河内健悟 vo.gt

HUMANisM 前乗りして次の日も！ 1 人でも楽しめるプラン
5/13 FRI
16:00

HUMANisM 前日お昼に大分空港着

前日夕方入り、別府の旅館にチェックイン
なんで大分空港は荷物と一緒に寿司が回ってんだろうとか、旅路で気になった事を調べてみたりする
まやかしや

〒874-0935
大分県別府市駅前町 13-4

17:00

到着して最初の温泉に浸かる ( 旅館の温泉 )

18:00

別府駅前を、手湯とか、路地裏とか楽しみながら散歩、
きっと猫と目が合うでしょう

18:30

竹瓦温泉

〒874-0944
大分県別府市元町 16-23

「まやかしや」でとり天定食を食す ( にんにく入りの方 )

19:00

100 年以上の歴史がある「竹瓦温泉」に行ってみる、わかってはいるがやはりめちゃくちゃ熱いので
割とすぐあがる、あがってコーヒー牛乳、その後コンビニの缶ビール

19:30

別府駅前でいい居酒屋ないかなーと考えながら歩くが
「元町バル」に行くことはほぼ決まっている、生ハムを食しながらハイボールを呑む

20:00

「bar 井上」でつまみを食べながら焼酎飲み比べコースを注文
旅初日の疲れでこのあたりで眠くなる

元町バル

〒874-0944
大分県別府市元町 8-10

21:00

旅館に戻り、結局またなにかしらのお酒を嗜む
身体には良く無いが、その後また旅館の温泉に入る
bar 井上

〒874-0944
大分県別府市元町 4-13

23:00

なんやかんやで 23 時就寝、おつかれさま

河内健悟 vo.gt

HUMANisM 前乗りして次の日も！ 1 人でも楽しめるプラン
5/14 SAT HUMANisM 当日
9:00

起床
ビーコンプラザへ向かう

10:00

21:00

22:00

HUMANisM〜超★地獄編〜を擦り切れるまで楽しもう！

旅館に戻り温泉に入る
「μ〜MYU〜」という BAR でウイスキーを 2 杯
余韻を楽しむ

別府タワーあたりの海辺を放浪、波の音をきく

μ〜MYU〜

〒874-0920

大分県別府市北浜 1 丁目 2-8

23:00

0:00

旅館に戻って、また温泉に入る

就寝

河内健悟 vo.gt

HUMANisM 前乗りして次の日も！ 1 人でも楽しめるプラン
5/15 SUN HUMANisM 翌日
10:00

起床
バスで鉄輪温泉の方に行ってみる、時間に余裕があったら何個か地獄をめぐろうかな
その途中で地獄蒸プリンとか食べてみる
グリルみつば

〒874-0920
大分県別府市北浜 1 丁目 4-31

ランズ珈琲別府店

〒874-0935
大分県別府市駅前町 12−19 2F

12:00

昼食はやっぱとり天だろってことで、
とり天発祥の店らしい「グリルみつば」へ、おなかいっぱい

13:00

「ランズカフェ」でコーヒーを一杯 ( パフェじゃねえんか )

14:00

「やまよし」にお土産を買いに行く、と言いたいが
日曜日なので休みかもしれないな
まあしかし街を歩いてみよう、

15:00

16:00

「信濃屋」でだんご汁を、超ヘルシーで最高やな

そろそろ空港に向かわなければ、いやしかし最後にちゃんと
コンビニで缶ビール買って呑まなきゃ
空港に向かう

やまよし

〒874-0931
大分県別府市西野口町 2-2

茶房 信濃屋

〒874-0931
大分県別府市西野口町 6-32

仲道良 gt.

HUMANisM 会場周辺をお散歩プラン
旅のしおりということで昔から出不精だった僕がどこを紹介しようかなとおもったのですが、
まだ別府に住んでいた時によく散歩していたコースを中心に紹介していこうかなと思います。
時間帯的に朝ゆっくり起きた時間からが良いと思うので、
HUIMANisM〜超★地獄編 2022〜が終わった次の日のイメージでしょうか。

11:00

別府駅に着いたらまず海の方へ向かいます。

高等温泉やトキハ ( 大分県で有名なデパートです！ ) を横目に通り過ぎ国道 10 号線へ出ます。
そしたら左 ( 北の方角 ) に曲がり歩くと別府タワーが見えて来ます。

11:30

別府タワー着
別府タワーは ircle の 1stE.P.「未来」のジャケットに描かれているタワーです。
別府タワーは日本で 3 番目に建造されたタワーで、東京タワーよりも先に出来上がっていたり
実はかなり歴史のあるタワーなのです。高さは 90m で展望スペースは 55m ですが、
別府の綺麗な海、山を同時に観ることができるのでおすすめです。
夜に昇って夜景を楽しむのも良いかもしれません。
別府タワー
〒874-0920 大分県別府市北浜３丁目 10-2

別府タワーを楽しんだらさらに北の方へ少し歩きます。
そうするとスパビーチ、並びに的ヶ浜公園が見えて来ます。

12:30

的ヶ浜公園ならびスパビーチ着
この的ヶ浜公園で海を見ながらぼんやりするのがとても気持ちが良いんです。
潮風を感じながら海の向こうを見ているとなんだか心が洗われます。
ちなみに天気が良いと海の向こうに四国が見えることもあるんですよ。
的ヶ浜公園
〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町５

ここから別府駅の方へ戻ってみましょう。
この時点で総計 1 時間ちょっとは歩いてるんじゃないでしょうか。かなり良い運動ですね。笑
別府駅から山の方 ( 西 ) へ向かい信濃屋という喫茶店に行ってみましょう。

13:15

信濃屋着

仲道良 gt.

HUMANisM 会場周辺をお散歩プラン
13:15

信濃屋着
この信濃屋、甘味ももちろん美味しいのですが何より食べて欲しいのがだんご汁定食です。
せっかく別府に来てくれた方には大分の郷土料理であるだんご汁定食を堪能して欲しいな。

だんご汁定食
信濃屋を出てさらに山の方へ向かいます。
やまよし ( 河内の実家 ) を通り過ぎるとシャンテドールと書かれた洋風な建物が見えて来ます。

14:00

シャンテドール着
このシャンテドールは主にケーキなどを販売している洋菓子店なのですがイートインスペースもあり、
店内で飲食を楽しむことができます。
そしてこのシャンテドール、大分のお菓子といえば有名な「菊家」( きくや ) が運営しておりまして
そのお菓子も買うことができます。僕はボンディアが大好きです。
シャンテドールを出ると目の前にかなり広い公園があります。
それが別府公園です。
ircle が中学校時代登校していた道がその別府公園の横の道です。笑
HUMANisM〜超★地獄編 2022〜が開催される 5 月には、ircle の「2010」にでてくる
「栗の花」の匂いが嗅げるかもしれません。
僕は別府公園を散歩する時によく Syrup16g の Reborn を口ずさんでおりました。
別府公園は園内も散歩にとても適していて、もちろん木々など緑を楽しめますし小川も流れてるので
ほとりで小休止するのも良いかと思います。
別府公園をさらに山側 ( 西 ) へ行くと HUMANisM〜超★地獄編 2022〜の会場である
別府ビーコンプラザが現れます。

シャンテドール 〒874-0931 大分県別府市西野口町 2-2956-1

15:00

https://eshop.kikuya-oita.net/shop

ビーコンプラザ着
このビーコンプラザにもグローバルタワーというタワーがありまして、
こちらは展望室は地上 100m あるので別府タワーよりもさらに高い眺望が楽しめます。
( ちなみに僕は高い所が苦手です笑 )
グローバルタワー
1 日に 2 回タワーに昇る経験もなかなかできないと思うので是非。

〒874-0828 大分県別府市山の手町 12-1

茶房 信濃屋

〒874-0931
大分県別府市西野口町 6-32

やまよし

〒874-0931
大分県別府市西野口町 2-2

ライヴ翌日、余韻に浸りながら別府の自然の良いところを感じてもらえるんじゃないかなと思っております。
よかったらあなたの旅の参考になれば幸いです。

伊井宏介 ba.

HUMANisM 前日か次の日に丸１日で大分を楽しむプラン
9:00

別府到着
朝風呂「不老温泉」に行く

10:00

モーニングがてら「友永パン」に行く

10:30

雑貨屋「SPICA」に立ち寄る

11:30

「朝見神社」で参拝

12:30

お昼ご飯
「青い鳥」でカレーを食べる

14:00

バスが出るまで駅周辺を散策

15:00

「海たまご」でお魚見学

17:00

別府に戻り
ガッツリ食べたい時は「リボン」へ

友永パン
〒874-0942

大分県別府市千代町2-29

青い鳥
〒874-0812

リボン
〒874-0910 大分県別府市石垣西2-1−35

またはちょっとご飯とお酒を嗜みたい人は「高麗房」へ

20:00

大分県別府市朝見1-15-22

「十文字原」で夜景を見る
その後「ひょうたん温泉」で温泉に浸かりホテルに帰って就寝
もしくは酒を飲んでたら「杉乃井ホテル棚湯」へ その後就寝

ショウダケイト dr.

HUMANisM 前乗りして次の日も！レンタカーで楽しむプラン
5/13 FRI

HUMANisM 前日

11:00

大分空港着、空港近くのレンタカー屋さんでレンタカーを借りる
一人旅ならバスもありだが、数人で動くならレンタカーがおすすめ！
安いし動きやすい！

12:00

別府市へイン！まずは腹ごしらえだ！「グリルみつば」へ
グリルみつば
〒874-0920
ここは小学校からの同級生がやっている創業約 70 年ほどの由緒ある洋食屋さん。
大分県別府市北浜１丁目 4-31
週末は朝から行列になるので予約はマストかも…！？
オススメはもちろんとり天と、こだわりのデミグラスソースを使ったハンバーグやチキンカツも…

13:30

チェックインまで時間があるので「ランズカフェ別府店」で
美味しいコーヒーとパフェを堪能しよう！
ランズ珈琲別府店
〒874-0935
大分県別府市駅前町 12−19 2F

15:00

ホテルへチェックイン！
宿で一日中ゆっくりしたいならかんなわエリア、動きやすさなら北浜エリアのホテルを取るのが吉！
別府のホテルはビジネスホテルでもほとんどのホテルに温泉が付いているのでチェックインしたら
ソッコーで温泉へダイブ！！（湯船には飛び込んではいけません。）

17:00

早く飲みに出歩きたい気持ちをグッと抑え、車で「十文字原展望台」へ。
ここからの別府の夜景はまさに絶景！この街で ircle は生まれ育ち、この街で明日素晴らしいバンド達が
素晴らしいライブをするんだなとか想像を膨らませて気持ちを高めよう！

18:00

予約していた「焼き鳥凡〜母家〜」へ。
ここは俺が小学生の頃から通い詰めていた居酒屋で、もちろん ircle メンバーもお世話になっている。
焼き鳥をはじめ、大分名物は一通り堪能出来る。
〆には是非「変わり焼きおにぎり」を食べていただきたい…！
（ちなみに焼き鳥凡は大分駅前にもあるので大分泊の方は是非そちらへ！）
変わり焼きおにぎり

20:00

お腹は満たされたけどまだ少し飲み足りないな…という方は「μ〜MYU〜」という
バーダイニングはいかがだろうか？
ここも ircle の同級生がやってるお店で、店内は落ち着いていて、
イケメンマスターの ircle メンバーのレアな昔話が聞けるかも？？？？

21:30

良い感じに酔いも回りお腹も満たされた。
明日は早いのでホテルの温泉へ再びダイブし（湯船への飛び込みは厳禁です）
超★地獄編の出演者アーティストのプレイリストを流しながら
いつもより少し早く寝よう！
μ〜MYU〜
〒874-0920
就寝

23:00

大分県別府市北浜 1 丁目 2-8

ショウダケイト dr.

HUMANisM 前乗りして次の日も！レンタカーで楽しむプラン
isM 当日！
さあ！ HUMAN
てみよう！
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今日は眠い目を擦

5/14 SAT HUMANisM 当日

6:00

まだ寝ていたい身体を起こし温泉へ…
この時間の少し冷たい風が吹く露天風呂はまさに至福…！！

8:00

ホテルの朝食バイキングでお腹も軽く満たせたところで少し早いけど出発！
別府駅から青山通りを北上し、河内の実家「やまよし」を横目に別府公園の脇を歩く。
季節的に栗の木の匂いがするだろうか。春の香りを感じながらメンバーが出会った山の手中学校にぶつかる。
その道がメンバーが中学校時代毎日通っていた通学路だ。

9:00

開場、存分にフェスを堪能してくれ！

山の手中学校

やまよし

〒874-0931
大分県別府市西野口町 2-2

カッパーレイブンズ

19:30
20:00
21:00

22:30

夜風とフェスの余韻を感じながら帰りは「別府公園」の中を歩いて駅まで向かおうか…
少し冷たい風が気持ち良い
今日はさすがに疲れた…「壱丁目ラーメン」でクセの強い香りの豚骨ラーメンと
ニンニクのパンチの効いたギョーザをビールで流し込む。
少し別府の商店街を散策、少し怪しげなお店のネオンが光る中に、
高校時代たくさんライブをした「カッパーレイブンズ」の看板が光る。
そこを抜け、別府の温泉の中でも特に趣を放つ「竹瓦温泉」で汗を流す。
（100 円くらいで入れるけどタオルとかシャンプーボディーソープ等
は持参で行こう！）
ホテルに戻り SNS で今日の感想などを呟きつつ、さすがに疲れたので爆睡…

竹瓦温泉

〒874-0944
大分県別府市元町 16-23

ショウダケイト dr.

HUMANisM 前乗りして次の日も！レンタカーで楽しむプラン
5/15 SUN HUMANisM 翌日
11:00

今日はチェックアウトギリギリまで寝て疲れをとった…！
朝昼ご飯はせっかくなので大分名物を。
「東洋軒」のとり天、
「信濃屋」のだんご汁、
「六盛」の別府冷麺、
「とよ常」で新鮮な海鮮料理を堪能するのも良い…！

12:30

茶房 信濃屋

〒874-0931
大分県別府市西野口町 6-32

飛行機の時間までまだ少しあるのでまだ温泉を堪能したいのなら「ひょうたん温泉」
700 円ほどで色んな種類、泉質の温泉を堪能出来る。
追加料金で砂湯も体験出来るのでこの機会に是非！

そしてそのまま別府の湯けむりをあびながら「地獄めぐり」を散策するコース。
もしくは温泉はもう十分堪能したのならテレビでも度々紹介される
「うみたまご」と「高崎山」に行き動物達と触れ合い癒やされるのも良い。

15:00

色んな余韻を思い出しながら空港へ向かう。本当に良い旅だった。
今度は両親や友達も連れて来よう。また HUMANisM 超★地獄編が開催される事を願って。

