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施設概要

基本情報

施設名 株式会社城島⾼原オペレーションズ 城島⾼原パーク
住所 〒874-8666 ⼤分県別府市城島⾼原123番地
TEL 0977-22-1165
FAX 0977-25-1929
URL https://www.kijimakogen-park.jp/

緊急病院

管轄警察署

管轄消防署

管轄保健所

鶴⾒病院
〒874-8585 別府市鶴⾒4333
TEL 0977-23-7111

別府警察署
〒874-0909 別府市⽥の湯町13-13
TEL 0977-21-2131

別府市消防本部
〒874-0905 別府市上野⼝19-27
TEL 0977-25-1122

東部保健所
〒874-0840 別府市⼤字鶴⾒字下⽥井14-1
TEL 0977-67-2511



教育旅⾏限定の、お得な特別料⾦プランをご準備いたしました。
昼⾷（※）をご予約されると、⼊園料がさらにお得になります。

※ 2023年4⽉以降のご予約では、下記のりものパス券の料⾦が改訂されます。
詳しくは直接お問い合わせください。

⼊園券
(昼⾷予約無)

⼊園券
(昼⾷予約有) のりものパス券

⼩学校 400円 200円 2,000円
中学校 500円 300円 2,400円
⾼等学校 700円 500円 2,500円
先⽣ 無料 無料 無料

⼊園券
(昼⾷予約なし)

⼊園券
（昼⾷予約有）

のりものパス券

特別⽀援学校 350円 200円 2,000円
先⽣ 無料 無料 無料

※のりものパス券は、21名様以上のご予約の場合
カードタイプにてご準備いたします。
20名様以下のご予約の場合、バンドタイプにてご準備させていただく
ことがございます。

料⾦のご案内

＊先⽣の⼈員が⽣徒の⼈員を上回った場合は、
上回った⼈員分有料となります。

※のりものパス券は、バンドタイプにてご準備いたします。
パークスタッフが皆様の腕に巻き付けます。

※安全にご利⽤いただく為、アトラクションにご利⽤制限を設けさせて
いただいております。
詳細は「⼿帳をお持ちの⽅へのご案内」をご覧ください。

＊ ＊＊



のりものパス券【カード】のご案内

園内のアトラクションが
何度でも利⽤できる
お得なカードです。

※カードタイプは教育旅⾏限定です。
紛失時は園内12カ所のアトラクションで再発⾏可能です。

※事前送付も承ります。事前配布いただくと⼊園までのご案内がスムーズです。
※⾝⻑制限や、⼀部のりものパス対象外の（別途利⽤料が必要）アトラクションが

ございます。
※アトラクションは、天候、その他の要因（メンテナンス等）で運転を⾒合わせる

場合がございます。当⽇の運⾏状況はホームページよりご確認ください。

各アトラクションの詳しい利⽤条件などは城島⾼原パーク公式ホームページ、または、
ガイドマップをご確認ください。

■ガイドマップイメージ





ショップのご案内

城島オリジナル商品や⼤分名物のお菓⼦やグッズ、雑貨など
お⼟産にぴったりの商品を取り揃えております。

■多⼈数の団体様の場合、退園時刻直前にショップが混雑し、定刻通りの
集合が困難になる場合がございます。

お⼟産ショップ「ジョリエ」

■レジ袋は有料です。サイズに関わらず⼀律３円です。



お⾷事のご案内

ミールクーポン（お⾷事券）について

■ミールクーポンは園内すべての飲⾷施設でご利⽤いただけます。
■お釣りは返⾦できません。不⾜分は現⾦にてお⽀払いください。
■ミールクーポンの払い戻しはできません。
■お⼟産などの購⼊、アトラクションの代⾦にはご利⽤できません。
■アレルギー情報はホームページの各店舗ページで公開しています。

団体⽤昼⾷プランについて

■ 会場は「メアリーアーデンス2階」もしくは「KIJIMAX」いずれかになります。
席図・班割り等を７⽇前までにメール・またはＦＡＸにてお知らせください。

■ レストランご着席後に配膳を始めると、全員分の配膳が完了するまでに時間が
かかるため、また、配膳中の接触リスクを避けるため、ご予約いただいた到着
予想時刻に合わせて事前に配膳完了の段階まで準備させていただきます。

■ バスの到着時刻のズレや、⼊園前の説明会、記念写真撮影等で、ご着席いただ
く時刻が予定より遅くなると料理が冷めてしまう場合がある旨ご了承ください。

■ ご利⽤後の⾷器等は、返却⼝までお戻しくださいますよう
ご協⼒をお願いいたします。

カレーバイキング（⾼校⽣1,200円 中学⽣1,100円 ⼩学⽣900円）

から揚げカレー（900円）/ カツカレー（900円）

ハンバーグランチ（950円）

アレルギー対応カレー （900円）

「ミールクーポン」もしくは「団体⽤昼⾷プラン」をお選びいただけます。

お好みの⾷事が選べる「ミールクーポン（お⾷事券）」が
⼤変便利です。
●1,000円分（500円×1枚・200円×1枚・100円×3枚）
■1,500円分、2,000円分もご準備できます。



飲⾷店舗のご案内

メアリーアーデンス
カントリースタイルな外観の
ファミリーレストラン。
カレーバイキングが⼤⼈気！

アリスのテーブル
不思議の国のアリスをモチーフにした
ハンバーガーショップ。⼤分名物とり天で
作った「とり天バーガー」が⼈気！

ハイジの家
太陽の光が差し込むピザショップ。
不思議な⾷感のディッピンドッツアイスが
オススメ。

KIJIMAX
お⾁、⿂介類、ウィンナー、野菜、
デザート等が⾷べ放題！
お腹いっぱい⾷べ尽くそう。

ファミリーレストラン

ハンバーガーショップ ピザ＆フード

焼⾁⾷べ放題！！

※休店⽇ありペーター
様々なワンハンドメニューを
テイクアウトできます。
ロングポテトやチュリトスが⼤⼈気！

フードコート

コトンコトン
もちもち⽣地のクレープを
スタッフが丁寧に焼き上げます。
⼀番⼈気は「チョコバナナクレープ」

クレープ・ソフトクリーム



お⾷事プランのご案内
■カレーバイキング（トッピング乗せ放題）

料⾦ ⼩学校 900円 中学校 1,100円 ⾼等学校 1,200円

■からあげカレーサラダ付き
料⾦ 900円

■カツカレーサラダ付き
料⾦ 900円

※からあげカレー・カツカレーは単品の販売はございません。

■ハンバーグランチ
料⾦950円

※15名様以上より承ります。



アレルギー対応カレーライス 成分表

※ 2022年 10⽉12⽇時点の成分表です。
※ 城島⾼原パークレストラン内の器具を使った調理は⾏っておりません。

品⽬ 原材料名 アレルギー特定
原材料7品⽬

⽶飯 ⽶・⾷品添加物（パパイン・α-アミラーゼ・プロテアーゼ・⾷品素
材）・⾷⽤こめ油/乳化剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）

カレールー

野菜（⽟ねぎ・じゃがいも・にんじん）・パーム油・砂糖・デキス
トリン・カレーパウダー・トマトペースト・⾷塩・ガーリックペースト・
ローストココナッツペースト・酵⺟エキス・かつおぶしエキス・⾹⾟
料・増粘剤（加⼯デンプン・キサンタンガム）・調味料（アミノ
酸等）・カラメル⾊素・乳化剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）・⾹
料・⾹⾟料抽出物

【特定27品⽬対応メニュー】
アレルギー対応 カレーライス 料⾦ 900円

アレルゲン対応⾷に取り組んできた会社で
取り扱われている商品を使⽤しており、

当社のキッチンでは⼀切調理しておりません。

【特定原材料７品⽬】
エビ カニ そば ⼩⻨ 乳製品 卵 落花⽣

【特定原材料に準ずるもの】
いくら キウイフルーツ くるみ ⼤⾖ バナナ やまいも

カシューナッツ もも ごま さば さけ いか 鶏⾁
りんご まつたけ あわび オレンジ ⽜⾁ ゼラチン 豚⾁



品⽬ 原材料名 アレルギー特定
原材料7品⽬

⽶飯 ⽶・⾷品添加物（パパイン・α-アミラーゼ・プロテアーゼ・⾷品素材）・⾷⽤こ
め油/乳化剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）

福神漬け

⼤根・たかな・茄⼦・なた⾖・れんこん・しその実・しょうが・ごま・漬け原材料
（砂糖・⽔飴・しょうゆ・⾷塩・アミノ酸液）・調味料（アミノ酸）・酸味料・⽢
味料（サッカリンNa・ステビア）・保存料（ソルビン酸K)・着⾊料（⾚102・
⻩4・⻩5）・（⼀部に⼩⻨・ごま・⼤⾖を含む）

⼩⻨

カレールー
でん粉・パーム油・なたね油混合油脂・砂糖・⾷塩・カレー粉・オニオンパウ
ダー・酵⺟エキスパウダー・さつまいもパウダー・⾹⾟料・トマトパウダー・増粘剤
（加⼯デンプン）・カラメル⾊素・乳化剤・酸味料・⾹料

野菜サラダ キャベツ・レタス・⼈参・⼤根・レッドキャベツ・等
（※季節等により種類に変更があります。）

スイートコーン とうもろこし（遺伝⼦組み換えでない）・⾷塩・クエン酸

ブロッコリー ブロッコリー

ポテトサラダ
ばれいしょ・ドレッシング（⾷⽤植物油脂（⼤⾖を含む）・卵⻩（卵を含む）、
醸造酢（⼩⻨を含む）・⾷塩・乳たんぱく（乳成分を含む）・砂糖）・⽟ね
ぎ・にんじん・砂糖・醸造酢・⾷塩・⾹⾟料・調味料（アミノ酸）・増粘多糖
類・酵素（⼤⾖由来）・⾹⾟料抽出物

⼩⻨
卵
乳

かんきつ
ドレッシング

醸造酢・⾷⽤植物油脂・糖類（砂糖・⽔あめ）・⾷塩・⽟ねぎ・発酵調味
料・たん⽩加⽔分解物・みかん果⽪・酵⺟エキスパウダー・みかん果汁・⿂醤・
⾚ピーマン・こんぶエキス・梅⾁・ゆず⽪・増粘多糖類・⾹料

コーンクリーミー
ドレッシング

⾷⽤植物油脂・醸造酢・砂糖・⾷塩・スイートコーンパウダー・発酵調味料・⽟
ねぎ・酵⺟エキスパウダー・スイートコーン・にんじんエキス・プルーン・レモン果汁・
増粘剤（加⼯でんぷん・キサンタンガム）・乳化剤・酸味料・⾹料

カレーバイキング 成分表 1/2

※ 2022年 10⽉12⽇時点の成分表です。
※ 揚げ物は、他の商品（エビフライ等）と同じ揚げ油で調理をしています



品⽬ 原材料名 アレルギー特定
原材料7品⽬

フライドポテト じゃがいも・植物油脂・ぶどう糖・ピロリン酸Na・揚げ油（⾷⽤⼤⾖油・⾷⽤菜
種油・シリコーン）

ポークソーセージ

豚⾁・豚脂肪・還元⽔あめ・⾷塩・たん⽩加⽔分解物（ゼラチンを含む）・⾹
⾟料・砂糖・調味料（アミノ酸）・リン酸塩（Na・K）・保存料（ソルビン
酸）・ｐｈ調整剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）・発⾊剤（亜硝酸Na）
※本製品は、⼩⻨・卵・乳成分・⽜⾁・⼤⾖・鶏⾁・りんごを含む他の製品と
共通の設備で製造しています。

卵
乳

ミニハンバーグ

⾷⾁（鶏⾁・豚⾁・⽜⾁）・粒状植物性たん⽩・⽟ねぎ・つなぎ（パン粉・で
ん粉・鶏卵）・豚脂・糖類（ブドウ糖、砂糖）・発酵調味料・トマトケチャッ
プ・しょうゆ・⽜脂・ポークエキス・⾷塩・植物油脂・卵殻粉・ゼラチン・⾹味料・
しょうゆ加⼯品・ポークブイヨン・ワイン・調味料（アミノ酸等）・ゲル化剤（増
粘多糖類）・乳酸Ca・※⼀部に⼩⻨・卵・乳成分・⽜⾁・⼤⾖・鶏⾁・豚
⾁・ゼラチン含む

⼩⻨
卵
乳

エビフライ
⾐（パン粉・⼩⻨粉・でん粉・⾷塩・粉末油脂・⼩⻨たん⽩）・えび（ベトナ
ム産）・⾷塩/加⼯でん粉・増粘剤（グァーガム）・調味料（アミノ酸）・アナ
トー⾊素・PH調整剤・膨張剤（⼀部にえび・⼩⻨を含む）・揚げ油（⾷⽤
⼤⾖油・⾷⽤菜種油・シリコーン）

⼩⻨
えび

から揚げ
鶏⾁・でん粉・⼩⻨粉・⼤⾖油・しょうゆ・⼤⾖たんぱく・⾷塩・砂糖・酒・加⼯
でん粉・調味料（アミノ酸）・ポリリン酸Na・キシロース（⼀部に⼩⻨・鶏⾁・
⼤⾖を含む）・揚げ油（⾷⽤⼤⾖油・⾷⽤菜種油・シリコーン）

⼩⻨

プチシュー
乳等を主要原料とする⾷品・液卵・乳製品・ファットスプレッド・⼩⻨粉・砂糖・
加糖卵⻩・ショートニング・⽔あめ・⻨芽糖・デキストリン・⾷塩・トレハロース・糊
料（加⼯デンプン）・ソルビトール・乳化剤・⾹料・膨張剤・着⾊料（カロチ
ン）※⼀部に卵・乳成分・⼩⻨・⼤⾖を含む

⼩⻨
卵
乳

フルーツカクテル 果実（パパイヤ（⾚・⻩）・パインアップル・グァバ・さくらんぼ）・砂糖・ナタデコ
コ・酸味料・着⾊料（⾚3）・塩化Ca

トマトケチャップ トマト・ぶどう糖果糖液糖・醸造酢・⾷塩・⽟ねぎ・⾹⾟料

カレーバイキング 成分表 2/2

※ 2022年 10⽉12⽇時点の成分表です。
※ 揚げ物は、他の商品（エビフライ等）と同じ揚げ油で調理をしています



品⽬ 原材料名 アレルギー特定
原材料7品⽬

⽶飯 ⽶・⾷品添加物（パパイン・α-アミラーゼ・プロテアーゼ・⾷品素
材）・⾷⽤こめ油/乳化剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）

福神漬け

⼤根・たかな・茄⼦・なた⾖・れんこん・しその実・しょうが・ごま・
漬け原材料（砂糖・⽔飴・しょうゆ・⾷塩・アミノ酸液）・調味
料（アミノ酸）・酸味料・⽢味料（サッカリンNa・ステビア）・
保存料（ソルビン酸K)・着⾊料（⾚102・⻩4・⻩5）・（⼀
部に⼩⻨・ごま・⼤⾖を含む）

⼩⻨

カレールー

でん粉・パーム油・なたね油混合油脂・砂糖・⾷塩・カレー粉・
オニオンパウダー・酵⺟エキスパウダー・さつまいもパウダー・⾹⾟
料・トマトパウダー・増粘剤（加⼯デンプン）・カラメル⾊素・乳
化剤・酸味料・⾹料

から揚げ

鶏⾁・でん粉・⼩⻨粉・⼤⾖油・しょうゆ・⼤⾖たんぱく・⾷塩・
砂糖・酒/加⼯でん粉・調味料（アミノ酸）・ポリリン酸Ｎa・キ
シロース・（⼀部に⼩⻨・鶏⾁・⼤⾖を含む。） 揚げ油（⾷
⽤⼤⾖油・⾷⽤菜種油・シリコーン）

⼩⻨

サラダ キャベツ・レタス・⼈参・⼤根・レッドキャベツ・コーン等
（※季節等により種類に変更があります。）

かんきつ
ドレッシング

醸造酢・⾷⽤植物油脂・糖類（砂糖・⽔あめ）・⾷塩・⽟ね
ぎ・発酵調味料・たん⽩加⽔分解物・みかん果⽪・酵⺟エキス
パウダー・みかん果汁・⿂醤・⾚ピーマン・こんぶエキス・梅⾁・ゆ
ず⽪・増粘多糖類・⾹料

※ 2022年 10⽉12⽇時点の成分表です。
※ 揚げ物は、他の商品（エビフライ等）と同じ揚げ油で調理をしています

から揚げカレー & カップサラダ 成分表



品⽬ 原材料名 アレルギー特定
原材料7品⽬

⽶飯 ⽶・⾷品添加物（パパイン・α-アミラーゼ・プロテアーゼ・⾷品素
材）・⾷⽤こめ油/乳化剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）

福神漬け

⼤根・たかな・茄⼦・なた⾖・れんこん・しその実・しょうが・ごま・
漬け原材料（砂糖・⽔飴・しょうゆ・⾷塩・アミノ酸液）・調味
料（アミノ酸）・酸味料・⽢味料（サッカリンNa・ステビア）・
保存料（ソルビン酸K)・着⾊料（⾚102・⻩4・⻩5）・（⼀
部に⼩⻨・ごま・⼤⾖を含む）

⼩⻨

カレールー

でん粉・パーム油・なたね油混合油脂・砂糖・⾷塩・カレー粉・
オニオンパウダー・酵⺟エキスパウダー・さつまいもパウダー・⾹⾟
料・トマトパウダー・増粘剤（加⼯デンプン）・カラメル⾊素・乳
化剤・酸味料・⾹料

ロースカツ

豚⾁・粉末状植物性たん⽩・でんぷん分解物・植物油脂・⾷
塩・乳たんぱく・⾹⾟料・⾐（パン粉・でん粉・⾷塩・⼤⾖粉・
⼩⻨粉・ぶどう糖・⾹⾟料・卵⽩粉）・加⼯でん粉・PH調整
剤・調味料（アミノ酸）・⾙Ca・カロチノイド⾊素 ※原材料の
⼀部に乳成分を含む 揚げ油（⾷⽤⼤⾖油・⾷⽤菜種油・
シリコーン）

⼩⻨
卵
乳

サラダ キャベツ・レタス・⼈参・⼤根・レッドキャベツ・コーン等
（※季節等により種類に変更があります。）

かんきつ
ドレッシング

醸造酢・⾷⽤植物油脂・糖類（砂糖・⽔あめ）・⾷塩・⽟ね
ぎ・発酵調味料・たん⽩加⽔分解物・みかん果⽪・酵⺟エキス
パウダー・みかん果汁・⿂醤・⾚ピーマン・こんぶエキス・梅⾁・ゆ
ず⽪・増粘多糖類・⾹料

※ 2022年 10⽉12⽇時点の成分表です。
※ 揚げ物は、他の商品（エビフライ等）と同じ揚げ油で調理をしています

カツカレー & カップサラダ 成分表



ハンバーグランチ 成分表

品⽬ 原材料名 アレルギー特定
原材料7品⽬

⽶飯 ⽶・⾷品添加物（パパイン・α-アミラーゼ・プロテアーゼ・⾷品素材）・⾷⽤こ
め油/乳化剤・酸化防⽌剤（ビタミンC）

野菜サラダ キャベツ・レタス・サニーレタス・グリーンリーフ・パプリカ・⾚⽟ねぎ・ミズナ等（季
節により若⼲の変更があります。）

ポテトサラダ
じゃがいも・マヨネーズ・たまねぎ・にんじん・砂糖・⾷塩・⾹⾟料・調味料（アミ
ノ酸）・酢酸Na・グリシン・増粘剤（キサンタンガム）・⾹⾟料抽出物・原材
料の⼀部に⼤⾖を含む

卵

トマトソース
トマト・ぶどう発酵調味料・砂糖・⽟ねぎ・植物油・醸造酢・⾷塩・にんにく・⾁
エキス・酵⺟エキス・⾹⾟料・増粘剤（加⼯でん粉）・調味料（アミノ酸等）
原材料の⼀部に⼩⻨・乳成分・⼤⾖・りんご・鶏を含む）

⼩⻨
乳

デミグラスソース

トマトペースト・なたね油・砂糖・⽜脂豚脂混合油・デキストリン・⾚ワイン・⾷
塩・みそ・ぶどう糖・全粉乳・果糖・ブラウンルウ・ビーフエキス・ビーフ調味料・オ
ニオンパウダー・ガーリックパウダー・酵⺟エキス加⼯品・⾹⾟料・野菜エキス・⽟
葱エキス・酵⺟エキス・増粘剤（加⼯デンプン）・カラメル⾊素・調味料（アミ
ノ酸等）・乳化剤・⾹料・（原材料の⼀部に⼩⻨を含む）

⼩⻨
乳

ハンバーグ

⾷⾁（⽜⾁・豚⾁・鶏⾁）・野菜（⽟ねぎ、⽣姜、ニンニク）・ソテーオニオ
ン・つなぎ（パン粉、乳タンパク、乾燥卵⽩、でん粉）・乳または乳製品を主
要原材料とする⾷品・⽜脂・豚脂・グラスドビアン・⾷塩・⾷物繊維・洋酒⾹⾟
料・植物油・トレハロース・加⼯デンプン・㏗調整剤・調味料（アミノ酸）・カラ
メル⾊素・安定剤（増粘多糖類）・リン酸塩（Na.K）・原材料の⼀部に⼤
⾖を含む

⼩⻨
卵
乳

ブロッシェン
ソーセージ

畜⾁（豚⾁・⽜⾁）・豚脂・鶏⾁・⾷塩・糖類（砂糖・粉あめ）・⾹⾟料・
植物性たん⽩加⽔分解物・カゼインNa・リン酸塩（Na）・調味料（アミノ酸
等）・酸化防⽌剤（ビタミンC）・発⾊剤（亜硝酸Na）・材料の⼀部に乳
成分・⼩⻨・⼤⾖含む

⼩⻨
乳

コーンクリーミー
ドレッシング

⾷⽤植物油脂・醸造酢・砂糖・⾷塩・スイートコーンパウダー・発酵調味料・⽟
ねぎ・酵⺟エキスパウダー・スイートコーン・にんじんエキス・プルーン・レモン果汁・
増粘剤（加⼯でんぷん・キサンタンガム）・乳化剤・酸味料・⾹料

※ 2022年 10⽉12⽇時点の成分表です。
※ 揚げ物は、他の商品（エビフライ等）と同じ揚げ油で調理をしています



メアリーアーデンス 2F：座席数200席

お⾷事会場のご案内



KIJIMAX：座席数254席

お⾷事会場のご案内



交通アクセス

⾼速道路
■別府ICから約15分 ■湯布院ICから約25分 ■由布岳スマートICから約8分

⾶⾏機
■⼤分空港から約50分 ■福岡空港から約100分

フェリー
■別府港から約25分

※所要時間は⾃動⾞を利⽤したときの平均的な時間を表⽰しています。



駐⾞場のご案内

団体でお越しのお客様
にはバス専⽤の駐⾞場
をご案内いたします。

バス駐⾞場から徒歩で
⼊園ゲートまで移動し
ていただきます。




