
好きなおおいたの 
飲食店 

なぜそのお店に 
通うのですか 

そのお店で何を 
食べますか 

お店での思い出は 

馬力屋 家系ラーメンが好きだから ラーメン 美味しい 

じゅうじゅうてい 美味しいから ホルモン鉄板 なし 

焼き鳥しゅうちゃん 大将の気前の良さ 焼き鳥、刺身等 サービスが良い！ 

一慶 美味しいから 寿司 
後輩を連れて行った。いっぱい食べ
てた。 

叶羽 
オーナーが頑張っていることと、何
より美味しいから 

おおいた和牛ステーキ 結婚記念日にお邪魔しました 

煙 家みたいだから 料理長のおすすめ 特にない 

みっちゃん 雰囲気が良い とり天 JC活動をメンバーと熱く語ったこと 

彩懐 気兼ねなく滞在できるから 鱧、肉、魚 JCで誕生祝いをしてくれたこと。 

嵐王 長い付き合いだから 地鶏 10年以上の思い出 

REDWOOD 家族も大好きなお店だから ベーコンエッグバーガー 家族とみんなで食事会をしたこと 

焼肉大京園 
昔から利用させてもらっており、と
てもおいしいから。 

焼肉 
親に連れられて外食した思い出があ
ります。 

餃子飯店 
高校の時から通っている一番好きな
ラーメン店だから 

地鶏ラーメン 
高校の部活帰りに友人といつも行っ
ていた 

たむろ 美味しい 焼き鳥 いろいろ 

毘沙門天 後輩が来いと言うので… とろろ蕎麦 そばがよく冷えている 

焼肉さとう 
妻が連れて行ってといつもしつこい
から 

ネギ塩タン お会計がいつも高額 

キッチン丸山 おいしいから とり天 特になし 



好きなおおいたの 
飲食店 

なぜそのお店に 
通うのですか 

そのお店で何を 
食べますか 

お店での思い出は 

博士うどん 小さい頃から家族で行ってました てんぷらうどん 
年末にうどんすきを受け取りに行く
ことが恒例でした。 

灘 魚が美味しいからです 鮨 議案の構想を良くしました。 

桝本 旨いから 辛麺 特にない 

ながさき家 中国料理が身近にないから あれもこれも 
いろんな方と行ったので、よくわか
らないです。 

元禄うどん うどんが好きだから あじどりうどん 何もない 

若木屋 大学時代から とり天 － 

豊後酒場 昼間からお酒が飲めるから お寿司 － 

和楽 店長の雰囲気 アスパラバター お仕事した 

福は家 安くて早くてウマい 軟骨唐揚げ 各地の地酒を飲んで潰れる 

お好み倶楽部森店 歩いて行けるから 木曜日の半額ビール 子供が喜ぶ 

小坂田の店 美味しい ハンバーグ 幼少時にお祝いしてもらう場所 

はぐるまラーメン 美味しいから つけ麺 特になし 

小料理屋 地産地消だから おばんざい よく知り合いに会う 

かんさい 雰囲気が良いから どて焼き 色々 

まんとく 美味しい 地鶏 先輩なのでよく行っていた 

南大分の居酒屋 家に近いから かつとじ 店員さんが可愛い 

岡星 美味しいから だし巻き玉子 3年前の委員会懇親会 



好きなおおいたの 
飲食店 

なぜそのお店に 
通うのですか 

そのお店で何を 
食べますか 

お店での思い出は 

エスニックブロス メキシカン料理を満喫できるから ブリトー 民族衣装に身をくるみ写真を撮った 

すし善 美味しいから お任せ 接待で利用し、仕事を掴んだ 

焼き鳥大 美味しい 雰囲気が好き 焼き鳥全般 JC初めての懇親会がココでした。 

居酒屋和さん 飯がうまい 焼き鳥と刺身 いろいろ 

ジョイフル 近いから ハンバーグ － 

味処さど屋北鶴崎店 料理がうまい！！ とり天と刺身 父 の古希のお祝いをしました。 

想夫恋 そこでしか食べられない味があるの 焼きそば 毎回焼きそばにしては高いと思う 

うえのとちゅう 料理がおいしい 鳥料理全般 結婚式の二次会会場 

洒落柿 美味しいから 焼肉寿司プレート 仕事仲間でランチ巡り 

王府 味とボリューム 天津飯 家族での祝い事 

モスバーガー 旨いから モスバーガー 一度に６個のバーガーをペロリ 

魚魚魚庵 
水産卸しもされており安価で新鮮な
魚を食べられる為 

りゅうきゅう丼 
日によって魚の種類が違うので行く
度に楽しみがある。 

丸万 落ち着いた雰囲気 地鶏のもも焼き 停電になった。 

ぎんなん オシャレで美味しいから おまかせ － 

鉄板kaiseki叶羽 無添加 鉄板焼き 先輩 

ジョイフル 大分を代表するおみせだから なんでも食べます 特になし 

初音 珍しい珍味などがあるから ブロッコリー なし 



好きなおおいたの 
飲食店 

なぜそのお店に 
通うのですか 

そのお店で何を 
食べますか 

お店での思い出は 

たこ焼きゴッチ・焼鳥和み家・DON 料理美味しい・スタッフが知り合い 手羽先、たこ焼き、焼鳥、DON焼き １０代の頃から通っているので 

第二食堂園 味が良い 牛タン － 

兎と亀 日本酒がおいしい 魚 特にないです 

別府 ふらり 美味しい ラーメン 嫁さんとバイクで良く行った 

なか邑 旬の物を食べれる オススメ － 

毘沙門天 近いから 鍋 小さい頃から通っている 

煙 ゴーヤチャンプルが旨いから ゴーヤチャンプル 記録に残るから言えない 

かみ風船、叶羽、韓国苑、 料理が美味しいから。 マグロの刺身、ステーキ、マクミ 韓国苑ではキラキラを経験しました 

わさび 神々があるから 刺身 特になし 

へんろみち うどんがうますぎる まおに 
サッカーチームの監督とバッタリ会って奢っ
たこと 

味蔵 色々美味しいので 鯛の肝和え 特になし 

エッセンス 雰囲気が好きです コーヒーを飲みます 妻と結婚前によく行ってました 

ふぐ八丁 
大分が全国に誇れる食材『ふぐ』専門店で
あり、県外の方にも自信を持っておすすめ
出来る。 

ふぐ料理 死んだ祖父との思い出多数 

麺通人 会社から近いため ラーメン － 

天地庵 更科蕎麦があるので 更科蕎麦 特に無し 

ほとじま うまいから まぐろ とくにない 

ひろしまや 昔から行っている お好み焼き 沢山 

えび福 美味しい とり天 ご縁があること 



好きなおおいたの 
飲食店 

なぜそのお店に 
通うのですか 

そのお店で何を 
食べますか 

お店での思い出は 

四季折々津々浦々 蒲江出身で親しい友人 海鮮 取引先との思いで 

水天 
手ごろな価格で新鮮なネタが食べれ
るから 

寿司 
学生の時から通っていて、節目節目
で通っているから 

第二食堂園 昔から知っているから 冷麺 家族 

大砲ラーメン おいしい！！ 昔ラーメン 特になし 

蔵納戸（クラナド） くせ シェリー酒＆タパス ありすぎる 

とり天いこい 昔から知っていから ミックス 幼い頃に家族で行った 

焼肉たつみ 焼き鳥たつみ 何を食べても美味しいから お肉全般 
新年会を毎年大人数でワイワイやっ
てること 

鉄板懐石 羽叶 店長の人柄 肉 ＪＣの集まり 

焼肉たつみ お客さんだから 肉 家族での食事 

鉄板kaiseki 叶羽 おいしいから お肉、野菜、焼き飯、みそ汁 
高いお肉を生まれて初めて食べたこ
と 

teppan kaiseki叶羽 
室長のお店でもあるが、本当に美味
しい。 

豊後牛 行けばJCメンバーの誰かがいる事。 

まんとく おいしい － とりもも 

十五万石 会社から近いから ラーメン なし 

まる喜 たまに食べたくなるから ラーメン 友達とよく行った 

鉄板kaiseki叶羽 美味しいから、知り合いだから 鉄板焼 委員長にご馳走してもらったこと 



好きなおおいたの 
飲食店 

なぜそのお店に 
通うのですか 

そのお店で何を 
食べますか 

お店での思い出は 

器彩 
美味しい、サービスがいい、個室、丁
寧 

たらこクリームパスタ 料理が最高、料理が斬新 

THE HIVE 洒落ているから フィッシュ&チップス ラグビーワールドカップ 

鉄板kaiseki叶羽 美味しく、楽しいから おおいた和牛 結婚記念日ランチ 

韓国苑 家族でわいわい出来るから 焼き肉 昔からあるのでいろいろと 

炭火焼鳥あかし 雰囲気が良い 焼鳥 思い出は特にありません 

炭唄 八新 蘭王 グランメールチキ
ン 一番星 

美味いから 好きなもの － 

焼き鳥丸ちゃん うまい、安い 焼き鳥など 懇親会の思い出は多数ある 

水天 おいしいから 寿司 特に無し 

なるとうどん 家族でごはん ごぼう天肉うどん おいしい 

焼き鳥 あかし 中学・高校の同級生が店長だから 焼き明太子 
十数年ぶりに同級生と再会できたこ
と 

芳華 冷麺好き 冷麺 特に無 

China Dining 彩 お店の雰囲気、味 黒酢酢豚 家族との食事 



好きなおおいたの場所 
なぜその場所が 
好きなのですか 

その場所での思い出は 

家 落ち着く 沢山 

九六位山 カブトムシや野苺、山菜が取れる － 

長湯温泉 ゆっくり温泉に入れる 昔の彼女と 

ラクテンチ 楽しいから 「湯〜園地」というイベント 

ＪＲ九州ホテルのてんくうスパ 眺望が抜群 ＪＣＩ基隆と風呂に入った事 

ゴルフ場 ゴルフが好きだから 特にない 

駅周辺 住みやすく便利 
生まれてきて、一緒にずっと時間をともにしてい
る 

明野高尾を下郡方面に下る坂 
目の前に広がる景色が大分市街から別府湾も見
渡せて美しいから 

これといった思い出はないです 

海・川 釣りが好きだから 大型のクロを釣った 

トキハ本店 
子供の頃は行くこと自体が楽しみでした。 
大人になってからはお祝いを買いに行くことが
多く、人の幸せを感じることができる場所です。 

昔は自分がよく迷子になってました。今は子供を
よく探してます。 

コメダ珈琲中央町店 タバコを吸いながらコーヒーが飲めるから 多くのJCメンバーと語り合いました。 

鶴崎スポーツパーク 子供もペットも喜ぶ公園、大人もゆっくりできる 家族とリラックスした時間を過ごしました。 

男池 癒される 言えない 

海 お魚さんいっぱい 夜中に職務質問された 

高江公園 子供と遊べるから こけたこと 

かんたんサーカス 海があるしランニングや散歩したりします 子供と散歩 

関崎海星館 ドーム型天体望遠鏡で星を見せてくれます。 今まで見た中で１番大きい流れ星を見ました。 



好きなおおいたの場所 
なぜその場所が 
好きなのですか 

その場所での思い出は 

西寒多神社 藤の花が綺麗 特になし 

うみたまご 子どもがすきだから 家族で楽しかった 

クリーンマット大分 友達がいるから 何もない 

街なか にぎわいがある － 

大分駅周辺 昼間からお酒が飲めるお店が沢山あるので － 

高尾山自然公園 思い出があるから 3日間野宿 1日半で諦めたけど 

昭和電工ドーム トリニータの試合があるから 昇格やら降格やら優勝やらの感動 

まねきの湯森町店 歩いて行ける 子供が喜ぶ 

中央町 学生の時ほぼ毎日いた 夜市 

ゴルフ場 景色が良い とくになし 

地元 落ち着く 色々 

公園 家族の絆が深まるから 子供たちの笑顔 

山、海、川 自然が良い 特になし 

霊山 夜景が綺麗だから 色々 

平和市民公園 人が適度に少ない 毎日のウォーキング 

自分の家 落ち着くから 家族の思い出が詰まっている 

湯布院 1箇所で色々楽しめるから 県外からのゲストは必ず連れていきます 

大分から佐伯までの海岸沿い バイクツーリングが気持ちいい 初日の出 

大分川 釣り ランカーサイズのシーバスを釣り上げたこと 



好きなおおいたの場所 
なぜその場所が 
好きなのですか 

その場所での思い出は 

田ノ浦ビーチ 魚が釣れるから ブリ１０Kgを釣った事 

高崎山 子供が喜ぶから 子供とデート 

長湯温泉 レトロな雰囲気 ゆっくりした時間が過ごせる 家族とゆっくりまったりしたこと 

全体 自然豊か 故郷 

都町 酒が飲める 記憶にない 

九重 景色と開放感 冬キャンプで星空見たとき 

昭和電工ドーム サッカーの試合があるから － 

杉乃井ホテル うまい！楽しい！お風呂最高！ バイキング〜〜 

海 非日常があるので 秘密です 

敷戸 故郷 たくさんあります 

ガンジー牧場 
娘がガンジー牧場のソフトクリームが大好きなの
で。 

半年に１度は行くので写真をとる度に娘の成長を
楽しめる。 

大分県竹田市久住町 大自然、人がいない 牛に襲われた🐃 

自然、温泉 気持ち良くなれる、リフレッシュできる － 

トキハ 生活の木がある 買い物 

家、ゴルフ場 居心地がいいから 特になし 

真玉海岸 綺麗だから なし 

海・山・温泉 自然を感じることができる － 

明野 地元なので 特にないです 

くじゅう花公園 自然を感じれる 食べ物美味しい 嫁さんとバイクで良く行った 



好きなおおいたの場所 
なぜその場所が 
好きなのですか 

その場所での思い出は 

湯布院 小さいころから 原付でよくペンションに行った 

大分川 河川敷でボーッとするのが好き 特になし 

うみたまご 大分青松会の発会式を行えた 結婚前に何回も行きました 

春日神社 神聖な空気 節目に必ず訪れる 

久住 ツーリングに最適なため － 

藤河内渓谷 とても自然豊で美しいので 特に無し 

かんたん港園 結婚前よく妻とでかけたから プロポーズ 

自宅 家族がいる 沢山 

別府湯煙 The Oitaだと思う 
朝、フェリーから見える晴れている日の鉄輪の湯
煙りは最高 

田ノ浦 海が好き 家族で遊んだ！ 

ゴルフ場、雀荘 ドキドキするから しながら仲が良くなる 

田ノ浦ビーチ、Re-SAW 
風が気持ち良く気分が上がる。ツナサンド美味い
し、カフェスペースからの眺め最高！ 

大学生の時、深夜に男女で花火をし盛り上がった
が、騒音で通報され警察に厳重注意を受けた。。。 

自宅 落ち着く 友達が表札を取り付けてくれた。 

大在 大在独特の匂い とくになし 

敷戸 のどかで何をするのも困らないから 地元で小さい時から住んでいるから 

ホーバー乗り場跡 静か 特になし 

ゆめタウン 別府店 子供とよく行くので 特になし 

佐伯市 空の公園 景色が良い － 

海山川 自然が好きだから なし 



好きなおおいたの場所 
なぜその場所が 
好きなのですか 

その場所での思い出は 

トキハ本店 心のふるさとだから こどものころよく連れて行ってもらいました 

竹中 お年寄りの活力がすごい。 昔から家族で田んぼや川、山で遊んでいること。 

岳切渓谷 涼しくて気持ちいい － 

家 毎日帰るから なし 

会社の屋上 開放感があるから 花火がよく見える 

鶴崎付近大野川 落ち着く 野糞してたら女の子に見られたこと。 

うみたまご 雨天に作用されない 家族旅行 

鶴崎スポーツパーク 家から近い公園だから 子どもと遊んだ 

田ノ浦 若い頃に遊んでた場所 Dupontのライターを無くした 

佐伯 釣りができるから 磯釣り 

安岐川河口 サーフスポット 
台風接近中に入り、後半、命の危険を感じるぐら
い時化たこと 

くじゅう高原 景色と空気が良いから 奥さんとドライブなど 

うみたまご 子供が喜ぶから 初めて子供を外に連れて行った場所 

西大分港 眺めがよいから いろいろ 

別府温泉 温泉が気持ち良いから 特になし 

大分駅 綺麗だから 買い物 

城島高原ゴルフクラブ ベストスコアが出やすいから 月例競技でハンデ30で100切って優勝したこと 

由布川峡谷 景色がきれい 家族とハイキング 



好きなおおいたのイベント 
なぜそのイベントが 
好きなのですか 

そのイベントでの思い出は 

七夕祭り メイン事業なので 
副委員長をした時大変でしたがやりがいがあり
ました。 

祭り 盛り上がる JCの思い出 

大分七夕まつり フィナーレが感動的だから 
メンバーが一致団結してフィナーレを作り上げた
こと 

納涼花火 美しいから 妻、子供と観覧 

七夕の花火 綺麗だから 特にない 

七夕まつり 子どもの頃から参加しているから 花火 

おおいた南蛮文化復活祭 
やむを得ず中止になったので続編に期待してい
ます 

南蛮衣装を着たことかな 

まつり ワクワクするから JCメンバーと一つのものを作り上げる楽しさ 

大分七夕まつり 
学生時代もＪＣに入ってからも携わらせていただ
いてるから 

ＪＣで担当委員長をさせていただきました。自分
たちが構想したものが形となり、感動と達成感を
味わうことができました。 

七夕まつり、なしかまつり 

・まつりを担当した年からずっと、家族も楽しみに
している１年に一度のイベントだから。 
・お酒好きな奥さんへの年に一度の家族サービス
です。 

まつり委員長のときに企画の時だけ奇跡的に雨
が上がったこと。 

大分七夕まつり 楽しかった 中心街にタイヤ痕をつけた。 

長浜祭 美味しい物たくさん お酒飲みすぎて記憶が… 

津久見の花火 妻との初デート❤ 妻との初デート❤ 

七夕まつり 大分ＪＣの花形イベントだから フィナーレの風船 



好きなおおいたのイベント 
なぜそのイベントが 
好きなのですか 

そのイベントでの思い出は 

地元の夏祭り 子供の頃から参加しているので。 朝から神輿を担いで、熱中症になりかけました。 

七夕まつり お祭りに関わる方の熱意が素晴らしい ジャボン玉に感動 

たなばた祭り 毎年深く関わっているから 沢山ある 

七夕祭り JCで関わってるから どぎもーしょん 

賀来の市 小さい時から行ってるから 子供に綿菓子を買った 

Jリーグ プロの試合が観戦できる － 

おおいた七夕祭り 
活気あふれるおおいたの伝統のお祭りを体感出
来るため 

－ 

七夕祭り 思い出があるから ボイド管をひたすら切る作業はつらかった 

冬のイルミネーション キレイな景色が楽しめる 子供と楽しく歩く 

別保商工夏祭り 歩いて行けるから 花火 

長浜祭 毎年参加 そこに行けば誰かに会えたから 

七夕祭 盛り上がるから － 

大野川合戦まつり 携わるから 地域との接点を感じる 

大分川の花火 思い出だから 色々 

七夕まつり Jayceeですから 初の祭り中止や、どんどどん 

七夕ブロードウェイ 今年楽しみだったから 今年中止になったこと 

ワールドフェスタ 色々な人種の人が参加できるイベントなので ピコタローの格好でダンスした事 

七夕祭り イベント参加型、夏の風物詩だから シャボン玉飛ばした❗ 

駅前である食のフェス 美味しいものが食べられるから 友達と昼間からビール飲んで楽しみました。 



好きなおおいたのイベント 
なぜそのイベントが 
好きなのですか 

そのイベントでの思い出は 

七夕まつり まつりと言えば酒！ 記憶にない！ 

大分県天下一武道会 おす！つえーやつと会えるからさ！ ヤムチャをワンパンで倒したことかな！ 

鶴崎23夜祭 地元の祭りだから。 － 

車椅子マラソン 
ハンディキャップを持ちながら、坂道もある中で
一生懸命漕ぐ選手の勇姿はすばらしいので 

小学校のときに応援の国旗を作った（トンガ） 
 

七夕祭り － － 

南大分夏祭り 人が多過ぎず、子供も楽しめる 家族で過ごしたこと 

浜の市 子どもの頃からずっと参加してる くじ引きで当てたスーパーファミコン 

花火大会 年に一度の大行事だから 家族とともに観ること 

府内パッチン 
仕事が飲食店なので出店する度にお客様が増え
ていくから。 

たくさんの行列ができて家族総動員で頑張った
こと。 

夢色音楽祭 いろんなアーティストを見られるから 中島晴香と出会った 

津久見の花火大会 花火があるから なし 

府内戦紙・花火大会 府内戦紙・花火大会 
実際に参加して汗を流した、家族や恋人、友人と
見に行った 

七夕祭り 楽しい 特にないです 

べっぷクリスマスファンタジア 花火鑑賞 寒い中バイクで行ってた 

七夕まつり 大分市民だから 家族で参加 

おおいた七夕まつり 青年会議所としてたくさん関わってきたので。 
その年の委員長の背中と様々な男泣きを見れる
のもこの事業ならではだと思う。 



好きなおおいたのイベント 
なぜそのイベントが 
好きなのですか 

そのイベントでの思い出は 

スポーツオブハート 他にないから 
実行委員会として走り回ってるだけだけど達成感
はある 

OITAサイクルフェス ロードレースが好きなので 色んな選手と出会える 

七夕祭り 活気がある所 祖母によく連れて行ってもらいました 

10/1 豊の国地酒夜会 特産品である日本酒、麦焼酎飲み放題！ 
2019RWC開催期間中に開催だったため、YOU
達がたくさん来てくれた 

別大マラソン なんとなく見てしまう とくにない 

パッチン 熱い 
社会人になって初めて見たと同時に初めて参加
したこと 

まつり 屋台があるから 特になし 

七夕まつり － シャボン玉 

大分七夕まつり なんとなく JCにて警備員 

府内ぱっちん 祭り好きだから 演者として出た 

別府アルゲリッチ音楽祭 行ってみたいから 毎年行ってみたいなと思っていること 

南大分まつり 家から近いから 小さい時から行っている 

七夕まつり 花火が綺麗だから 
花火を見た後、渋滞で帰るのにめちゃくちゃ時間
がかかった 

清正公二十三祭歩行者天国 
小さい頃から行ってて今では運営側として楽しん
でるから 

毎年、開催できるのが思い出 

クリスマスファンタジア 冬に花火があがるから 彼女とのデート 

大分合同新聞花火大会 花火で盛り上がるから 花火 



好きなおおいたのイベント 
なぜそのイベントが 
好きなのですか 

そのイベントでの思い出は 

農林水産祭 家族みんなで楽しめるから 梨を買いすぎて、次の日、筋肉痛になったこと 

長濱神社お祭り 夏はじまる感じがする 長男の初めてのイベント外出 

萬弘寺の市 近くて楽しいから ところてんが美味しい 

大分七夕祭り 街が一番盛り上がるから いろいろ 

花火 家族でまったり見るから 特になし 

七夕祭 楽しいから 家族との思い出 

ビールフェスとかオクトーバーフェス 屋外でビールを飲める。異性と出逢いがあるから 嫁の友達に… 



初デートどこに行きますか 選んだ理由は 

ワサダタウン 映画館がある 

佐賀関 海を見たい 

一慶 美味しいから 

納涼花火 美しいから 

居酒屋 ゆっくりできるから 

十文字原展望台 別府・大分の夜景を一望できるから 

ミラノ亭 
もうお店はないんだけど、過去の初デートで行ったら少しは格好がついたか
なという思い出の確認 

海 一緒に釣りをしたい 

都町 妻とは一緒に行ったことがほとんどないため 

かんたん港園 海沿いを歩くデートがしてみたかったから 

湯布院 いろんなお店やスポットが密集してて行動範囲が狭くていい 

たっきり渓谷 いいところだから 

ダイエー 100円食堂 

妻との初デート❤ 妻との初デート❤ 

南蛮ビンゴ 家から近い 

関崎海星館 あまり話さなくてもいいし、星がキレイです。 

田ノ浦ビーチ 海が好きだから 

アミュ 何でもあるから 

佐野植物公園 行ったことがないので、行ってみたいと思う 



初デートどこに行きますか 選んだ理由は 

志高湖 知り合いに会わないから 

かんたん地区の公園 落ち着いてて景色がキレイ 

空港までドライブ 景色がきれいだから 

日田 のんびり出来そうだから 

パークプレイス 楽しいから 

海 青春だから 

夢大吊橋 行ったことがないから 

アフリカンサファリ 動物が好きだから 

釣り 釣りをあまりした事ないから 

アミュプラザ  たのしいから 

鉄輪温泉 街並みに趣があるので 

アフリカンサファリ 自家用車で回れるから 

アミュプラザ こんな施設なかったから 

杉乃井パレス 冬でも水着姿を見ることができるから。 

九重大吊橋 ドライブもできる距離だから。 

農業文化公園 サイクリング最高！！ 

アフリカンサファリ 
生き物が好きなので会話が途切れないのと、窓の外にライオンがいる非日
常 

アミュプラザ 帰りたくなったらすぐ帰れる 

かんたん港の通り 景観と好きなお店も並んでる 

モスバーガー 旨いので。 



初デートどこに行きますか 選んだ理由は 

神原渓谷 釣りが好きなので。 

パークプレイス 観覧車があった 

田ノ浦ビーチ ちょうどいい感じがする 

たこ焼きゴッチ 自分の好きなお店を知ってほしい 

パークプレイス 家から近いので 

別府 ジュラシックホテル － 

パークプレイス ない 

ラクテンチ 素敵な思い出がたくさんつくれそうだから。 

若草公園 青春 

パークプレイス 当時無かったから、初々しいデートをしてみたかった 

シネマ5 ポップコーン一緒に食べるとか…楽しそう 

西大分港 なんとなく 

菜々人 飯がうまい 

湯布院 美味しいお食事処があるので 

ドーム 話さなくても時間がたつから 

湯布院 やり直したい 

人生やりなおしたい。綺麗な女性だったらどこでもいいよ － 

映画 なし 

湯布院 ドライブと温泉 

直接聞いてください♡ 直接聞いてください♡ 



初デートどこに行きますか 選んだ理由は 

関崎海星館 海がきれいだから 

山 人のいないところ。 

キジマ ジュピターに乗りたい 

うみたまご それなりに楽しめるから 

叶羽 気を使わなくて良いから 

竹楽 幻想的だから 

ラクテンチ 理由は言わずもがな 

うみたまご 定番デートスポットだから 

たっきり渓谷 手を繋げます 

佐伯 寿司がおいしいから 

うみたまご － 

わさだタウン 何でもあるから 

過去に戻ったとしても初デートはもう一度稙田タウン チャリンコで行けるから 

県民の森にあった巨大迷路（今はないけど・・・） － 


