メニューとなっております。

姫島特産の姫島ひじき等もお楽しみいただけるボリューム満点の定食となっております。

［料金］1,650円（税込） ～



姫島タコ

姫島のタコは大きくて、柔らかく、お年を召した方にも喜んで食べていただいております。わさ

び醤油や酢味噌で食していただいても美味しいですし、天ぷらやフライにしても美味しいと大好

評の一品となっております。（４～５人分）

［料金］3,300円（税込） ～
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〒872-1501大分県東国東郡姫島村 2295-4
ＴＥＬ：0978-87-3666もりえい

営業時間：11：30～
定 休 日：不定休
駐 車 場：１０台（無料・先着順）
定 員：１階２８名（イス席２０名、堀りごたつ８名）、２階４０名（座敷）
そ の 他：キャッシュレス決済対応可・不定休のため要予約

３姉妹で営んでいる美味しい車えび料理と温かいおもてなしが自慢のお店です。姫島近海で獲れ
た新鮮なお魚料理や姫島タコも大変おススメです。皆様のお越しを心よりお待ちしております。



品名 商品説明 購入可能場所

生食用凍眠凍結姫島車えび（養殖） 活き〆した車えびを真空パックにして
急速冷凍しているので鮮度が落ちず、
解凍後は加熱料理はもちろん、生の
まま「お刺身」でも食べることができま
す。車えび好きにはたまらない一品
です。
税込金額
４～５尾（２００ｇ）＝1,500円
６～７尾（２００ｇ）＝1,400円
８～９尾（２００ｇ）＝1,300円
10～11尾（２００ｇ）＝1,200円
12～13尾（２００ｇ）＝1,100円

姫島車えび養殖（株)
０９７８－８７－２１１９

東みやげ店
０９７８－８７－３４３６

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

姫島車えびフライ（養殖） 車えびにパン粉をつけて冷凍してい
るので、揚げるだけで美味しい「車え
びフライ」が出来上がります。カラッと
揚げたサックサクの車えびは頭から
丸ごと食べられ、プリッとした食感や
格別の甘さを味わえる一品です。

税込金額
４～５尾（190～210ｇ）＝1,400円

姫島車えび養殖（株）
０９７８－８７－２１１９

姫島うに 姫島の磯で獲れたバフンウニの瓶詰
めです。黄金の色つや、しっかりとし
た粒感は、まさに海の宝物。濃厚で
とろけるようなウニ本来の味が存分
に楽しめる一品です。

税込金額
１個（７０ｇ）＝2,900円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

東みやげ店
０９７８－８７－３４３６

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

姫島ひじき 師走の２日間に収穫した新芽ひじき
はやわらかい食感と上品な味わいが
特徴です。カルシウムや鉄分等のミ
ネラルが豊富で、煮物はもちろんサ
ラダや和え物等にしても美味しくいた
だける一品です。

税込金額
１袋（４０ｇ）＝５００円
１袋（２０ｇ）＝３００円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

姫島わかめ 姫島近海のミネラル豊富な環境で
育ったわかめを手作業で丁寧に仕
上げた乾燥わかめです。柔らかい食
感と磯の風味が楽しめます。味噌汁
の具やサラダ、酢の物等にして美味
しくいただける一品です。

税込金額
１袋（２０ｇ～）＝３８０円～

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

東みやげ店
０９７８－８７－３４３６

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８
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姫島あおさ 姫島近海のミネラル豊富な環境で育っ
たあおさを手作業で丁寧に仕上げた乾
燥あおさです。柔らかい食感と磯の風
味が楽しめます。味噌汁の具や酢の物
等にして美味しくいただける一品です。

税込金額
１袋（２０ｇ）＝５００円

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

東みやげ店
０９７８－８７－３４３６

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

えそフライ 周防灘を望む姫島近海は、豊かな海
の幸に恵まれた絶好の漁場で、新鮮な
魚介類が水揚げされています。そんな
新鮮な「えそ」を丁寧に下処理をし、骨
切りをしているので、小さなお子様にも
安心してお食事いただけます。ご飯の
おかずとしてもおススメの一品です。

税込金額
１パック（２００ｇ）＝４００円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

まだい一夜干し 周防灘を望む姫島近海は、豊かな海
の幸に恵まれた絶好の漁場で、新鮮な
魚介類が水揚げされています。そんな
新鮮な「真鯛」を丁寧に下処理をして
仕上げ真空パックにしました。凝縮され
た鯛の旨みが楽しめる一品です。

税込金額
１パック（１匹）＝５００円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

えそ一夜干し 周防灘を望む姫島近海は、豊かな海
の幸に恵まれた絶好の漁場で、新鮮な
魚介類が水揚げされています。そんな
新鮮な「えそ」を丁寧に下処理をして仕
上げ真空パックにしました。ふんわりした
身で丸ごと食べられるので口の中に旨
みが広がる一品です。

税込金額
１パック（２００ｇ）＝５００円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

タコブツ 周防灘を望む姫島近海は、豊かな海
の幸に恵まれた絶好の漁場で、新鮮な
魚介類が水揚げされています。そんな
新鮮な「タコ」を丁寧に下処理をして仕
上げ真空パックにしました。姫島沖のマ
ダコは柔らかく、噛めば噛むほど口の中
に旨味が広がる一品です。

税込金額
１パック（２００ｇ）＝５００円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８
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イカブツ 周防灘を望む姫島近海は、豊かな海
の幸に恵まれた絶好の漁場で、新鮮な
魚介類が水揚げされています。そんな
新鮮な「イカ」を丁寧に下処理をして仕
上げ真空パックにしました。身が厚くて
柔らかいイカの食感と旨味を楽しめる
一品です。

税込金額
１パック（２００ｇ）＝５００円

大分県漁協姫島支店
０９７８－８７－２２１１

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

幻の2日ひじき １年間で新芽の２日間しか収穫されな
い稀少なひじきです。柔らかい新芽の
ひじきを昔ながらの伝統的な製法で丁
寧に炊き上げ、天日で乾燥しました。食
感はシャキシャキ、爽やかな海藻の風
味も豊かで、煮物にするのが惜しくなる
ほどの新鮮な味わいが楽しめる一品で
す。
税込金額
１袋（１５ｇ）＝９７０円

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

車えびかりんとう 姫島産の車えびを贅沢にも頭から尻尾
まで丸ごと粉末にし、生地に練り込んだ
風味豊かな「姫島産あおさ味」のかりん
とうです。全国でも車えびのかりんとうが
食べられるは姫島だけかもしれません。

税込金額
１袋（６５ｇ）＝４８０円

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

東みやげ店
０９７８－８７－３４３６

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

島のたこめしの素 姫島で水揚げされた天然のマダコを無
添加の白だしで炊き上げるたこめしの素
です。姫島沖のマダコは柔らかく、噛め
ば噛むほど口中に旨味が広がります。
無添加のため安心・安全で簡単に調理
できるおススメの一品です。

税込金額
１袋（２２０ｇ）＝１，２９０円

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

島だこ冷やし唐揚げ 姫島で水揚げされた天然のマダコを唐
揚げにし、特製ダレを絡ませながら、ゴ
マを散らばせ、冷やして美味しさを増す、
冷やし唐揚げにしました。姫島沖のマダ
コは柔らかく、噛めば噛むほど深い味わ
いを楽しめ、おつまみやおやつに嬉しい
一品です。

税込金額
１袋（１００ｇ）＝８６０円

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８
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幻の2日ひじき煮 １年間で新芽の２日間しか収穫されな
い「幻の２日ひじき」を島のかあちゃんの
味付けで丁寧に仕上げました。そのま
ま温めて食べても良いですし、炊きたて
のご飯に混ぜてひじきご飯にしても美味
しい一品です。

税込金額
１袋（１２０ｇ）＝９７０円

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

無塩わかめ 姫島近海のミネラル豊富な環境で育っ
たわかめを製造過程で塩を一切使用
せずに、手作業で丁寧に仕上げた乾燥
わかめです。塩抜きや水洗いも不要で、
シャキシャキの食感と磯の風味が楽し
めます。味噌汁の具や酢の物等にして
美味しくいただける一品です。

税込金額
１袋（２０ｇ）＝９７０円

（株）おおいた姫島
０９７８－８７－２０６７

姫島車えびしゅうまい 「姫島キッチン」が心を込めて製造して
います。ほとんどの行程が手作業で丁
寧に行われ、手間ひまかけて作られた
しゅうまいは車えびの“プリプリ”感や風
味が楽しめる贅沢な一品です。

税込金額
１箱（８個入）＝1,400円

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

えびんこ 「姫島キッチン」が心を込めて製造して
います。車えびの旨味をそのまま閉じ
込めて粉末にし、天然塩とのみブレンド
させた無添加のえび塩です。天ぷらや
焼き物、野菜サラダ等あらゆる料理に
ご使用いただけます。一度使いだすと
手放せない一品です。

税込金額
１袋（４０ｇ）＝５００円

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８

キツネ踊りのイラストシャツ 姫島盆踊りの中でも大人気の「キツネ
踊り」のイラストが入った半袖シャツです。
子どもから大人まで着ていただける商
品です。Ｔシャツとポロシャツの２種類
からお選びいただけます。

税込金額
１枚＝2,200円～

東みやげ店
０９７８－８７－３４３６

まるい商事
０９７８－８７－３５０５

ビ・ボーン
０９７８－８７－２８４４

姫島港船客待合所内農協売店
０９７８－８７－３６１８
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姫島へのアクセス

姫島発 便 伊美発

5：50 1 6：20

6：55 2 7：30

8：00 3 8：40

9：15 4 9：50

10：25 5 11：00

11：35 6 12：10

13：00 7 13：35

14：10 8 14：45

15：20 9 15：55

16：30 10 17：25

18：00 11 18：45

19：15 12 19：45

■姫島村営フェリー時刻表

姫島⇔伊美（所要時間約20分）

※12便：12月1日～翌年3月31日まで運休

■各地から伊美港までの距離

宇佐駅から・・・・・・・・・・・31㎞

大分空港から・・・・・・・・・33㎞

別府市から・・・・・・・・・・・75㎞

大分市から・・・・・・・・・・・85㎞

宇佐インターから・・・・・・49㎞

空港道路出口から・・・・・36㎞

大分県姫島村 姫島村役場 水産・観光商工課

〒872-1501 大分県東国東郡姫島村1630-1
TEL:0978-87-2279 FAX:0978-87-3629
https://www.himeshima.jp/


