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※主会場で受付（7：30まで）後、スタート地点「鳴り石の浜」へシャトルバスで移動。「鳴り石の浜」での受付も可。
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川と緑の彫刻コース

三朝温泉湯けむりコース

八橋往来・名探偵コナンコース
「鳴り石の浜」スタート
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10：30～

20㎞
35㎞

10：00～
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6 2 日

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。

国土交通省が最も良好な水質の川と発表され
た天神川、歩いて楽しめる道の意味を持つ「彫
刻のプロムナード」を通り、赤瓦土蔵群のレト
ロな倉吉の街並みを巡るコース。

奈良時代から八橋と倉吉を結んでいた街道
「八橋往来」の現存する道を歩き、「名探偵コナ
ン」の作者・青山剛昌さんのふるさと北栄を巡
る、過去と現代をタイムスリップしたコースを
歩きます。
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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。

地元スイーツ

地元フルーツ

地元スイーツ

19

6．16．1 6．26．26．1 6．2

※

（4.7㎞）
赤瓦・ひなビタ♪コース

キッズコース（歩育）

打吹城の城下町として古くから栄えていた伝
統的建造物保存地区に指定されています「倉
吉・赤瓦土蔵群」のレトロな街並みを短いコ
ースですが、ウォーカー同志、ゆっくり楽しみ
ながら歩くコースです。

地元スイーツ

地元スイーツ／

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 products 
of fishes, fruits, 
sweets etc.
Ha ve  a  b r e a k  
and enjoy with 
c o ff e e  a n d  
sweets inside.

Coup la Café
（クラカフェ） Coup la Café8 12

自然とみごとに調和した彫刻を楽しめる散歩
道。昭和６０年に廃線となった国鉄倉吉線をま
ちの風景として見事に残しています。
Walking paths with 
attractive unique　
sculptures in harmony 
with nature.  
The abolished Line, the 
Japan National Railways 
Kurayoshi line, is   
preserved with Kurayoshi 
City sceneries.

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.

打吹山（うつぶき山）にある、奈良時代創建
の寺。奉納された、沢山の絵馬が有名です。
In the Sanin region this temple is 
considered exceptionally rare because 
it was built in the Muromachi period.
Inside, there are 
around 50 
wooden plaques 
of various sizes 
to peruse.

（英語は梨の花より引
用）

緑の彫刻プロムナード
Green sculptures Promenade

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

長谷寺 Hase-dera Temple9 14

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 volunteers .  He 
loves native district deeply and participate in annual "Sakurazu-
mo" with the sumo wrestler of the Sadogatake room in spring .He 
was chosen as a honorary citizen.

横綱 琴櫻銅像
A bronze statue of the 53rd yokozuna  Kotozakura
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15

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.

創業嘉永元年（1848年）。緑と水
の町で生まれ育った山陰の地酒。
Establishment of Kaei period 
(1848). You can enjoy sake 
gifted by the green and the 
water of Sanin.

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.

白壁土蔵群
Shirakabe Dozo Storehouses

元帥酒造
Gensui Shuzo (Sake)

大岳院
Daigakuin Temple

6
北栄町は、名探偵コナンの作者・
青山剛昌さんの生誕地です。
Hokei Town is a birthplace of a 
manga author,Go-sho- Aoyama fa-
mous for “Case Closed”.

青山剛昌ふるさと館（コナン通り）
Go-sho- Aoyama Manga Factory(Conan Street)

Ⓒ青山剛昌／小学館

縁起の良いパワースポット。丸石が波にもまれて「カラコロ」と音をた
てる珍しい浜として全国から注目を浴びている浜。どうぞ海岸にある
綺麗な鳴り石に願い事を書いて思いを込めて海に流してみましょう。
This is believed to be a power spot 
that brings good luck. The round 
stones on the beach make a unique 
soothing clanking sound when rolled 
by the waves, attracting attention 
from all over Japan. Why not write a 
wish in this beautiful place and let it 
be carried away by the waves?

鳴り石の浜 Nariishi (Sounding Stones) Beach1

Ⓒ青山剛昌／小学館

世界的彫刻家、流政之氏製作の石像彫刻。荒波の日本海に向かっ
て立ち、善の旅姿を象徴しており、見る人それぞれに深い印象を抱
かせます。
These stone sculptures were created 
by world-renowned sculptor, Mas-
ayuki Nagare. Bracing for the rough 
waves (nami shiguré), these statues 
face the Sea of Japan, donning the 
sandogasa hat. They represent the 
journey of virtuousness, leaving 
deep impressions on visitors.

波しぐれ三度笠 Nami Shiguré Sandogasa Statues3

Ⓒ青山剛昌／小学館

奈良前期・白鳳時代に建てられた法隆寺式伽藍配置
の寺院跡。隣接する白鳳館にて出土品を見ることが
できます。
Sainoh Haiji Temple Ruin 
was constructed as 
Horyu-ji Temple style in 
the early Nara era . 
We can see some exca-
vations at Hakuo-kan 
Building next to Sainoh 
Haiji Temple Ruin.

斎尾廃寺跡 Sainoh (Haiji) Temple Ruin4

Ⓒ青山剛昌／小学館

北栄町の玄関、ＪＲ由良駅は「コナ
ン駅」の愛称で親しまれていま
す。観光案内所には、コナン関連
のグッズ展示や「名探偵コナン」
のコミックスがあり、列車の待ち
時間が楽しくなる空間です。

コナン駅（由良駅）5 Conan Station

Ⓒ青山剛昌／小学館

Ⓒ青山剛昌／小学館

塩谷定好は、生涯に渡って山陰の自然や人を撮り続けた写真家。生
家を改装した写真記念館には、ギャラリーはもちろん、生前の愛用品
や生活ぶりを感じられる品々を見ることができる。
Teiko Shiotani was a photographer 
who spent his life taking pictures of 
Sanin’s nature and people. His 
home, renovated into a memorial 
hall, now features a gallery and a 
collection of items  Shiotani liked 
and used.

塩谷定好写真記念館
Shiotani Teiko Photography Memorial Hall2

As entrance of Hokei Town, JR 
Yura Station is called “Conan 
Station” . During waiting for 
trains here, we can enjoy some 
products and read manga “De-
tective Conan”.

Ⓒ青山剛昌／小学館

7
「名探偵コナン」の世界観が楽しめる世界に１つだけのショッピングス
トリート。施設内には、作中に登場する「喫茶ポアロ」をモチーフにした
喫茶店や、７０種類以上の名探偵コナン商品を扱うグッズショップ、地
元食材を使った季節のジェラート専門店、名探偵コナンに因んだメ
ニューを提供するファーストフード店が入る。
This shopping street gives you the world of “Detective Conan” 
and is found nowhere else in the world. There is something for 
everyone: Poirot Café (from the manga 
series), Conan merchandise store with 
over 70 goods to choose from, Gelato 
store (with seasonal flavors and local 
ingredients used) and Conan themed 
menu at a fast food store due to open.

コナンの家 米花商店街
CONAN’S HOUSE BEIKA SHOPPING STREET

琴浦町役場琴浦町役場

Ⓒ青山剛昌／小学館

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♪16 Hina Bitter♪ ©Konami Digital Entertainment

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17

18

※写真はイメージです

とっとり中部を

歩いて 眺めて 味わって
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緑の彫刻プロムナード

倉吉パークスクエア
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青山剛昌ふるさと館
（コナン通り）

コナンの家 米花商店街

コナン駅
（由良駅）

波しぐれ三度笠

鳴り石の浜

塩谷定好写真記念館2

斉尾廃寺跡

受付開始………am7：00
出 発 式………am8：10
スタート………am8：30

受付開始………am8：00
出 発 式………am8：40
スタート………am9：00

受付開始………am18：30
出 発 式………am19：40
スタート………am10：00

受付開始………am18：30
出 発 式………am19：40
スタート………am10：00

受付開始………am18：30
出 発 式………am19：40
スタート………am10：00

日本マーチングリーグ公式大会（JML）／　国際市民スポーツ連盟公認大会（IVV）
　　日本市民スポーツ連盟公認大会（JVA）／　ジャパンノルディック・ウォークプレミアリーグ

　2019オールジャパンウオーキングカップ鳥取大会／第23回子ども未来ウオーク
日韓交流ウオーキング大会（2004年交流協約締結）

　中国マーチングリーグ（CML）公式大会「19のまちを歩こう」認定大会

日

20㎞/13㎞
三朝町役場

20㎞/9.1㎞
キュリー広場

スポーツ広場

ふるさと
健康村
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18
恋谷橋

かじかの湯

●

●


