お

くじゅう高原・竹田市

に竹田市を楽しもう !!

特典情報

チケット及び半券提示でなんと入浴料 100 円 !!

TAO の丘 (くじゅう高原 ) 計画始動と
TAO SHOP (竹田城下町 ) オープン記念として
くじゅう高原と竹田城下町の
特典店舗を厳選しました !!
竹田温泉

花水月

国民宿舎

久住高原荘

長湯温泉 療養文化館

天然温泉

御前湯

荻の里温泉

大分県竹田市大字会々 2250-1
TEL.0974-64-1126
[ 木曜定休 ]

大分県竹田市久住町久住 4031-5
TEL.0974-76-1211

大分県竹田市直入町長湯 7962-1
TEL.0974-64-1400
[ 第 3 水曜定休 ]

大分県竹田市荻町新藤 1131
TEL.0974-64-9595
[ 第 1・3 月曜定休 ]

TAO の夏フェス 2017 のチケット及び
半券を参加店にてご提示して頂くと、
特典がいっぱい♪

有効期限：2017 年 8 月 9 日〜28 日

▼特典サービス参加店

有効期限：●2017 年 8 月 9 日〜8 月 28 日
●2017 年 8 月 9 日〜9 月 30 日

※営業日時はそれぞれ異なります。
WEB またはお電話にてご確認の上、ご利用ください。

温泉関連の特典一覧

赤川温泉・赤川荘

入浴料 100 円引き
TEL.0974-76-0081

ザ・ガンジーホテル & リゾート
立寄湯大人 500 円→250 円
小人無料
TEL.0974-76-0913

七里田温泉館
豊後くたみ温泉 ほていの湯
入浴料 100 円引き 入浴料大人 500 円→300 円
[ 木の葉の湯のみ ]

TEL.0974-77-2686
レゾネイトクラブくじゅう

TEL.0974-77-2680

久住高原コテージ

入浴料 550 円→300 円 入浴料 600 円→400 円
TEL.0974-76-1223

TEL.0974-64-3111

レゾネイトクラブくじゅう

宿泊料 2000 円 OFF
1日 10 室限定

TEL.0974-76-1223
くぬぎの森のオーベルジュ きのこⅡ世号

夕食時、グラスワイン or
ソフトドリンクサービス

久住高原コテージ

通常料金より 2000 円 OFF
※他プランとの併用はできません

TEL.0974-64-3111

御宿割烹 一竹

宿泊者に竹田温泉「花水月」
温泉券サービス

TEL.0974-76-0588

TEL.0974-63-2138

宿泊者に炭酸水
「よいやな」プレゼント
TEL.0974-77-2424

宿泊者にタオルプレゼント
木工・竹工芸体験

民宿くじら

オーベルジュ・コヤマ
宿泊者に
ワンドリンクサービス
TEL.0974-76-1500

赤川温泉 スパージュ
「TAO の夏フェス」

食事・観光関連の特典一覧
レゾネイトクラブくじゅう

昼食 : バイキング 2,916 円→2,700 円
乗馬 : ハーフトレイルランド 5,500 円→5,000 円
宿泊者を花公園まで送迎 13:00 送り→17:00 迎え

TEL.0974-76-1223

しゃも料理 鶏家

食事をされた方 200 円割引

TEL.0974-76-2020

久住ワイナリー

森のぶらんこ

TEL.0974-63-0179

久住高原菓房

ソフトクリーム
全品 50 円引き
TEL.0974-76-0023

たぬき八

お食事をされた方に
デザート 1 品サービス
TEL.0974-76-0333

ガンジーソフト ( カップ ) 購入の方
ヨーグルトトッピングサービス

TEL.0974-76-0760
くじゅう高原 地ビール村

地ビール各種
及び水10%OFF
TEL.0974-76-2511

ソフトクリーム 50 円引き

お食事をされた方に
玄米ソフト 1 個サービス

TEL.0974-65-2211

TEL.0974-63-3321

TEL.0974-63-2254

※重複使用可

アートスペースカフェ大蔵清水場

とうふ工房・とうふ料理 花びし
定食を召し上がった方に
豆乳ソフトクリームサービス
TEL.0974-76-0727

半お迎え

●朝８時

E

赤兜」LIV

「
E ●名物
屋台村 LIV

LIVE ●

くじゅう高原ガンジー牧場 くじゅう高原フラワーズヴァレー

お食事をされた方にミニかき氷
or 野菜ジュースサービス

魚町 友修

お食事をされた方に
コーヒーサービス
TEL.0974-77-2928

道の駅 竹田

一日中 TAO 三昧 !

ソフトクリーム 50 円引き
TEL.0974-66-3550

●ワークショップ ●ト
ークショー ●サイン会
●撮影会 etc

KiPS

お食事をされた方に
生ビール 1 杯サービス
TEL.0974-63-0078

Osteria e Bar RecaD 陽はまたのぼる 竹田本店 Bistro&Cucina Champi 道の駅竹田 善米食堂

2,000 円以上でソフトドリンクサービス
お食事をされた方に竹田の美味しい
カレーメニュー 100 円引き
ランチでソフトドリンク1杯サービス
リカド特製缶バッジプレゼント
逸品プレゼント 「
( 星の輝く空」店舗でも可能 ) ディナーでグラスワイン or ソフトドリンク1杯サービス お食事の方シュークリームサービス

TEL.0974-62-2636

TEL.0974-62-2177

TEL.0974-63-1553

各種ドリンク 50 円引き

ランチメニュー 100 円引き
500 円以上パンお買い上げの方に
焼き菓子プレゼント

TEL.0974-64-0256

TEL.0974-62-3714

お食事の方に
ソフトドリンク1杯サービス
TEL.0974-63-0761

KRONE CAFE

くじゅう花公園
入園料金半額

TEL.0974-76-1422

かどぱん

TEL.0974-66-3555

久住高原ゴルフ倶楽部
ゴルフボール 1 スリーブ
プレゼント

豪華１１屋台

出現！
●BAR ●
café ●鉄
板 ●TAO
一風堂 etc
更に新屋台
!! ●世界の
ワイン館
●DRUM T
AO 写真館

TEL.0974-64-3010

但馬屋老舗 本店

ファッションケーキ クローネ

西出開花堂

TEL.0974-63-1811

TEL.0974-64-0256

TEL.0974-63-2355

TAO OFFICIAL SHOP

TEL.0974-63-3816

TEL.0974-63-1133

本格麦焼酎「豊後の清明」
サンプル１本プレゼント

味処天神丸福

お買い物された方に
銘菓「三笠野」「荒城の月」
お買い物されたお客様に
「焼き菓子」一つプレゼント 「岡城せんべい 1 袋」プレゼント
どちらかプレゼント

萱島酒類株式会社

秘密がいっぱい !!

T A O の 夏 フ ェ ス 2 0 1 7

【お問い合せ】

竹田市観光ツーリズム協会
TEL.0974-63-0585 [受付時間 9：00〜17：00]

素泊まりプラン 2 名 1 室 7,000 円 (税別)

TEL.0974-76-1055

注意事項

ソフトクリーム
300 円→200 円
TEL.0974-64-3111

Cafe BoiBoi

TEL.0974-76-1002

TEL.0974-76-0357
たけた駅前ホステル cue
ドミトリーにご宿泊の方 電話
メール
１泊 3,500 円→3,000 円 予約のみ

久住高原コテージ

お食事をされた方に
コーヒーサービス
TEL.0974-76-2558

お買物 100 円引き
お食事 300 円引き

道の駅 すごう

宿泊関連の特典一覧

離 LIVE ！

距
３大至近

ご来場前に必ずお読みください

●本イベントは野外イベントです。体調のすぐれない方のご来場はご遠慮願います●天災による事故・怪我等は、一切の責任を負いかねます●熱
中症や脱水症状などの対策・健康管理は自己責任にて充分にご注意ください●天候の変化により、気温が急激に下がる場合がございますので、服
装にご注意下さい●演奏中の撮影・録音は一切禁止です●ライブ中は雨天の場合でも傘の使用はできませんので、必ずレインコート等、雨具のご
用意をお願いします●雨天決行。最終日が荒天の場合、翌日に順延。順延の場合、
チケットの払い戻しは致しません。予めご了承ください●開場時
間及び、開演時間は天候その他の事情で予告なく変更になる場合があります●購入後のチケットの再発行及び、払い戻しは行いません●お申込後
の変更・キャンセルはお受けできませんのでご注意下さい●会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮願います●会場内・外において、係員の指示に
従われない方、他のお客様のご迷惑になる行為をされる方は、強制的に退場して頂きます。その際のチケットの払い戻しは一切行いません●会場
内・外で発生した事故・盗難等は主催者・関係者・出演者は一切の責任を負いかねます●不正入場が発覚した場合、如何なる理由に関わらず、
ご退
場頂きます●お申し込み頂きましたお客様の情報は全て主催者に帰属致します●開催時間外の会場内への立ち入り、及び会場内でのキャンプは
ご遠慮下さい●会場内にペット等の動物、花火等の火炎類、法律で禁止されている物の持ち込みを禁止します●会場は芝地ですので、敷物をご持
参下さい●会場内へのテント・タープ・パラソル・いす・テーブル等の持込及び使用は禁止します
HP
「夏フェス注意事項」
も重ねてお読みください。http://www.drum-tao.com /tao-fes2017/

木 →8/27 ◯
日
8/10 ◯
場所：TAOの里 大分県竹田市久住町(くじゅう花公園近く)
チケット金額：大人 6,000円/小学生 3,000円 ※未就学児無料
綴 り 券 は 6 月 30 日 (金) ま で の 限 定 販 売 !

10枚綴り回数券 : 50,000円

5枚綴り回数券：27,500円

★チケットは日付指定無し。開催期間中いつでも来場可。

※税込 ※綴り券はTAO事務局・TAOオンラインストア・TAO文化振興財団
（TAOショップ）
のみの取り扱い。
※ペット同伴・飲食物の持ち込み不可 ※雨天決行。最終日が荒天の場合、翌日に順延。

主
後
協

開場 8：00/赤兜LIVE 14：30

※15日(火)・22日(火)休演日 ※25日(金)は貸切のため一般のお客様はご入場できません。

大人・小学生共通

チケットのお求め

2017年6月18日(日)10:00〜 一般発売開始

■チケットぴあ （ぴあスポット・セブンイレブン各店 ・ サークルＫサンクス各店 ）
【Pｺｰﾄﾞ：782-640】 ぴあ予約センター 0570-02-9999
■ローソンチケット （ローソン各店 ・ミニストップ各店の店内Loppi）
【Lｺｰﾄﾞ: 81434】 電話予約：0570-084-008
web予約：http://l-tike.com/tao/（PC・携帯共通）
■TAOオンラインストア ■西鉄旅行各店 ■竹田市役所 久住支所
■竹田市役所 直入支所 ■竹田市役所 荻支所 ■竹田市観光ツーリズム協会
■TAO文化振興財団
（TAOショップ） ■府内５番街事務所
■竹田観光案内所
（豊後竹田駅構内） ■くじゅう花公園
※８月９日迄に竹田市内の施設で購入の場合、一般チケット５００円引き

催：TAOの夏フェス実行委員会
援：観光庁／九州運輸局／大分県／竹田市／竹田市教育委員会／一般社団法人 九州観光推進機構／ツーリズムおおいた／竹田市観光ツーリズム協会／大分合同新聞社／西日本新聞社
毎日新聞社／読売新聞社／TNCテレビ西日本／NHK大分放送局／OBS大分放送／TOSテレビ大分／OAB大分朝日放送／エフエム大分／ゆふいんラヂオ／TAO文化振興財団
力：JR九州大分支社／大分銀行

公演に関するお問い合せ

TAO事務局 TEL. 092-721-2015 (平日10：00〜19：00)
TAO文化振興財団 TEL. 0974-63-1133 (11：00〜18：00 木曜定休)

■TAO BAR ■TAO café ■TAO VEGETABLE
■世界のワイン館 ■TAO TEPPAN ■TAOかき氷
■TAO福引 ■TAO一風堂 ■TAO Artist Shop
■TAO夏フェスGOODS ■TAO文化振興財団ブース
■DRUM TAO写真館

開場 夏フェスOPEN!!

8:00

メンバーがみなさんをお出迎え!

Opening
お迎えLIVE

8:30

日替わり屋台イベント

12:30

至近距離LIVE&トーク

g YATAI

Excitin

Live

YATAI

Event

朝一番!!お迎えLIVEで盛り上げます!

■メンバーによるトークショー
■新人研修生ガムシャラLIVE！
！
■今年もやります!!TAO BAND

TAO B

and

お迎えLIVE終了後、屋台村OPEN!!
屋台村が超進化!!「エキサイティングYATAI」の登場!

9:00

ワークショップ
ワークショップの先行受付情報は
TAO CLUB(メール・ハガキ)会員の皆様へお送り致します。
新規ご登録は6月11日(日)までにTAO HPにてお済ませ下さい。

K!!
発表会は撮影 O

TAO ワークショップ

@Live場

一般受付開始日
6/27(火)〜

11:30

[定員になり次第終了]

※セットのバチはTAO刻印、
チャッパは浅野太鼓製
笛はプラスティック。

■参加費：6,000 円 ■受付：8時〜 ■時間：9 時〜11時 ■発表会：11時〜

14:30

NEW

DRUM TAO写真館&世界のワイン館開場

…etc

赤兜LIVE
夏フェスだけの灼熱の舞台!!

TO Live

２店舗同時に初登場!!

U
AKAKAB

Photo Studio

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
[木] [金] [土] [日] [月] [火] [水] [木] [金] [土] [日] [月] [火] [水] [木] [金] [土] [日] セット料金

コース

バチセット 9,200 円

大太鼓 [ 定員 10名 ]

バチセット 7,800 円

中太鼓 [ 定員 15名 ]
担ぎ太鼓 [ 定員 10名 ]

休
演
日

チャッパ [ 定員 10名 ]

休
演
日

バチセット 7,800 円

貸
切
日

チャッパセット 12,900 円
篠笛セット 8,000 円

篠笛初心者コース [ 定員 10名 ]
篠笛経験者コース [ 定員 10名 ]

※参加には別途 LIVEチケットが必要です。※太鼓のバチは貸し出し致します。
※篠笛 (八本調子)・チャッパは各自ご用意下さい。
※ワークショップへのご参加は小学生以上です。

アートワークショップ

た一つの
世界にたっ のロゴ入り作品 !!
TAO

Workshop

DRUM TAO AKAKABUTO LIVE

■参加費：6,000 円 ■受付：8 時〜 ■時間：9 時〜 11 時
藍染め体験
日程：8/14[月]・21[月]
定員：各日 10 名
染色家 辻岡快さんによる
TAOロゴ入りストール。

ガラス工芸体験

竹工芸体験

日程：8/16 [水]・23 [水]
定員：各日 20 名

日程：8/17[木]・24[木]
定員：各日 10 名

ガラスクリエイター井上愛仁さんによる
TAOロゴ入りサンドブラストグラス。

メンバ
優しく ーが
指導♪

竹藝家 長谷川絢さんによる
TAOロゴ入りアクセサリー。

2017 夏フェスは、豪華 3 つのスーパー LIVE が一堂に見れる !!

「ドラムロック 疾風」
「踊る◯太鼓2」
「総出演」

が
!
バー
メン タント
ス
アシ

各特別バージョンをお届け !!

交通アクセス

夏フェス期間中、
くじゅう花公園が臨時駐車場となり、
くじゅう花公園から
TAOの里まではシャトルバスが運行します。[7:30〜 12分間隔で運行]
※直接、TAOの里へのお車でのご来場はできません。

便利!!

乗り合いタクシー
今年はJRからの乗り継ぎ便あり！ 復路/花公園１７：００発

公演日は毎日運行！一人旅・二人旅にお得な乗り合いTAXIプラン！
！
JR豊後竹田駅より片道1,500円
（通常片道1台5,000円）
！
！
！
○最少催行人数：
２人 ○料金：1,500円
（片道／１人）○募集締切：
２日前迄
○行程

：
００発
①7：30発 竹田駅 → 花公園（所要時間約30分程度）復路/花公園１７
「お迎えLIVE」
に間に合う!!

：
００発
②8：05発 竹田駅 → 花公園（所要時間約30分程度）復路/花公園１７
６
：
４０発 JR大分駅〜７
：
５８着 JR豊後竹田駅で乗り継ぎ!!

ご予約：竹田市観光ツーリズム協会 0974-63-0585

車をご利用の場合

湯布院ICから ※くじゅう花公園まで約70分
やまなみハイウェイ

水分峠

11

瀬の本

442

福岡発着

くじゅう花公園

ホワイトロード

野津原

日田ICから
212

直入

くじゅう花公園

くじゅう 花公園
臨時駐車場

※くじゅう花公園まで約90分
442

212

松原ダム

442

小国町

瀬の本

くじゅう花公園

至熊本

●

TAOの里

P

マグマガラス工房

熊本市内から ※熊本ICより約100分

ミルクロード・やまなみハイウェイ
57
くじゅう花公園
瀬の本
大津

西鉄旅行 TEL：092-525-2211
※復路16:30 発

募集日程 : 8/13（日）・8/20（日）・8/27（日）

大分市内から ※大分市｢宮崎｣交差点より約60分
210

詳細は各電話問い合せ、または夏フェス HP から
▶http://www.drum-tao.com/tao-fes2017/

九州各地から「夏フェス号」運行 !!

至湯布院

至竹田

大分発着

西日本ツーリスト TEL：097-537-4891

募集日程 : 8/20（日）

※復路
16:40 発

8:00 発 福岡 →基山PA(下り)→11:30 着 TAOの里 ※早割価格は 6/26 迄

9:00 発 大分駅 →10:30 着 TAOの里

料金 ( チケット付 ) ：大人 11,500 円 / 子供 9,500 円※早割価格
( チケットなし)：大人子供同額 6,700 円※早割価格

料金 ( チケット付 ) ：大人 7,800 円 / 子供 4,800 円
( チケットなし)：大人子供同額 2,500 円

熊本発着

佐賀発着

読売旅行 熊本営業所 TEL：096-322-1555

募集日程 : 8/19（土）
・8/20（日）

料金 ( チケット付 ) ：大人 10,980 円 / 子供 7,980 円
( チケットなし)：大人子供同額 4,980 円

料金 ( チケット付 ) ：大人 10,980 円 / 子供 7,980 円
( チケットなし)：大人子供同額 4,980 円

竹田市観光ツーリズム協会

SUMMER FESTIVAL
2017

読売旅行 佐賀営業所 TEL：0952-24-5508

募集日程 : 8/13（日）8:00 発 八代駅前→…→11:30 着 TAOの里 ※復路
募集日程 : 8/20（日）8:00 発 荒尾駅前→…→11:30 着 TAOの里 16:30 発

7:30 発 佐賀駅バスセンター→佐賀各所→10:30 着 TAOの里

【交通・宿泊に関するお問い合わせ】

DRUM TAO

0974-63-0585（9：00〜17：00）

※復路
16:30 発

イベント詳細は

TAOフェス

【公演に関するお問い合わせ】
TAO事務局
TAO文化振興財団

092-721-2015 [平日10:00〜19:00]
0974-63-1133 [11:00〜18:00 木曜定休]

検索

