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（12.4㎞）
遥かなまち倉吉コース

昨年 2 月に亡くなられた漫画家・谷口ジロ
ーさんが、古い倉吉の街並みを題材に書かれ
た「遥かな町へ」、その中に描かれている街並
み「赤瓦土蔵群」、漫画に登場するレトロな風
景をゆっくり堪能できるコースです。

（19.5㎞）
三朝温泉湯けむりコース

里見八犬伝・国鉄廃線跡コース

世界有数のラドン含有量を誇る三朝温泉を巡
るコースです。縁結びスポットである恋谷橋な
どもあります。

35
（33.2㎞）

里見八犬伝で有名な里見忠義公にまつわる
地を巡りながら、昭和60年に廃線となった旧
国鉄倉吉線の線路跡地を歩きます。途中、線
路跡地には今なお、錆びたレールの現存して
いる竹林に覆われた道もあります。

地元スイーツ
大山乳業の「パック乳飲料」

地元スイーツ
大山乳業の「パック乳飲料」

地元スイーツ
大山乳業の「パック乳飲料」

地元スイーツ
大山乳業の「パック乳飲料」

大山乳業の「パック乳飲料」

打吹山を舞台に、ファミリーで自然体験ゲーム
をしながら、自然の面白さや不思議を学び、豊
かな自然環境をゆっくり歩き、時間をかけて満
喫できる指導者誘導の団体行動のコースです。
※ベビーカー使用不可。お弁当必携。

20182018
6．26．2 6．36．36．2 6．3

（5.3㎞）
赤瓦・ひなビタ♪コース

倉吉市は平成28年４月に「ひなビタ♪」の舞
台である架空のまち「倉野川市」と姉妹都市提
携を結びました。本コースでは、ひなビタ♪の
世界観とリンクする場所を中心に、倉吉ならで
はの町並みを歩きます。
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2018年4月7日（土）にオープン。国内最古
とされる円形校舎を活用した施設。TVの人
気キャラクターやヒーロー、動物や恐竜など
フィギュアが展示されています。

Newly opened on Saturday, 7th April 2018! This 
was once the oldest circular school building. 
Now it’s brightened with 
popular TV characters, 
heroes and a display of 
dinosaurs and various 
animal figurines.

円形劇場くらよしフィギュアミュージアム

鳥取県の名産を使ったお菓子を作って販売しているほか、
全国のお土産用のお菓子も作っていて、その製造過程を工
場見学できるので親子連れにも人気のスポットです。

A big factory of a Confectionery Company, are making a 
many kinds of sweets, not only 
featuring local specialties in Tottori, 
but also souvenirs for all over 
Japan.
We can enjoy taking a tour of the 
factory and watching a process of 
productions.

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ
（宝製菓） Sweet land TAKARAENKEI GEKIJYOU KURAYOSHI FIGURE MUSEUM

倉吉市に現存する最古の町屋建物です。「淀屋」は倉吉を代表する
商家で、淀屋橋で有名な大阪の豪商「淀屋」と密接な関係を持ってい
たといわれています。

It is the oldest traditional form of town-
house in existence in Kurayoshi City.
It is said that “Yodoya” which is one of 
the typical representative mercantile 
house of Kurayoshi City had close rela-
tion with “Yodoya” which is the wealthy 
merchant in Osaka famous for its “Yo-
doyabashi”.

倉吉淀屋 KURAYOSHIYODOYA

NPO法人未来が運営する鳥取県の美味しい物を集
めたお店！倉吉でしか手に入らない特産品をお土産
にどうぞ。Coffeeや cakeで休憩もできます。

A shop of Tottori special 
p r oduc t s  o f  fi she s ,  
fruits, sweets etc.
Have a break and enjoy 
with coffee and sweets 
inside.

倉吉市出身の前佐渡ヶ嶽親方（第 53 代横綱
「琴櫻」)の偉業を称え、市民有志らの手で銅像
が造られました。前佐渡ヶ嶽親方は郷土をこよ
なく愛し、春恒例の「桜ずもう」には佐渡ヶ嶽部
屋の力士とともに参加、名誉市民に選ばれてい
ます。

The former Sadogatake boss (the 53rd yokozuna "Kotozakura") 
from Kurayoshi-City was praised for the great achievement 
and a bronze statue was made with a hand of citizen's volun-
teers .  He loves native district deeply and participate in annual 
"Sakurazumo" with the sumo wrestler of the Sadogatake room 
in spring .He was chosen as a honorary citizen.

Coup la Café
（クラカフェ）

横綱 琴櫻銅像

Coup la Café

A bronze statue of the 53rd yokozuna  Kotozakur a

白金の湯とも呼ばれる温泉が関金に湧き出てから１２
００年。高僧・行基が発見し、弘法大師が整備をされた
とも言われています。日本名湯百選にも選ばれました。

1200 years have already passed since Sekigane 
Onsen was found there.It is said 
that a (the?) high priest Gyogi 
found it and a The high priest 
Kobo-daishi improved. 
Sekigane Onsen was selected 
as one of 100 famous hot spring 
in Japan.

関金温泉 Sekigane Spa3 4 65

伯耆国の中心であった倉吉と八橋を結ぶ奈良時代からの街道。かの伊能忠敬
もこの街道を実測しており、当時の道筋が200年たった今もなお残っている。
国の夢街道モデル地区にも認定された風情ある街道として残っている。
This road was located in the heart of Hoki Province 
and was once a bustling street that connected Kuray-
oshi and Yabase in old Nara era days. Ino Tadataka 
crossed this area to survey the route, which has 
remained unchanged ever since for over 200 years. 
This road was designated as one of Japan’ s Yume 
Kaido Model Districts due to its special cultural traits 
and atmosphere.

昭和 60 年に廃線と
なった旧国鉄倉吉線
のレールが残る道。

The path where a 
rail  of  the  Japan 
National Railways 
K u r a y o sh i  L i n e  
became the abol-
ished line in 1985.

八橋往来 Yabase Road

国鉄廃線跡
Old National Railway Track

87 9 11
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2
商店街に住む女子高生たちが織りなすバ
ンドストーリー。まり花、一舞、咲子、めう、
凛の5人のキャラクターが、自分たちの住
む商店街に元気を取り戻すために「日向美
ビタースイーツ♪」というバンドを結成し、
日々の活動をリアルタイムにフェイスブッ
クやラジオで報告しています。また、完成
した楽曲は音楽配信、ラジオ、CD、音楽
ゲームへ収録されるなど、多彩な展開を見
せるキャラクターバンドコンテンツです。
「ひなビタ♪」の舞台である倉野川市と倉
吉市は、歴史的な背景や街並みなど共通点が非常に多く、ファンの間
で話題になり、倉吉市は2016年4月に姉妹都市提携を結びました。

This is an animated story of high school girls from a shopping 
district who form a band named “Hinatabi Bitter Sweets”. Marika, 
Ibuki, Sakiko, Meu and Rin are the 5 characters who form the group 
to bring back life into their town. Daily Facebook posts on their 
daily activities can be viewed in real time or listened to on radio. 
The storyline revolves around the band’s characters and when 
they record their music, their songs are featured in games and CDs 
and played on the radio. Hina Bitter’s story is set in a town called 
“Kuranogawa” which shares many aspects with Kurayoshi City 
such as its historical townscape and architecture. This has drawn 
the attention of fans and in April 2016, Kuranogawa formed a 
sister-city relationship with Kurayoshi.

ひなビタ♪15 Hina Bita♪ ©Konami Digital Entertainment

13
里見八犬伝の
主人公・里見
忠義と８人の
家臣が眠る。

Daigakuin Temple, resting place of
 Satomi Tadayoshi and his 8 vassals.

大岳院 Daigakuin Temple

10

12

玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群は江戸、明治期
の面影が残ります。

Shirakabe Dozo 
(the white wall 
storehouses) are 
left since Edo and 
Meiji along 
Tamagawa river.

創業嘉永年間（1848～1854年）。緑と
水の町で生まれ育った山陰の地酒。

Established in Kaei Period (1848-1854). 
This is Sanin’s 
local sake 
brewed in a 
town rich in 
greenery and 
pristine waters.

白壁土蔵群 Shirakabe
Dozo Storehouses

酒造業を営んでいた旧家で、県指定保護文
化財・国登録有形文化財の貴重な建物。

This was the former residence of the family that 
ran a sake brew-
ery. It is now pre-
fecturally desig-
nated as a Pro-
tected Cultural 
Property and na-
tionally a Tangible 
Cultural Property.

小川家住宅※登録名
Ogawa Family Residence * Registered name

元帥酒造 Gensui Sake Brewery 

1

子どもたちに大人気！通年で梨が食べられる
なしっこ館。

There are a 
park, a cultural 
center, a library, 
a warm 
swimming pool, 
etc.

秘伝の星占術を現代風にアレンジした
「九曜星占盤」が人気。
It was built as a family temple, the Tot-
tori Ikeda han daimyo’s councilor in 
1699.
The fortun　
telling “Kuyo 
Sensei-ban” is 
popular　
among young 
girls.

倉吉パークスクエア・
鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館
Tottori Nijisseiki Pear Museum
Kurayoshi Park Square

満正寺 Manshoji Temple

ウォーキングしながら縁結び？恋谷橋の
中央に座るカジカガエルは、縁結びを
してくれるとして地元はもちろん観光
客にも人気のスポットです。

Koidani Bashi is famous for match-
making among 
local people and tourists. A Kajika frog 
statue, which sits in the middle of 
Koidani Bridge, is a symbol for matchmaking.

Koidani Bridge恋谷橋

かじか橋の中央にある足湯です。牡鹿
の鳴き声に似ているというカジカガエ
ルのなきごえや、川を流れる水の音な
ど風流な時間を楽しめます。

A foot bath at the center of Kajika 
Bridge. We can enjoy relaxed time 
with Kajika frogs’ voice, sounds of 
streams, etc.

Kajika footbathかじかの湯16

17

35㎞/29.2㎞
10㎞/4.2㎞

35㎞/19.5㎞
竹林トンネル入口（折り返し）

倉吉市役所関金庁舎
35㎞/22.6㎞

小鴨ロードステーション

１㎞（距離目安）

おもてなし

35㎞コース
20㎞コース
10㎞コース

5㎞コース
3㎞コース

35㎞/15.2㎞
宝製菓スウィートランド

土手から大山を望む

20㎞/9.6㎞
キュリー広場20㎞/13.5㎞

三朝町役場
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円形劇場くらよし
フィギュアミュージアム

小川家住宅

満正寺

八橋往来

倉吉淀屋

白壁土蔵群

ひなビタ♪
大岳院

琴櫻銅像

元帥酒造

クラカフェ

恋谷橋かじかの湯

倉吉パークスクエア

●

●

関金温泉スウィートランド
TAKARA

国鉄廃線跡
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