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北九州港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

ふぐ料理  
  

日本海と瀬戸内海がぶつかりあう、激しい潮流で育った関門ふぐは、味も品質も日本一として名高く、刺身はもちろん、唐

揚げ、ちり鍋にしても美味しいと好評です。門司で腕を磨いた料理人たちが、全国にふぐ料理を広めたとされ、その名残か

ら、今もふぐを提供する店が多くあります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 10分～(700m～) 

季節 通年(旬は 11月中旬~2月中旬) 
観光バス 

駐車台数 
要相談 

関連リンク 

関門海峡 Navi 
http://www.kanmon.gr.jp/areamap/eat/e_01.php 
北九州市門司区 
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/moji/file_0065.html 

お問合せ【門司港駅観光案内所】 

電話番号:093-321-6110 

 

焼きカレー  
  

その始まりについては諸説ありますが、昭和 30 年代、門司港のある喫茶店で余ったカレーをグラタン風にして食べたのが

最初と言われています。 

現在では、門司港の色々な店で独自のアレンジを加えた、バリエーション豊かな焼きカレーが味わえます。カレーとチーズ、

そして半熟卵が絶妙に絡み合う美味しさは、一度は食したい逸品です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 5分～(300m～) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
要相談 

関連リンク 

関門海峡 Navi 
http://www.kanmon.gr.jp/areamap/eat/e_02.php 
MOJIKO RETRO IINFORMATION 
http://www.mojiko.info/news/topics0209.html 

お問合せ【門司港駅観光案内所】 

電話番号:093-321-6110 

 

じんだ煮  
  

北九州の郷土料理「じんだ煮」とは、江戸時代より保存食として知られており、上質なアミノ酸を多く含む青魚を、ミネラ

ル分の多いぬか床で長時間炊き込んだものです。 

職人が徹底的に追及した秘伝のタレで炊き込んだ「じんだ煮」は、ご飯のお供や、酒の肴に相性抜群！ぜひ一度お試しくだ

さい。 

  
 

 

所在地・開催地 
 

 

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 5台 

関連リンク 

小倉城下町散策ガイド 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kankou/m/matsuri/03.html 

北九州よかもん市場 

http://kitakyu.yokamon.jp/event/nukadaki/top.action 

お問合せ【北九州市産業経済局観光コンベンション課】 

電話番号: 093-551-8150 l メールアドレス: san-kankou@city.kitakyushu.lg.jp  

http://www.kanmon.gr.jp/areamap/eat/e_01.php
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/moji/file_0065.html
http://www.kanmon.gr.jp/areamap/eat/e_02.php
http://www.mojiko.info/news/topics0209.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kankou/m/matsuri/03.html
http://kitakyu.yokamon.jp/event/nukadaki/top.action
mailto:tobata-soumu@city.kitakyushu.lg.jp
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北九州港周辺観光情報 
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小倉織  
  

小倉で江戸時代から作り続けられてきた「小倉織」は、経糸が多く、丈夫で、なめらかな木綿布です。元々は武士の袴や帯

として織られたもので色の濃淡による立体的なたて縞の表地が特色です。かの徳川家康も愛用したと言われています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
要相談 

関連リンク 
北九州市時と風の博物館 
http://www.kitakyushu-museum.jp/resources/50 

お問合せ【北九州市観光協会】 

電話番号:093-321-6399 l メールアドレス:omiyage@kcta.or.jp 

ホームページ:http://www.kcta.jp/shop.html 

 

門司港レトロ  
  

レストランのほか、海産物、雑貨、菓子など門司港ならではの土産が充実した複合商業施設の「海峡プラザ」や、酒類や民

芸品・工芸品などもそろう「門司港レトロ観光物産館」他、複数のショップが徒歩圏内に隣接しています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 10分~(700ｍ～) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
32台 

関連リンク 

門司港レトロ海峡プラザ 
http://www.kaikyo-plaza.com/ 
MOJIKO RETRO INFORMATION 
http://www.mojiko.info/shop/ 
 

お問合せ【門司港レトロ総合インフォメーション】 

電話番号:093-321-4151 

 

JR小倉駅～小倉城周辺  
  

JR小倉駅から小倉城周辺には、百貨店や商業施設、商店街などが隣接し、ショッピングを手軽に楽しむことが出来ます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
個人:電車で JR 小倉駅下車すぐ(門司港より 11km、ひびき

より 20km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
要相談 

関連リンク 
北九州市観光協会 
www.kcta.or.jp/ 

お問合せ【北九州市観光情報コーナー】 

電話番号:093-541-4189 

http://www.kitakyushu-museum.jp/resources/50
mailto:omiyage@kcta.or.jp
http://www.kcta.jp/shop.html
http://www.kaikyo-plaza.com/
http://www.mojiko.info/shop/
www.kcta.or.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8866262,130.8820999,17z
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小倉城  
  

1602 年に築城された小倉城は、唐造りの名城として名高い城です。自然石をそのまま積み上げる「野面積み」という製法

で積み上げられた石垣が、周囲 8kmに渡り、当時屈指の規模を誇りました。現存するのは、1959年に再建された天守閣で

す。 

  
 

 

所在地・開催地 〒803-0813北九州市小倉北区城内 2－1  

アクセス 

ツアー:門司港より車で 28分(12.5km)、ひびきより車で 30

分(20km) 

個人:電車で JR小倉駅下車 徒歩 15分(港より 12.5km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
5台 

関連リンク 

小倉城 
http://www.kid.ne.jp/kokurajou/html/index.html 
北九州市観光協会 
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kankou/midokoro/index.html 

お問合せ【小倉城】 

電話番号:093-561-1210 

 

関門海峡  
  

本州と九州を結び、昔から様々な歴史の舞台となった関門海峡は、1日約 700隻の船が行き交う交通の要衝です。 

対岸の下関とは、関門橋、日本で唯一の関門トンネル人道、そして車両専用の関門トンネルと、3通りでほぼ平行に結ばれ

ています。 

めかり第二展望台やノーフォーク広場、和布刈神社から臨む海峡の景色は圧巻です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10分(4km) 

個人:港より車で(4km) 

季節 通年 

関連リンク 

関門海峡 Navi 
http://www.kanmon.gr.jp/index.html 
Mojiko Retro Infomation 
http://www.mojiko.info/3kanko/retro_osusume.html 

お問合せ【門司港駅観光案内所】 

電話番号:093-321-6110 

 

三宜楼  
  

1931 年に建築された三宜楼は、現存する旅館や料亭等の建屋としては九州最大級で、門司港繁栄の象徴です。戦後の混乱

の中、その歴史に幕を引くことになったものの、2014 年リニュアルーオープンし、華やかな歴史が再現されることとなり

ました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒801-0833北九州市門司区清滝 3-6-8  

アクセス 港より車で 5分(1.3km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
要相談 

関連リンク 

MOJIKO RETRO INFOMATION 
http://www.mojiko.info/6toku/deep.html 
北九州イノベーションギャラリー 
http://www.kigs.jp/db/route.php?kno=26&PHPSESSID= 

お問合せ【門司港駅観光案内所】 

電話番号:093-321-6110 

http://www.kid.ne.jp/kokurajou/html/index.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kankou/midokoro/index.html
http://www.kanmon.gr.jp/index.html
http://www.mojiko.info/3kanko/retro_osusume.html
http://www.mojiko.info/6toku/deep.html
http://www.kigs.jp/db/route.php?kno=26&PHPSESSID=
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8845430,130.8742686,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9605260,130.9623090,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9429910,130.9635804,17z
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関門海峡花火大会  
  

毎年 8月 13日に開催される関門海峡花火大会は、西日本最大の花火大会のひとつで、門司と対岸の下関の両岸から約 13，

000発の花火が打ち上げられる夏の一大イベントです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒801-8555北九州市門司区西海岸 2丁目  

アクセス 港より徒歩 13分(890ｍ) 

季節 夏 2014/08/13 
観光バス 

駐車台数 
要相談 

関連リンク 
関門海峡花火大会門司公式ホームページ 
http://hanabi.moji-retro.com/ 

お問合せ【海峡花火大会実行委員会門司事務局】 

電話番号:093-331-8781 

 

クルーズ歓迎イベント  
  

音楽に合わせ着物の着付けを披露する「着物ショー」や、剣豪宮本武蔵の技「兵法二天一流」の披露など、日本文化に関す

るものや、地元の子どもたちによる音楽演奏など、趣向を凝らしたおもてなしで、お客さまを歓迎いたします。 

  
 

 

所在地・開催地 〒801-8555北九州市門司区西海岸 1丁目  

アクセス 0分 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
50台 

関連リンク 
北九州港 
http://www.kitaqport.or.jp/jap/outline/cruise.html 

お問合せ【北九州市港湾空港局総務企画課】 

電話番号:093-321-5939 l メールアドレス:kouwan-soumu@city.kitakyushu.lg.jp  

 

戸畑祇園大山笠  
  

国の重要無形民俗文化財。200年の歴史を誇り、昼は古式ゆかしく 12本の大幟を立てて練り歩き、夜は、装飾を取り払い、

提灯 309 個を 12 段（約 10m）に重ねた光のピラミッド（提灯大山笠）に姿を変えます。『ヨイトサ、ヨイトサ』のかけ声

とともに進んでいく姿は圧巻です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒804-8510北九州市戸畑区千防 1－1－1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(16.7km) 

個人:電車で JR 戸畑駅下車 徒歩 10分(港より 16.7km) 

季節 夏 7月下旬 
観光バス 
駐車台数 要相談 

関連リンク 

北九州市戸畑区 
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/tobata/file_0094.html 
戸畑祇園大山笠 公式ホームページ 
http://tobatagion.jp/ 

お問合せ【戸畑祗園大山笠振興会（北九州市戸畑区総務企画課内）】 

電話番号:093-871-1501 l メールアドレス:tobata-soumu@city.kitakyushu.lg.jp  

 

http://hanabi.moji-retro.com/
http://www.kitaqport.or.jp/jap/outline/cruise.html
mailto:kouwan-soumu@city.kitakyushu.lg.jp
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/tobata/file_0094.html
http://tobatagion.jp/
mailto:tobata-soumu@city.kitakyushu.lg.jp
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9395764,130.9496277,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9445434,130.9562588,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.8937958,130.8294325,17z

