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プログラムを登録される方は、この資料に掲載している会場を、無料もしくはディス
カウント料金で使用することができます。

下記をご一読いただいたうえで、使用を希望する旨を『プログラム登録申請書②』
にご記入ください。

＜20 2 2年6月1 4日付＞

■ お問い合わせ 
混浴温泉世界実行委員会 事務局　担当：竹平、板村 
〒874-0933 大分県別府市野口元町 2-35 菅建材ビル2階 
(NPO法人 BEPPU PROJECT内) 
Tel：0977-22-3560　Fax：0977-75-7012　E-mail：info@beppuartmonth.com

■ 留意事項

『ベップ・アート・マンス 2022』提供会場資料

・提供会場の使用希望日が複数のプログラムで重複した場合や会場の都合により使用できない場　
合は、実行委員会事務局  (以下、事務局 )  が調整します。ご希望に沿えない場合があるの
で予めご了承ください。  

・会場によっては、連続で使用できる日数に限りがあります。  
・プログラムの内容により、使用をお断りする場合があります。 
・有料の会場についてはプログラム実施日前後の搬入出等で会場を使用する場合も料金が発生します。 
・各会場のページに記載している『使用上の注意』をよく読み、会場を選択してください。  
・各会場の図面はあくまでも目安です。  
・表記の会場使用料の金額は全て消費税込み・ディスカウント後の料金です。  
・会場使用料は、会場の使用が決定後、10日以内に実行委員会にお支払いください。支払いは
手渡しまたは指定の口座への振込をお願いします。  

・会場の使用が決定した後のキャンセルは原則禁止です。ただし、やむを得ない理由でキャン
セルする場合は規定のキャンセル料金をお支払いいただきます。  

・会場使用後は、清掃・原状回復をしてください。  
・汚損、破損が生じた場合は実費を請求します。  
・会場の内覧をご希望の方は、事務局までお問い合わせください。  
・提供会場は随時更新しますので、最新版は  http://www.beppuproject.com/news/3650 
　よりダウンロードしてご確認ください。

mailto:info@beppuartmonth.com
http://www.beppuproject.com/news/3650


 

各会場にあった推奨プログラムを記載しています。 
推奨プログラムの項目は下記の5つです。 
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目次

鑑賞・展覧会

絵画、書道、写真、彫刻等の作
品展示・鑑賞プログラム

ダンスや演劇・パフォーマンス
をはじめとした身体表現や舞台
芸術など

ダンス・ 
パフォーマンス

コンサート・音楽イベントや映
画の上映会など

音楽・映画

参加・体験

ワークショップ、お茶会などの
体験プログラムなど

トークイベントやシンポジウ
ム、座談会、セミナーなど

トーク・シンポジウム

推奨プログラム

収容人数 会場名 ページ
推奨プログラム

鑑賞 
展覧会

ダンス 
パフォーマンス

音楽 
映画

トーク 
シンポジウム

参加 
体験

50人未満

茶房たかさき  
貸しスペース 3 ● ● ●

紙屋温泉２階 
公民館スペース 5 ● ● ● ● ●

末広温泉２階 
公民館スペース 6 ● ● ● ● ●

松原一区公民館 7

えきマチ1丁目別府 
コミュニティルーム 8 ● ● ●

冨士屋一也百ホール＆ギャ
ラリーギャラリースペース 9 ●

50人以上

別府市役所　中庭市民ひろ
ば 4 ● ●

冨士屋一也百ホール＆ギャ
ラリー 

ホールスペース
10 ● ● ●

別府ブルーバード会館 
３階フレックスホール 11 ● ● ●

トキハ別府店 大屋根の下 12 ● ●



  

3

■会場
所在地 別府市朝見１-２-11

使用可能時間 10:00 - 16:00
アクセス JR別府駅から徒歩約15分
エリア 朝見
会場面積 約14㎡
駐車場 １台 (無料)

インターネット あり

収容人数* ６名程度

■使用上の注意
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・椅子やテーブルの配置および清掃は、各自でおこなってください。 
・近隣が住宅のため、あまり大きな音は出せません。 
・喫煙は所定の場所でおこなってください。

茶房たかさき 貸しスペース (２階)
喫茶店２階の貸しスペース。自然に囲まれた空間でゆっくり寛げるス
ペースです。 
無料Wi-Fiがあり、オンラインを使ったトークイベントやワークショ
ップなどに最適です。 

使用料金
1,750円／日 
キャンセルにかかる費用 

使用日の８日前まで　1,750円 
７日前から当日まで　2,500円

■設備
備品名 個数

テーブル １個
椅子 ４個

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

推奨プログラム

会場の様子①

会場の様子②

会場の様子③

会場の様子④

3.750

3.750約14㎡

単位：mm
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会場の様子

別府市役所　中庭市民ひろば

庁舎利用者の利便性の向上と憩いの場として活用しています。
人目に触れやすく、ライブやパフォーマンスなどに適していま
す。 
※条件によっては利用できない場合や貸付料金などが発生する場合が
ございます。

使用料金
無料 

キャンセルにかかる費用 
使用日の８日前まで　０円 
７日前から当日まで　０円

推奨プログラム

■会場

所在地 別府市上野口1-15

使用可能時間 8:30 - 17:00

アクセス JR別府駅から徒歩約15分

エリア 中心市街地

駐車場 あり

インターネット なし

収容人数* 100名程度

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

■使用上の注意
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・搬入出や什器設置については事前に会場管理者との打ち合わせのうえ、 
 指示に従ってください。 
・危険・火災防止や建物保全上、物品の持ち込みや使用に制限があります。 
・寄付や募金活動・募集は固くお断りいたします。 
・音が出る場合は使用時間に制限を設ける場合がございます。 
・使用をご検討の際にはBEPPU PROJECTへご相談ください

■設備
備品名 個数

家庭用電源 複数箇所

■有料設備 (応相談)
備品名 個数 料金

簡易マイクセット  
(パワーアンプ×１、スピーカー×２) １セット 応相談

※市主催のイベントと重なった場合は使用不可となります。

イベントの様子

会場の様子

会場の様子
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紙屋温泉２階公民館スペース

千代町の路地裏にある明治初期から続く共同温泉「紙屋温泉」
の２階にある公民館。広い畳のスペースでワークショップをお
こなったり、ステージでパフォーマンスやライブを披露できた
りと、様々な用途で使用できます。

使用料金
840円／1日 

キャンセルにかかる費用 
使用日の８日前まで　840円 
７日前から当日まで　1,200円

■設備
備品名 個数

長テーブル 複数個

食器類 １式

推奨プログラム

■会場
所在地 大分県別府市千代町8-2

使用可能時間 10:00 - 21:00
アクセス JR別府駅から徒歩約15分
エリア 南部地区
会場面積 約73.5㎡
駐車場 なし

インターネット なし

収容人数* 40名程度

会場の様子

キッチン使用可能です

ベランダの様子

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

■使用上の注意
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・椅子やテーブルの配置および清掃は、各自でおこなってください。 
・近隣が住宅のため、あまり大きな音は出せません。 
・喫煙は所定の場所でおこなってください。

会場の外観

単位：mm



 

6

末広温泉２階公民館スペース

末広町にある共同温泉「末広温泉」の２階にある公民館。浴場
にはアーティストが描いた壁画が設置されており、地域の方だ
けでなく観光客も利用しています。広い畳のスペースでワーク
ショップをおこなったり、ステージでパフォーマンスやライブ
を披露できたりと、様々用途で使用できます。

使用料金
1,050円／1日 
キャンセルにかかる費用 

使用日の８日前まで　1,050円 
７日前から当日まで　1,500円

■設備
備品名 個数

長テーブル 16個

パイプ椅子 48個

カラオケ １台

食器類 １式

推奨プログラム

■会場
所在地 大分県別府市末広町4-20

使用可能時間 9:00 - 21:00
アクセス JR別府駅から徒歩約15分
エリア 南部地区
会場面積 約57㎡
駐車場 なし

インターネット なし

収容人数* 15名程度

会場の様子

キッチン使用可能です

会場の様子

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

■使用上の注意

・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・椅子やテーブルの配置および清掃は、利用時間内に各自でおこなってく
ださい。 
・許可なく備品を会場外に持ち出すことはできません。 
・近隣が住宅のため、あまり大きな音は出せません。 
・喫煙は所定の場所でおこなってください。

会場の外観

単位：mm
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松原一区公民館

松原町にある共同温泉「松原温泉」の２階にある公民館。広い
畳のスペースでワークショップをおこなったり、ステージでパ
フォーマンスやライブを披露できたりと、様々な用途で使用で
きます。

使用料金
2,100円／1日 
キャンセルにかかる費用 

使用日の８日前まで　2,100円 
７日前から当日まで　3,000円

■設備
備品名 個数

長テーブル 10個

推奨プログラム

■会場
所在地 別府市松原町3-4

使用可能時間 9:00 - 17:00
アクセス JR別府駅から徒歩約15分
エリア 松原
会場面積 約55㎡
駐車場 なし

インターネット なし

収容人数* 30名程度

会場の様子

会場の設備

会場の様子

単位：mm

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

■使用上の注意

・椅子やテーブルの配置および清掃は、利用時間内に各自でおこなってく
ださい。 
・許可なく備品の会場外への持ち出しはできません。 
・近隣が住宅のため、あまり大きな音は出せません。 
・施設内は禁煙です。

会場の外観
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■使用上の注意

・物品の販売等の営利を目的とする行為は固く禁止します。 
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください (展示のみの
場合は応相談) 。 

・搬入出や什器設置については、事前に会場管理者との打ち合わせのうえ、指
示に従ってください。 

・危険・火災防止や建物保全上、物品の持ち込みや使用に制限があります。 
・施設内は禁煙です。 
・簡易キッチン (シンク) 付きです。

えきマチ1丁目別府　コミュニティルーム

JR別府駅構内に併設された商業施設内の簡易キッチン付きスペ
ース。書店や100円ショップに隣接し、人通りが多くにぎやか
です。

使用料金

①3,500円／10:00 - 20:00 
②1,750円／10:00 - 15:00 
③1,750円／15:00 - 20:00 

キャンセルにかかる費用 
使用日の8日前まで　①3,500円 ②③1,750円 
7日前から当日まで　①5,000円 ②③2,500円

■設備
備品名 個数

テーブル 8卓

パイプ椅子 24脚

推奨プログラム

■会場
所在地 別府市駅前町11-7

使用可能時間 10:00 - 20:00
アクセス JR別府駅構内
エリア 中心市街地
会場面積 約38㎡
駐車場 126台 (有料)

インターネット なし

収容人数* 30名程度

会場の外観 (パーテーションはすべて開くことができます)

写真左が会場に隣接する書店、写真右奥が改札 (南出口)

会場隣にはトイレがあります

←トイレ

単位：mm

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。 会場の様子
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■使用上の注意
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・パーティーなど、飲食を必要とする場合は、事前にご相談ください。  
・敷地内は禁煙です。 

冨士屋一也百ホール&ギャラリー　ギャラリースペース
明治32年に建設された旅館建築を再生させたギャラリー。 
建物の歴史を感じる２階の洋室が使用可能です。 
※施設内工事中のため、会場に工事の音が聞こえます。ご理解
いただける方に限り、使用をご検討ください。 

使用料金
3,500円／1日 
キャンセルにかかる費用 

使用日の８日前まで　3,500円 
７日前から当日まで　5,000円

■会場
所在地 別府市鉄輪上１組

使用可能時間 10:00 - 17:00
アクセス 亀の井バス 鉄輪バス停から徒歩5分
エリア 鉄輪
会場面積 ２階：33㎡
駐車場 40台 (無料)

インターネット ロビーにてWi-Fi使用可能

収容人数* 30名程度

推奨プログラム

建物外観

■有料設備
備品名 個数 料金 備品名 個数 料金

畳み机　
180×45×85cm

11卓 1卓 108円/3日 椅子 多数 1脚 108円/3日

テーブル
180×45×85m

10卓 1卓 108円/3日 白布 多数 1枚 400円/3日

座布団 50枚 1枚 108円/3日

3,760

8,890

2階

2階 
33㎡

単位：mm

はなやもも

展覧会の様子①

展覧会の様子②

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。
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■使用上の注意
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・音響設備はありません。機材の持ち込みは可能ですが、会場の防音設備
の都合上、あまり大きな音を出すことができません。 
・パーティなど、飲食を必要とする場合は、事前にご相談ください。  
・音響、照明などのオペレーターはつきません。 
・敷地内は禁煙です。

冨士屋一也百ホール&ギャラリー　ホールスペース
明治32年に建設された旅館建築を再生させたギャラリー。 
建物の歴史と施工者の技術を感じる会場は、天井が高くコンサ
ートに最適です。

使用料金
30,000円／日 
キャンセルにかかる費用 

使用日の８日前まで　30,000円 
７日前から当日まで　45,000円

■会場
所在地 別府市鉄輪上１組

使用可能時間 日曜日・ 
10:00 - 17:00 または 16:00 - 21:30

アクセス 亀の井バス 鉄輪バス停から徒歩5分
エリア 鉄輪
会場面積 約84㎡
駐車場 40台 (無料)

インターネット ロビーにてWi-Fi使用可能

収容人数* 80名程度

推奨プログラム

9,570

8,870

建物外観

イベントの様子①

イベントの様子②

■有料設備
備品名 個数 料金 備品名 個数 料金

畳み机　
180×45×85cm 11卓 1卓 108円/日 白布 多数 1枚 400円/日

テーブル
180×45×85cm 10卓 1卓 108円/日 控え室 1室 3,000円/日

座布団 50枚 1枚 108円/日 ピアノ ヤマハC-3 1台 5,000円 /日※

※ピアノの調律は別途、20,000円から

84㎡

単位：mm

はなやもも

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

内部の様子
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■使用上の注意
・喫煙は所定の場所でおこなってください。 
・スモークや火気の使用は厳禁です。 
・飲食物の持ち込みは可能です。 
・ケータリングや出張バーを希望される場合は事前にご相談ください。  
・5.1chサラウンド対応可能です。 
・専用駐車場はありませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。

別府ブルーバード会館３階　フレックスホール
駅前通り沿いにある映画館。3階のイベントホールは中心市街
地随一の広さを持ち、照明機材や音響機材も備え付けており、
大人数で鑑賞するプログラムにぴったりです。

使用料金
35,000円／日 
キャンセルにかかる費用 

使用日の８日前まで　35,000円 
７日前から当日まで　50,000円

■設備
備品名 個数

椅子 180席程度

推奨プログラム

■有料設備
備品名 個数 料金

PA・照明機材 １式 応相談

プロジェクター １台 4,000円／日

ピアノ １台 4,000円／日

冷暖房 １式 1,000円／日

建物外観

内部の様子(客席からステージ)

内部の様子(舞台から客席)

トークイベントの様子

■会場
所在地 別府市北浜1-2-12

使用可能時間 10:00 - 21:00
アクセス JR別府駅から徒歩約３分
エリア 中心市街地
会場面積 約43㎡ (舞台のみ)
駐車場 なし

インターネット なし

収容人数* 200名程度

5,500

7,800 単位：mm

約43㎡

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。
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■使用上の注意
・飲食物、物品の販売、配布は固く禁止します。 
・プログラム実施中は必ずスタッフが１名以上常駐してください。 
・搬入出や什器設置については事前に会場管理者との打ち合わせのうえ、 
 指示に従ってください。 
・危険・火災防止や建物保全上、物品の持ち込みや使用に制限があります。 
・寄付や募金活動・募集は固くお断りいたします。 
・喫煙は所定の場所でおこなってください。

トキハ別府店　大屋根の下
別府市の中心市街地に位置する複合商業施設。その正面入り口
にある野外スペースを会場として使用できます。人目に触れや
すく、ライブやダンスなどに適しています。

使用料金
無料 

キャンセルにかかる費用 
使用日の８日前まで　０円 
７日前から当日まで　０円

■設備
備品名 個数

家庭用電源 複数箇所

推奨プログラム

■有料設備
備品名 個数 料金

簡易マイクセット  
(パワーアンプ×１、スピーカー×２) １セット 応相談

※トキハ別府店のイベントと重なった場合は使用不可となります。

舞台左側

ダンスプログラムの様子

■会場
所在地 別府市北浜２-９-１

使用可能時間 10:00 - 19:00
アクセス JR別府駅から徒歩約7分
エリア 中心市街地
会場面積 389㎡
駐車場 あり (有料)

インターネット なし

収容人数* 100名程度

※以下の写真は改装前のものです。

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じ
るうえで、収容人数が変わる可能性があります。

=正面入り口=

←JR別府駅==駅前通り==国道10号線 →

舞台正面

舞台右側



下 

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じるうえで、収容人数が変わる可能性があります。　　13

そのほかの会場 　※こちらの会場の詳細・お問い合わせは各会場へお願いします。

【大分県産しいたけ　やまよし】 
しいたけ専門店。店内には、しいたけのスープ
やおにぎりなどを提供するイートインスペース
もあります。そんな店内でアート作品の展示を
してみてはいかがでしょうか。 
Tel: 0977-21-8111

所在地 別府市西野口町2-2 使用可能時間
8:30 - 18:00 (平日) 
10:00 - 17:00 (日・
祝)

アクセス 別府駅より徒歩5分 エリア 中心市街地

駐車場 ２台 収容人数 5~8名程度*

使用料金 無料

【おにぎりかふぇ】 
トキハ別府店の近くにある女将こだわりのおに
ぎりを提供するカフェ。壁面を使った作品の展
示や、ワークショップの会場として最適です。 
Tel: 0977-24-2555 
※状況に応じて営業時間が変更する可能性がござ
います。ご理解のうえお問い合わせください。

所在地 別府市北浜2-7-31  
もずやビル2階 使用可能時間 11:00 - 18:00

アクセス JR別府駅から徒歩約5分 エリア 中心市街地

駐車場 なし 収容人数 15名程度*

使用料金 応相談

【蔵ギャラリー&喫茶 しばた】 
海門寺公園近くのギャラリー。定期的に作品展
示やイベントを開催しています。展覧会やワー
クショップの会場として最適です。 
Tel: 0977-21-6159 

所在地 別府市駅前本町1-15 使用可能時間 10:00 - 17:00

アクセス JR別府駅から徒歩約３分 エリア 中心市街地

駐車場 あり (１台) 収容人数 10名程度*

使用料金 3,000円/日 
※ベップ・アート・マンス期間中の特別価格です



* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じるうえで、収容人数が変わる可能性があります。　　14

【ここちカフェ むすびの】 
観光客に人気の鉄輪エリアにある、明治40年
ごろに建てられた一軒屋を改築したカフェ。２
階のギャラリーは展示やワークショップの会場
として最適です。 
Tel: 0977-66-0156

所在地 別府市鉄輪上１組 使用可能時間 10:00 - 18:00

アクセス JR別府駅から車で約18分 エリア 鉄輪

駐車場 あり (７台) 収容人数 20名程度*

使用料金 応相談　

そのほかの会場 　※こちらの会場の詳細・お問い合わせは各会場へお願いします。

【別府ブルーバード会館 地下】 
駅前通り沿いにある映画館。地下のイベントス
ペースは照明機材や音響機材が備え付けてあ
り、ライブやダンスなどに適しています。 
Tel: 0977-23-1272

所在地 別府市北浜1-2-12 使用可能時間 10:00 - 23:00

アクセス JR別府駅から徒歩約３分 エリア 中心市街地

駐車場 なし 収容人数 50人程度*

使用料金 25,000円/日

【茶房たかさき ギャラリー】 
朝見地区にある、喫茶店に併設している庭・ベ
ランダ付きのギャラリー。 
Tel: 0977-23-0592

所在地 別府市朝見１-２-11 使用可能時間 10:00 - 16:00

アクセス JR別府駅から徒歩約15分 エリア 朝見

駐車場 ２台 (無料) 収容人数 20名程度*

使用料金 2,000円/日



下 

* 収容人数は、通常時の人数です。新型コロナウイルス感染防止策を講じるうえで、収容人数が変わる可能性があります。　　15

【茶房 萬太郎】 
八幡朝見神社の境内にある古民家カフェ。萬太
郎清水を使って淹れるコーヒーや昔ながらのナ
ポリタンが人気です。2階レンタルスペースをワ
ークショップなどのイベントでぜひご利用くだ
さい。 
Tel: 080-9066-4440

所在地 八幡朝見神社 境内 使用可能時間 10:00 - 17:00

アクセス JR別府駅から徒歩約20分 エリア 朝見

駐車場 あり（八幡朝見神社） 収容人数 5名程度*

使用料金 　応相談

そのほかの会場 　※こちらの会場の詳細・お問い合わせは各会場へお願いします。

【友情の家 １階】 
流川通り沿いにある古民家。ここは元外務大臣
の重光葵と、とり天考案で知られる東洋軒の開
業者宮本四郎が親交を深めたことで知られる由
緒ある別荘です。展示や座談会はもちろん、落
ち着いた雰囲気の中でライブなどにご利用くだ
さい。 
Email:1939friendship@gmail.com

所在地 別府市中島町16-10 使用可能時間 10:00 - 17:00

アクセス JR別府駅から徒歩約15分 エリア 中島町

駐車場 あり 収容人数 20人程度*

使用料金 3,000円/日 
※内容・日数に応じて応相談

【スクランブルベップ】 
鉄輪すじ湯通りに面した約10平米のPOP UP 
SHOP/展示スペースです。目の前は蒸し湯、も
くもく湯けむりに包まれています。 
Email: onsen.wakipedia.s@gmail.com 
Tel: 050-3136-2266

所在地 別府市井田４組  
ひろみや - Hiromiya Toji Stay 横 使用可能時間

10:00 - 18:00 
 (相談可能) 

アクセス JR別府駅から車で約18分 エリア 鉄輪

駐車場 なし（近隣に無料駐車場有
り） 収容人数 応相談*

使用料金

55,000円/月 
（電気使用料込み）　　 

※展示テーブル4本、ダウンライト2
本、スポット2本、エアコン/Wi-Fi有、
プロジェクター貸出可能です。
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そのほかの会場 　※こちらの会場の詳細・お問い合わせは各会場へお願いします。

【SEKIYA.so 貸しスペース (２階) 】 
和の風情あふれる元旅館の２階スペースをご利用
いただけます。エアコン、Wi-Fi、プロジェクタ
ーなど機材の貸し出しもおこなっており、セミナ
ーやワークショップの会場として最適です。 
TEL：080-3803-5665

所在地 別府市北浜3丁目11-11 
sekiya-so 使用可能時間 10:00 - 18:00

アクセス JR別府駅から徒歩約８分 エリア 北浜

駐車場 なし 収容人数 30名程度*

使用料金 応相談

【MOMO】 
楠木銀天街を通り抜けた先にあるカレー屋さん
で、店内には本や陶器などが並び、落ち着いた雰
囲気です。展示や音楽ライブの会場などに最適で
す。 
TEL：0977-77-1842

所在地 別府市楠町8-3 使用可能時間 11:00 - 16:00

アクセス JR別府駅から徒歩約10分 エリア 楠町

駐車場 なし 収容人数 10名程度*

使用料金 応相談

【ゑり章 】 
流川通り３丁目にあるカフェギャラリー。雑貨の
販売、自慢の手作りジェラートやソフトドリンク
を提供しています。展覧会やワークショップ、ト
ークイベントの会場として最適です。 
TEL：080-5434-0001

所在地 別府市楠町4-8 使用可能時間 11:00 - 16:00

アクセス JR別府駅から徒歩約10分 エリア 楠町

駐車場 なし 収容人数 20名程度*

使用料金 3,000円/日 
※ベップ・アート・マンス期間中の特別価格です
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【ギャラリー嶋屋】 
2017年にオープンした松原公園近くのギャラ
リー。展示をするのに最適で、これまでもたく
さん企画展が催されています。 
Tel: 090-2500-8072

所在地 別府市松原町7-4 使用可能時間 10:00 - 16:00

アクセス JR別府駅から車で約5分 エリア 松原

駐車場 あり (４台) 収容人数 10名程度*

使用料金 4,500円/日

そのほかの会場 　※こちらの会場の詳細・お問い合わせは各会場へお願いします。


