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下関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

唐戸市場  
  

海峡の街下関が誇る新鮮な海産物を扱う唐戸市場では、週末と祝日に各商店がふくの握りをはじめ、その日にあがった魚を

握りやどんぶりにするなどネタと腕によりをかけた寿司バトルが店頭で展開される「活きいき馬関街」を開催。隣接する複

合商業施設カモンワーフでは地元ならではの価格でふく料理をご賞味いただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒750-0005 下関市唐戸町  

アクセス 
あるかぽ～と岸壁より徒歩 10分 

本港地区より車で 10 分（3km） 

季節 毎週金・土・日・祝日 
観光バス 
駐車台数 

40 台 

関連リンク 

唐戸市場 
http://www.karatoichiba.com/ 
カモンワーフ 
http://kamonwharf.com/ 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

ふく(ふぐ料理)  
  

ふく料理のシーズンは秋の彼岸から春の彼岸までと言われていましたが、今では一年中おいしくいただけます。本場のふく

料理をご賞味ください。特にふくを食べたいと一番に思い浮かぶのは、きれいな花びらのように皿に盛った「ふく刺し」で

しょう。その姿から菊盛りと呼ばれるふく刺しは、ふく料理の看板です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

協同組合 下関ふく連盟 
http://www.fuku.com/ 
下関観光コンベンション協会 
http://www.stca-kanko.or.jp/ 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

瓦そば  
  

川棚温泉の名物料理です。西南の役の際に熊本城を包囲した兵士たちが、瓦を使って肉や野菜を焼いて食べたことにヒント

を得て開発されました。 

風味豊かな茶そばを、牛肉、錦糸卵、海苔、レモンなどとともに熱した瓦に盛り付け、かつおの風味が効いた特製のタレに

もみじおろしを加えていただきます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-6301 下関市豊浦町大字川棚  

アクセス 
ツアー:45 分(22km) 

個人:JR 川棚温泉駅下車後、車で 5 分(22km) 

季節 通年 

関連リンク 

瓦そば たかせ 
http://www.kawarasoba.jp/ 
川棚グランドホテル お多福 
http://www.kgh-otafuku.co.jp/restaurant/otafuku.html 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 
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下関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

グリーンモール商店街  
  

韓国･釜山と国際航路で結ばれている下関らしい商店街。焼肉や本場の食材を扱う店、チマチョゴリ専門店など、“リトルコ

リア”を思わせる通りです。焼肉はもちろんのこと、牛ホルモンとたくさんの野菜を唐辛子味噌仕立てのタレで煮込む「と

んちゃん鍋」は伝統ある名物料理です。 

 

  
 

 

所在地・開催地 〒750-0025 下関市竹崎町 2 丁目  

アクセス 
本港地区より徒歩 7分(550m) 

あるかぽ～と岸壁より車で 5 分（2km） 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

下関駅地区  
  

韓国･釜山と国際航路で結ばれている下関らしい”リトルコリア”を思わせるグリーンモール商店街や、百貨店・専門店街・

大型スーパーが入る県下最大規模のショッピングセンターが JR 下関駅に隣接していて、旅のお土産探しにも便利です。 

 

  
 

 

所在地・開催地 〒750-0025 下関市竹崎町 4 丁目  

アクセス 
本港より徒歩 5 分(400m) 

あるかぽ～と岸壁より車で 5 分（2km） 

季節 通年 

関連リンク 
シーモール下関専門店街 
http://www.seamall.jp/ 
 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

唐戸地区  
  

下関、北九州の食のプロが通う唐戸市場は、一般の人も安くて新鮮な食材を買うことができることから、地方卸売市場とし

ては全国的にも珍しい販売形態の市場です。隣接する複合商業施設カモンワーフとあわせて、ふく（ふぐ）やうにの加工品

をはじめとした下関の特産品をお買い求めいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒750-0005 下関市唐戸町  

アクセス 
あるかぽ～と岸壁より徒歩 10分(800m) 

 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

40 台 

関連リンク 

唐戸市場 
http://www.karatoichiba.com/ 
カモンワーフ 
http://kamonwharf.com/ 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 
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下関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

関門海峡沿い地区  
  

今と昔が行き交うまち下関。武蔵と小次郎が決闘した『巌流島』、高さ 153ｍの『海峡ゆめタワー』、海峡沿いのボードウォ

ークは大観覧車のある『はい！からっと横丁』『水族館（海響館）』から『唐戸市場』までを結んでいます。その先には安徳

帝が祀られている『赤間神宮』や『壇ノ浦の合戦の古戦場跡』など見どころ満載です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒750-0036 下関市あるかぽーと  

アクセス 
あるかぽーと岸壁正面 

本港地区から車で 7分（2.4 ㎞） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20 台 

関連リンク 
下関市公式観光サイト 楽しも！ 
https://shimonoseki.travel/english/index.html#spot 
 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

長府地区  
  

長門国の国府が置かれたことから、「長府」と呼ばれるようになったと「日本書紀」が伝える町。江戸時代には、長府藩５

万石の城下町として栄え、幕末には維新回天の舞台となりました。古江小路、横枕小路、壇具川…ゆかしい名前に歴史を重

ねて歩けば、葉ずれの音も聞こえそうなくらい時間がゆっくりと過ぎていきます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒752-0979 下関市長府  

アクセス 
本港地区より車で 15 分(10km) 
個人:バスで城下町長府バス停下車後、徒歩 10 分(10ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
CHOFU 観光 NAVI 
http://www.chofukankou.com/ 
 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

角島  
  

通行料無料の橋としては日本屈指の長さ 1,780m を誇る角島大橋。当地特有のコバルトブルーの海の上を滑るようにして橋

を渡ると、そこは手つかずの自然が残された北長門海岸国定公園。心地よい潮風に吹かれながら、悠久の昔から今へと続く、

人と自然とが共生する営みを肌で感じられる場所です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-5332 下関市豊北町大字角島  

アクセス 本港より車で 90 分(60km) 

季節 通年 

関連リンク 
角島ナビ http://tsunoshima.info/ 

道の駅 北浦街道ほうほく 
http://michinoeki-houhoku.jp/index.html 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 
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下関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

観光キャンペーン  
  

「365 日毎日楽しい下関！」を合言葉に、『歴史体感☆紙芝居』をはじめ、『巌流島決闘寸劇』『女子旅』『源平 night in 赤間

神宮』『甲冑・官女着付体験』『イルミネーション水族館』『ふくちょうちんまつり』など年間を通じて多彩なイベントを開

催。きっと記憶に残るプライスレスな下関の旅をお手伝いします。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
しものせき観光キャンペーン 
 
http://www.stca-kanko.or.jp/category/campaign/ 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

しものせき海峡まつり  
  

関門海峡を舞台に繰り広げられた史実を基にした歴史情緒豊かなお祭りです。5 月 3 日には、源平壇之浦の合戦で滅びた平

家一門を偲ぶ豪華絢爛な「先帝祭」をはじめ、源平両軍の紅白の幟をたなびかせた 80 隻あまりの船による海上パレード「源

平船合戦」、勇壮な「武者行列」など源平にまつわる様々なイベントが行なわれます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒750-0003 下関市阿弥陀寺町４-１ 赤間神宮  

アクセス 

あるかぽ～と岸壁より徒歩 15 分(1ｋｍ) 

本港地区より車で 10 分（3.5km） 

バスで赤間神宮前バス停下車すぐ(1.2ｋｍ) 

季節 毎年 5月 3 日 

関連リンク 

赤間神宮 
http://www.tiki.ne.jp/~akama-jingu/ 
下関観光コンベンション協会 
http://www.stca-kanko.or.jp/ 

お問合せ【下関市観光政策課】 

電話番号:083-231-1350 l メールアドレス:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

ホームページ: https://shimonoseki.travel/ 

 

クルーズ歓迎イベント  
  

下関港では、入港時には下関の伝統芸能である平家太鼓や馬関奇兵隊の披露による歓迎、出港時には吹奏楽の演奏やテープ

投げでの見送りなどを行い、ご当地キャラの登場も含め、クルーズの皆様の心に残る「おもてなし」を演出いたします。ま

た、歓迎式典や歓迎訪船を行い、乗船客の皆様には下関の記念品を贈呈いたします。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【下関市港湾局振興課】 

電話番号:083-231-1277 l メールアドレス: kwshinko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 
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