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一般財団法人 地域活性化センターでは、東京都中央区日本橋・日本橋プラザビル１階に「ふるさ

と情報コーナー」（平成 23年 4月）を設け、都道府県・市区町村等の観光・イベント等のパンフレッ

ト約 2,600種類を展示し、ご自由にお持ち帰りいただいております。 

 パンフレットを提供いただいている自治体や関係者皆様のご協力により、首都圏の住民の方々を中

心として、利用状況は順調に推移しております。 

また、当センターでは、年度ごとにパンフレットの提供数（総数、表１市区町村分ベスト１０経年

比較、表３平成２９年度市区町村人気パンフレット（人気順）ベスト１００、表４（参考）平成２９

年度都道府県別市区町村人気パンフレットベスト１００一覧表）を公開しております。この度、平成

29年度（2017年度）の実績がまとまりましたので報告いたします。 

また、今回初めて都道府県分の人気パンフレットベスト１０を公開いたします。（表２） 

 

○ 平成 29年度の特徴 

１ 総提供数は減少 

期間：平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

総数：317,241部  （前年比 93.7％ 平成 28年度 338,444部 ） 

内訳：都道府県            85,321部 

市区町村           221,996部 

その他             9,924部 

 

２ 市区町村分のパンフレット提供数は、函館市が２年連続トップ！ 

表１ 市区町村分ベスト１０経年比較            

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 

H29 函館市 札幌市 金沢市 金沢市 小樽市 松本市 日光市 江東区 箱根町 松江市 

H28 函館市 金沢市 札幌市 金沢市 小樽市 長野市 仙台市 松本市 箱根町 広島市 

H27 札幌市 金沢市 金沢市 仙台市 函館市 小樽市 長野市 京都市 鎌倉市 箱根町 

H26 札幌市 金沢市 大阪市 仙台市 小樽市 文京区 函館市 箱根町 名古屋市 鎌倉市 

H25 札幌市 京都市 仙台市 神戸市 小樽市 箱根町 伊勢市 函館市 鎌倉市 京都市 

H24 札幌市 仙台市 京都市 箱根町 函館市 鎌倉市 小樽市 金沢市 日光市 台東区 

H23 神戸市 金沢市 札幌市 台東区 神戸市 台東区 箱根町 伊勢市 美瑛町 台東区 

 

函館市が２年連続 1位！ 江東区、松江市 初のベスト 10入り 

H29年度 市区町村パンフレット提供数ランキング ベスト 100を公開 

初公開！都道府県 ベスト 10ランキング 
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３ 都道府県分のパンフレット配布数ベスト１０北海道が１位、関東の県も人気！ 

今回初めて都道府県分の人気パンフレットのランキングを公開しました。市区町村分と同様にト

ップは北海道となり、ベスト 10 に 2 種類がランクインし、人気の高さが伺えます（表 2 参照）。

また、首都圏から日帰り旅行やドライブで行くことが可能な関東の茨城県、群馬県、千葉県が人

気であり、ベスト１０のうち７つのパンフレット（表２中の※）には県全図のリアルな道路マッ

プが掲載されています。 

 

表２ （新規）平成 29年度 都道府県分人気パンフレットベスト１０               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 都道府県分、市区町村分どちらも北海道勢が１位を獲得 

観光地として人気の北海道は、市区町村分では平成24年以来６年連続で函館市と札幌市がトップの

座に輝きました。また、小樽市もベスト10の常連です（表１参照）。 

 

 

順位 都道府県名 パンフレット名 提供数 

1 北海道 北海道 観光ガイドマップ        ※ 1014 

2 千葉県 千葉県観光マップ            ※ 754 

3 群馬県 ぐんま観光マップ            ※ 750 

4 静岡県 静岡県観光ガイドマップ         ※ 747 

5 石川県 石川まるごと観光マップ         ※ 739 

6 北海道 キュン旅北海道 703 

7 山形県 やまがた・みやぎ 観光マップ      ※ 700 

8 茨城県 観光マップいばらき           ※ 699 

9 京都府 京都旬遊 688 

10 愛知県 愛知ナビブック 672 
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５ 江東区がベスト１０入り 豊洲市場、オリンピック競技場など注目スポット  

江東区は、豊洲市場の開場、東京オリンピックやパラリンピックの競技場の建設が予定されてお 

り、パンフレットも更新したことから人気が高まりました。H28年度の提供数は 409部でしたが、 

H29年度は 646部と 1.6倍に増加し、前年度の４２位から急上昇しました（表３参照）。 

 

６ 松江市 西日本で唯一ベスト１０入り 

松江市は、松江城、宍道湖など市内の観光スポットに加えて、周辺に所在する出雲大社、ミシ 

ュラングリーンガイド三ツ星獲得の名庭園をもつ足立美術館（島根県安来市）などを周遊できる 

こともあり、人気の観光地です。H29年度はパンフレットを地図タイプに替えたことで、提供 

数が増加し、H28年度 313部から H29年度 624部へとほぼ倍増しました。 

 

７ ふるさとパンフレット大賞受賞の京都府和束町は７倍増 

地域活性化センターでは、デザインや企画の優れたパンフレットを表彰する「ふるさとパンフ 

レット大賞」や「地方パンフレット創造セミナー」（年１回）を実施しています。 

H29年度「ふるさとパンフレット大賞」受賞の京都府和束町は、年間提供数が H28年度の 54部 

から H29 年度は 396部と約７倍に増加しました。 

 

【第５回ふるさとパンフレット大賞 受賞団体】 

大賞（京都府和束町）        「和束のいとなみ」 

優秀賞（富山県氷見市）        「魚々のまち、ひみ。」 

優秀賞（神奈川県開成町）       「かいせいびより」 

   ＜審査員賞＞ 

南伸坊賞（熊本県熊本市）       「悠久 OLD IS GOLD」  

楓千里賞（東京都青ヶ島村）     「世界が憧れる島」 

パックン賞（熊本県和水町）      「あなた×和水町」 

マックン賞（長野県青木村）      「信州あおきむら」 

地域活性化センター賞（福島県）  「来て（春夏版）」 

 

 

（注） パンフレットの中には人気があり、在庫不足の状態が続いたため、ランキング上位にならな

かったものがあります。 

 

【リリース、ふるさと情報コーナーに関するお問い合わせ先】 

一般財団法人地域活性化センター 広報室 ：白石、小林、畠田（はただ） 

【ふるさと情報コーナー】  

所在地 ： 東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザビル1階 

電 話 ：03-5202-6137 

メール ：kouhou@jcrd.jp    URL : http://www.jcrd.jp/  

運営時間：10時～19時   休み：元日 

 

TEL:03-5202-6137
mailto:kouhou@jcrd.jp
http://www.jcrd.jp/
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表３ 平成２９年度 市区町村人気パンフレット（人気順） ベスト１００  

※年間を通して展示した観光パンフレットが対象。月刊、季刊は含まない。          

順位 都道府県名 市区町村名 パンフレット名 提供数 

1 北海道 函館市 函館旅時間 1,017 

2 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ 1,010 

3 石川県 金沢市 金沢市観光マップ 999 

4 石川県 金沢市 金沢市観光ガイドブック 788 

5 北海道 小樽市 「小樽」もっともっとおたる 770 

6 長野県 松本市 信州松本 ３ガク都 704 

7 栃木県 日光市 ぐるり日光 657 

8 東京都 江東区 江東区観光周遊マップ 646 

9 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ 630 

10 島根県 松江市 ブラマツエ ガイドマップ 624 

11 長野県 長野市 長野市 ここから旅の始まり 599 

12 広島県 広島市 ようこそ！広島へ 観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ 594 

13 三重県 伊勢市 あっちゃこっちゃ伊勢志摩 593 

14 宮城県 仙台市 仙台観光マップ 580 

15 大阪府 大阪市 大阪観光局公式ガイドブック 544 

16 静岡県 三島市 じゃらん三島 540 

17 千葉県 船橋市 るるぶ特別編集 船橋 515 

18 愛媛県 松山市 いで湯と城と文学のまち 松山 504 

19 栃木県 宇都宮市 るるぶ特別編集 宇都宮 498 

20 茨城県 水戸市 るるぶ特別編集 水戸市 494 

21 北海道 旭川市 旭川 あさひかわガイドマップ 487 

22 富山県 氷見市 魚々のまち氷見 486 

23 静岡県 浜松市 「ＨＡＭＡ流」 480 

24 東京都 文京区 おさんぽくん 479 

25 福岡県 福岡市 福岡観光ガイドブック 478 

26 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 475 

27 静岡県 浜松市 浜松の旅 サポートブック 472 

28 青森県 弘前市 レトロモダンの街・弘前 471 

29 福岡県 福岡市 福岡 味。 470 

30 静岡県 沼津市 ことりっぷ 沼津 467 

31 神奈川県 藤沢市 るるぶ特別編集 藤沢 464 

32 東京都 江戸川区 江戸川区散策ガイド えどぶら 462 

33 静岡県 伊豆市 伊豆市まるごとガイド 458 

34 長野県 軽井沢町 軽井沢２０１８ 455 

35 沖縄県 那覇市 Ｎａｈａ 444 

36 福島県 郡山市 るるぶ特別編集 郡山 438 
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順位 都道府県名 市区町村名 パンフレット名 提供数 

37 富山県 富山市 富山市観光ガイド（ポケット版） 437 

38 長野県 安曇野市 信州・安曇野 429 

39 青森県 青森市 青森市総合観光ガイド「ＮＩＰＰＯＮここだけ青森市」 427 

40 山形県 鶴岡市 鶴岡 416 

40 東京都 中央区 粋活中央区観光ガイドマップ（日本語版） 416 

40 神奈川県 横須賀市 横須賀観光マップ 416 

43 東京都 台東区 台東区総合観光ガイドブック 415 

44 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん 414 

45 宮城県 仙台市 牛たん焼き お店マップ 410 

46 神奈川県 湯河原町 湯河原散策マップ 399 

46 静岡県 三島市 みしまっぷ 399 

48 山形県 米沢市 米沢観光ガイドブック よねざわ 396 

48 京都府 和束町 和束のいとなみ  396 

50 神奈川県 横浜市 三溪園 395 

50 静岡県 沼津市 沼津市観光総合パンフレット 395 

52 宮城県 仙台市 るーぷる仙台 392 

53 北海道 帯広市 北海道・十勝 帯広 386 

54 東京都 品川区 品川達人 379 

55 岩手県 盛岡市 歩いて楽しむまち盛岡 378 

55 山口県 下関市 海峡出会い旅 下関 378 

57 埼玉県 秩父市 今すぐ行ってみたい！ちちぶ 375 

58 東京都 北区 北区観光ガイドマップ（季節めぐり） 374 

59 静岡県 静岡市 しずおかまちあるきガイドブック 368 

60 東京都 目黒区 てのひらの中のメグロ 366 

60 岐阜県 高山市 飛騨高山奥飛騨温泉郷 366 

60 山口県 萩市 ぶらり はぎ散歩 366 

63 山形県 酒田市 酒田観光ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ  さかたさんぽ 362 

64 埼玉県 川越市 時薫るまち 小江戸川越 散策マップ 360 

64 千葉県 市川市 文化の街かど回遊マップ 360 

66 静岡県 河津町 河津温泉郷ルートマップ 359 

66 島根県 出雲市 縁結びと神々の都  出雲 359 

68 兵庫県 神戸市 神戸観光ガイドマップ 358 

69 山梨県 甲府市 甲府市観光ガイド 353 

70 東京都 板橋区 観光いたばし ガイドマップ 342 

71 福島県 会津若松市 あいばせ 341 

72 東京都 目黒区 めぐろＷＡＬＫ 340 

72 長野県 上田市 信州 上田 340 

74 広島県 尾道市 おのみち 尾道観光案内地図 339 
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順位 都道府県名 市区町村名 パンフレット名 提供数 

75 秋田県 秋田市 秋田市観光ガイド 旅トモ 338 

76 東京都 世田谷区 世田谷ぷらっと 336 

77 広島県 広島市 ひろしまにおいでよ 334 

78 神奈川県 横須賀市 横須賀歴史マップ 331 

79 千葉県 東金市 るるぶ 東金・九十九里 324 

79 静岡県 伊東市 いとう ぷらんぽ 324 

79 滋賀県 彦根市 彦根日和  324 

82 長野県 佐久市 信州佐久 323 

83 東京都 江東区 ようこそ、水彩都市「江東」へ 320 

83 山梨県 甲府市 昇仙峡マップ 320 

83 島根県 松江市 祝あっぱれ！！国宝松江城 320 

86 宮城県 仙台市 仙台まるごとパス 319 

87 東京都 大田区 大田区観光ガイド 317 

88 千葉県 千葉市 千葉市観光ガイド（日本語・英中韓国語） 315 

89 千葉県 銚子市 銚子 見聞録 310 

89 沖縄県 宮古島市 宮古島観光マップ 310 

91 愛知県 犬山市 犬山観光 309 

92 岡山県 倉敷市 倉敷 305 

93 長崎県 長崎市 長崎ＮＡＧＳＡＫＩ ＭＡＰ 304 

94 青森県 八戸市 八戸満喫旅 300 

94 宮城県 松島町 日本三景 松島ガイドマップ 300 

94 新潟県 新潟市 るるぶ特別編集 酒都新潟市 300 

94 長野県 小諸市 信州小諸 300 

94 静岡県 静岡市 ぷちりょこ静岡 300 

94 静岡県 伊東市 伊東温泉観光ごよみ 2017～2018 300 

100 滋賀県 大津市 びわ湖大津 光ルくんマップ 299 
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表４ （参考）平成２９年度都道府県別 市区町村人気パンフレットベスト１００ 一覧表                

都道府県名 種類 ベスト１００ 

北海道 5 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、帯広市 

青森県 3 青森市、弘前市、八戸市 

岩手県 1 盛岡市 

宮城県 5 仙台市（4）、松島町 

秋田県 1 秋田市 

山形県 3 米沢市、鶴岡市、酒田市 

福島県 2 会津若松市、郡山市 

茨城県 1 水戸市 

栃木県 2 宇都宮市、日光市 

埼玉県 2 川越市、秩父市 

千葉県 5 千葉市、銚子市、市川市、船橋市、東金市 

東京都 13 中央区、文京区、台東区、江東区（2）、品川区、目黒区（2）、大田区、世田谷区、

北区、板橋区、江戸川区 

神奈川県 7 横浜市、横須賀市（2）、鎌倉市、藤沢市、箱根町、湯河原町 

新潟県 1 新潟市 

富山県 2 富山市、氷見市 

石川県 2 金沢市（2） 

山梨県 2 甲府市（2） 

長野県 7 長野市、松本市、上田市、小諸市、佐久市、安曇野市、軽井沢町 

岐阜県 1 高山市 

静岡県 12 静岡市（2）、浜松市（2）、沼津市（2）、三島市（2）、伊東市（2）、伊豆市、河津

町 

愛知県 1 犬山市 

三重県 2 伊勢市（2） 

滋賀県 2 彦根市、大津市 

京都府 1 和束町 

大阪府 1 大阪市 

兵庫県 1 神戸市 

島根県 3 松江市（2）、出雲市 

岡山県 1 倉敷市 

広島県 3 広島市（2）、尾道市 

山口県 2 下関市、萩市 

愛媛県 1 松山市 

福岡県 2 福岡市（2） 

長崎県 1 長崎市 

沖縄県 2 那覇市、宮古島市 

合計 100  

 


