
 
 

 

 
２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 １ ４ 日 

名探偵コナン関門海峡ミステリーツアー実行委員会 

 

「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」の実施について 
 

 

このたび、下関市・北九州市とＪＲ西日本が共同で、鉄道を利用した関門エリアへの更なる観光誘客を通じて地

域活性化を図るため、人気アニメ「名探偵コナン」を起用した「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」を実施

します。今回のミステリーツアーでは、ツアー参加前にどなたでもショートストーリーを読むことができるほか、

ツアー参加者限定でＪＲ西日本の移動生活ナビアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」を利用したデジタルスタンプラリーもお楽

しみいただけます。海峡の街ならではのスポットを巡りながら、本格的な推理をお楽しみください。 

 

１ 実施期間 

２０２２年７月１日（金）～ ２０２３年２月１９日（日） 
 

２ 実施エリア 

山口県下関市、福岡県北九州市 

（１）スタート・ゴールポイント 

[下関エリア] 下関駅観光案内所、新下関駅観光案内所 

[北九州エリア] 小倉駅３Ｆ総合観光案内所 

（２）ミステリーツアー チェックポイント 

[下関エリア]カモンワーフ、長府毛利邸、海峡ゆめタワー 

[北九州エリア]小倉城天守閣、関門海峡ミュージアム、  

関門トンネル人道 門司側入口（めかり公園内） 

  （３）デジタルスタンプラリー スタンプポイント 

[下関エリア] 長府観光会館、下関市立歴史博物館、忌宮神社、長府庭園、功山寺 

関門連絡船ターミナル、市立しものせき水族館 海響館 

重要文化財 旧下関英国領事館、シーモール、観光情報発信ターミナル 

[北九州エリア] 門司港駅、門司港レトロ展望室、北九州おみやげ館、おみやげ街道 海峡プラザ店 

        旧大阪商船、九州鉄道記念館、北九州市漫画ミュージアム、北九州市立文学館 

        北九州市立いのちのたび博物館、スペースＬＡＢＯ（北九州市科学館） 

おみやげ街道 ビエラ小倉店、焼うどん発祥の店 だるま堂 
 

３ ツアーの仕組み 

ツアーオリジナルストーリーでコナンたちが巻き込まれた事件を解決するため、下関市、北九州市に設けたチェック

ポイントを巡り、推理の手掛かりを集めることで謎解きを楽しみながら周遊観光を楽しめるツアーです。 

スマートフォンやパソコンでツアー参加前にどなたでもショートストーリーを読むことができます。ツアー当日は

スタート・ゴールポイントでツアーキットを引き換えた後、各チェックポイントのヒントをもとに謎解きをお楽しみく

ださい。さらに、特別企画として、ツアー参加者限定でＪＲ西日本の移動生活ナビアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」を利

用したデジタルスタンプラリーも開催。アンケートに答えるとあなたにおすすめのチェックポイントを AI が提

示します。４つのスタンプを集めると事件解決につながるスペシャルヒントやスタンプラリー限定のオリジナル

グッズがもらえます。 

ツアー終了後には、今回のツアー内容に沿った TVアニメの放送を予定しており、旅の出発前から終了後までお楽し

みいただける商品となっています。 
 

 ツアー概要について詳しくは別紙１をご覧ください。 

ツアーへは対象の旅行プランやおトクなきっぷで参加できます。詳しくは別紙２をご覧ください。 

※「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」の詳細は、ツアー専用ホームページ（https://www.conan-

tour.jp/）で順次ご案内いたします。 
 

４ 主催 

名探偵コナン関門海峡ミステリーツアー実行委員会 

（下関市、北九州市、下関市内および北九州市内の観光団体・観光施設・交通事業者、 

九州旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社にて構成） 

下関・門司港・小倉を巡り、謎を解こう。 

https://www.conan-tour.jp/
https://www.conan-tour.jp/


「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」 

 

１ ツアー概要 

(1)実 施 期 間  ２０２２年７月１日（金）～２０２３年２月１９日（日） 

(2)実施エリア  山口県下関市、福岡県北九州市 

(3)主     催  名探偵コナン関門海峡ミステリーツアー実行委員会 

 

２ ツアー内容 

(1)企画内容 

対象商品を購入したツアー参加者がツアーキットを手に、山口県下関市・福岡県北九州市内に設定された

チェックポイントを巡り、ヒントを手がかりに謎を解きます。アニメの世界観で謎解きを楽しみながら、周

遊観光も楽しんでいただける企画です。 

  

(2)今回のツアーのリニューアル点 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 (3)ツアーの流れ 

＜ツアー参加前＞ 

主な旅行会社のＪＲと宿泊がセットになったおトクな旅行プランや、対象のおトクなきっぷを購入。 

※専用ホームページにおいてショートストーリーを公開。 

（ツアー専用商品購入前にどなたでも読むことができます。） 

 

 

＜ツアー当日＞ 

スタート・ゴールポイントで、ツアーキット引換券と「ツアーキット」を引き換えてください。 

ツアーブックやＭＡＰなどで情報を確認しながら、下関・北九州エリアにある６つのチェックポイント 

をまわり、各箇所で得られるヒントを手がかりに事件を解決していただきます。 

◆スタート・ゴールポイント：下関駅観光案内所、新下関駅観光案内所、小倉駅３Ｆ総合観光案内所 

◆チェックポイント： 

[ 下関エリア ] カモンワーフ、長府毛利邸、海峡ゆめタワー 

[北九州エリア] 小倉城天守閣、関門海峡ミュージアム、 

関門トンネル人道 門司側入口（めかり公園内） 

※チェックポイントは、どこからでも自由にお周りいただけます。 

   

 

＜ツアー参加後＞ 

謎解きの解答をご応募いただくと、正解者に抽選で素敵な賞品（「名探偵コナン」スペシャルグッズ、 

地元特産品）をプレゼントします。 

正解は、ツアー終了後に「週刊少年サンデー」誌面で発表します。さらに、ＴＶアニメでの放送も予定 

しています。 

※ＴＶアニメの放送予定は、決定次第、ツアー専用ホームページ等でお知らせします。 

【ツアー専用ホームページ：https://www.conan-tour.jp/】 

 

 

 

 

別紙 1 

【ショートストーリーの公開】 
・ツアー参加前にどなたでもショートストーリーを楽しんでいただけるようになりました。 
 
【デジタルスタンプラリーの開催】 
・ＪＲ西日本の移動生活ナビアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」を用いたデジタルスタンプラリーを開催。 
・スタンプを集めると、事件解決につながるスペシャルヒントや、スタンプラリー限定のオリジナル 
グッズがもらえます。 

https://www.conan-tour.jp/】


(4)デジタルスタンプラリーの流れ【ツアー参加者限定】 

 

＜スタンプラリーの参加前に＞ 

JR西日本の移動生活ナビアプリ「WESTER（ウェスタ―）」をダウンロード 

※「WESTER」とは、最寄り駅やよく利用する駅をマイ駅に設定し、時刻表や駅情報、経路検索、 

リアルタイム 混雑情報含む列車走行位置等をワンタッチで調べる機能や、ICOCA 残高確認や 

移動や 生活サービスにおトクさや楽しさを加えるスタンプラリー機能など、お客様の移動と 

生活をシームレスにサポートするサービスを提供しています。 

 

 

 

 

＜スタンプシートの作成 ＆ スタンプラリー＞ 

① WESTERの「おトクに GO！」からスタンプページにアクセスし、ツアーキットに同封されている 

パスワードを入力してログイン 

② 簡単なアンケートに答えると、AIがあなたにおすすめの観光スポットを選びスタンプシートを作成 

   ※ ツアーチェックポイント周辺の観光スポットが４ヵ所選ばれます。 

※ 観光スポットは後から変更することができます。 

③ スタンプシートに記載された観光スポットを巡りデジタルスタンプをゲット！ 

 

 【観光スポット（スタンプポイント）】 

  ○ 下関エリア 

    長府観光会館、下関市立歴史博物館、忌宮神社、長府庭園、功山寺、関門連絡船ターミナル 

    市立しものせき水族館 海響館、重要文化財 旧下関英国領事館、シーモール、観光情報発信ターミナル 

  ○ 北九州エリア 

    門司港駅、門司港レトロ展望室、北九州おみやげ館、おみやげ街道海峡プラザ店、旧大阪商船、 

    九州鉄道記念館、北九州市漫画ミュージアム、北九州市立 文学館、北九州市立 いのちのたび博物館 

    スペース LABO（北九州市科学館）、おみやげ街道 ビエラ小倉店、焼うどん発祥の店 だるま堂 

 

 

 

＜スタンプラリーでもらえる＞ 

４つのデジタルスタンプを集めると以下の特典がもらえます 

① ミステリーツアーのスペシャルヒント 

   クリアした方限定で、事件解決につながるスペシャルヒント 

② オリジナルイラスト壁紙 

   クリアするとアプリからダウンロードすることができます。 

③ オリジナルクリアファイル 

    ツアーのゴールポイントで②の壁紙とツアーキットを見せてゲット！ 

 

 

※デジタルスタンプラリーの詳細は、ツアー専用ホームページ等でお知らせします。 

【ツアー専用ホームページ：https://www.conan-tour.jp/】 

 

https://www.conan-tour.jp/】


 

「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」に参加できるおトクな旅行プラン・きっぷの概要 

 

 

１ ＪＲと宿泊がセットになったおトクな旅行プラン 

 

JR西日本管内の主な旅行会社では、下関・北九州へのＪＲと宿泊、指定の観光施設と現地アクセスをご利

用いただける「関門海峡ミニぐるりんパス」がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。 

詳しくは、主な旅行会社へお問い合わせください。 

 

【関門海峡ミニぐるりんパス】 

○発売及び利用期間 

発売期間  2022年 6月下旬 から 2023年 2月 19日（日）まで 

  利用期間  2022年 7月１日（金） から 2023年 2月 21日（火）までの連続する３日間 

   ※「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」の実施期間は、 

2022年 7月１日（金） から 2023年 2月 19日（日）までです。 

  

○ご利用になれる観光施設・交通機関 

  ・観光施設 

   長府毛利邸、海峡ゆめタワー、小倉城天守閣、関門海峡ミュージアム 

※カモンワーフで使える 200円利用券をプレゼント（現地での引換が必要です） 

  ・交通機関 

関門海峡自由周遊区間内のＪＲ線（快速・普通列車の普通車自由席）、サンデンバス（下関駅～城

下町長府～新下関駅）、西鉄バス（門司港駅前～和布刈）、北九州銀行レトロライン「潮風号」（九

州鉄道記念館駅～関門海峡めかり駅）、関門連絡船（下関唐戸１号桟橋～門司港桟橋 [１回限り]） 

※詳細は、別紙２－３参照 

 

 

※ 旅行プランは、京阪神・北陸・中国エリアにおいて順次発売開始となります。 

発売に関するお問い合わせは、各旅行会社までお願いします。 

 

 

  

別紙２-１ 



 

 

 

２ おトクなきっぷ 

 

① 関門海峡ミステリーツアーきっぷ 

発地から往復の新幹線普通車指定席と指定の観光施設および現地アクセスをご利用いただける「関門海峡ミ

ステリーツアーきっぷ」を発売します。また、広島市内、新山口発着に限り、ひかり・こだま号限定の特別価

格もご用意しております。 

１ 発 売 期 間      2022年 6月 15日（水）から 2023年 2月 18日（土）まで 

    ※ご利用開始日の１ヶ月前から前日 23:30までの発売 

２ ご利用期間      2022年 7月１日（金）から 2023年 2月 21日（火）までの連続する３日間 

※2023年 2月 19日（日）有効期間開始分まで発売 

※「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」の実施期間は、 

2022年 7月１日（金） から 2023年 2月 19日（日）までです。 

３ きっぷの内容 

 ○ １名様から発売します（こどものみのご購入・ご利用はできません）。 

 ○ 往復新幹線普通車指定席に、指定の観光施設入場券、関門海峡自由周遊区間内の JR線（快速・普

通列車の普通車自由席）、指定のバス等が３日間乗り放題、関門連絡船（1 回に限る）、ツアーキ

ット引換券がセットになっています。 

   ※発着地の新幹線駅から新下関駅または小倉駅をご利用いただけます。 

※ひかり・こだま号限定特別価格は、往復の新幹線「ひかり・こだま号」普通車指定席をご利用

いただけます（のぞみ・みずほ・さくら号はご利用できません）。また、きっぷ受け取り前後に

関わらず、変更の取扱いはできません。 

○ご利用になれる観光施設・交通機関 

  ・観光施設 

   長府毛利邸、海峡ゆめタワー、小倉城天守閣、関門海峡ミュージアム 

※カモンワーフで使える 200円利用券をプレゼント（現地での引換が必要です） 

  ・交通機関 

関門海峡自由周遊区間内のＪＲ線（快速・普通列車普通車自由席）、サンデンバス（下関駅～城下

町長府～新下関駅）、西鉄バス（門司港駅前～和布刈）、北九州銀行レトロライン「潮風号」（九州

鉄道記念館駅～関門海峡めかり駅）、関門連絡船（下関唐戸１号桟橋～門司港桟橋 [１回限り]） 

※詳細は、別紙２－３参照 

 

４ 設定区間およびおねだん（おとな１名様、こども半額） 

発地 おねだん 発地 おねだん 発地 おねだん 

大阪市内 29,640円 岡山 23,200円 新山口 8,760円 

神戸市内 29,180円 広島市内 16,380円   

 

  【ひかり・こだま限定特別価格】（おとな１名様、こども半額） 

発地 おねだん 発地 おねだん 

広島市内 13,000円 新山口 7,000円 

 

５ 発売箇所 

  JR西日本ネット予約「e5489」 

 

発売条件やご利用条件等、詳しくはパンフレットまたは JRおでかけネット「トクトクきっぷ」でご確認くだ

さい。 

 

  

別紙２-２ 



② 関門海峡ミニぐるりんパス 

ＥＸサービス商品で小倉駅または新下関駅までご旅行されるお客様におすすめの、指定の観光施設および現

地アクセスをご利用いただける「関門海峡ミニぐるりんパス」を『ＥＸ 旅のコンテンツポータル』からご購

入いただけます。 

※ＥＸサービスは、東海道・山陽新幹線区間（東京～博多間）のネット予約＆チケットレス乗車サービスで

す。6月 25日（土）から九州新幹線区間（博多～鹿児島中央間）へサービスエリアを延伸します。 

 

１ 発 売 期 間      2022年 6月 15日（水）から 2023年 2月 19日（日）まで 

    ※ご利用開始日の１ヶ月前から当日の発売 

２ ご利用期間      2022年 7月１日（金）から 2023年 2月 21日（火）までの連続する３日間 

※2023年 2月 19日（日）有効期間開始分まで発売 

※「名探偵コナン 関門海峡ミステリーツアー」の実施期間は、 

2022年 7月１日（金） から 2023年 2月 19日（日）までです。 

３ きっぷの内容 

 ○ １名様から発売します（こどものみのご購入・ご利用はできません）。 

 ○ 指定の観光施設入場券、関門海峡自由周遊区間内の JR線（快速・普通列車の普通車自由席）、指

定のバス等が３日間乗り放題、関門連絡船（1回に限る）、ツアーキット引換券がセットになって

います。 

○ご利用になれる観光施設・交通機関 

  ・観光施設 

   長府毛利邸、海峡ゆめタワー、小倉城天守閣、関門海峡ミュージアム 

   ※カモンワーフで使える 200円利用券をプレゼント（現地での引換が必要です） 

  ・交通機関 

関門海峡自由周遊区間内のＪＲ線（快速・普通列車普通車自由席）、サンデンバス（下関駅～城下

町長府～新下関駅）、西鉄バス（門司港駅前～和布刈）、北九州銀行レトロライン「潮風号」（九州

鉄道記念館駅～関門海峡めかり駅）、関門連絡船（下関唐戸１号桟橋～門司港桟橋 [１回限り]） 

※詳細は、別紙２－３参照 

 

４ おねだん 

  おとな 2,200円、こども 1,100円 

 

５ 発売箇所 

  JR西日本ネット予約「e5489」 

 

発売条件やご利用条件等、詳しくは JRおでかけネット「トクトクきっぷ」でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ＥＸ 旅のコンテンツポータル』 

ＥＸサービス利用者向けに特別価格のホテルプランや、新幹線を降りた後も便利にご利用いただけ

る、在来線等のお得な周遊きっぷ、タクシークーポン等のコンテンツをカテゴリ別に一覧でご紹介

するサイトです。 



 

 

 

 

関門海峡自由周遊区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）北九州銀行レトロライン「潮風号」は、期間中の土・日・祝日（12月 31日～1月 2日を除く）及び、 

7月 30日～8月 24日に運行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２-３ 

（注） 


