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ニュースリリース 

2015年 4月 24日（修正版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、自治体の観光・イベント等のパンフレット約２６００種類を展示し、

来訪者の皆様にご自由にお持ち帰りいただいています。 

 パンフレットを提供いただいている自治体や関係者の皆様のお陰をもちまして、現在、首都圏の住

民の方に周知していただき、順調に推移しております。 

当センターでは、毎年、同コーナーの利用状況をまとめ公開しておりますが、この度、平成２６年

度のデータをまとめましたので、市区町村人気ベスト１００とともに報告いたします。 

 

１．平成２６年度の提供数 急増！ 

総提供数は、平成２５年度 ３０８，４９１部から、平成２６年度 ３２０，８１８部と約１２０

００部増加しました。１分間に約１．６枚をお持ち帰りいただきました。提供団体ごとの内訳は次

の通りです。  

 

２．人気ベスト１０パンフレット  

ベスト 10の前年度比較 

     年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

 

３．平成２６年度 ベスト１００ランキングの特徴 

(1)今年も、有名観光地のある市町村が今年も上位にランクインしました。 

  根強い人気！３年連続ベスト１０入 ６市町 

札幌市（１位）、仙台市（４位）、小樽市（５位）、函館市（７位）、 

箱根町（８位）、鎌倉市（１０位） 

(2)文京区のパンフレット「おさんぽくん」ベスト１０入り 

エリア別観光スポットを散策できるようにコース別（目白、本郷、小石川ほか）に掲載し、持 

ち運びが便利なコンパクトなサイズにまとめたことで、人気となり、平成２５年度は東京都内 

トップは３年連続 札幌市！ 金沢市など北陸新幹線の沿線 好調 

H2６年度 市区町村人気パンフレット ベスト 100位 

総提供数 320,818部 昨年より 12,000部増 
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でトップなりました。その後、テレビ番組でも取り上げられ話題になったこともあり、平成 

２６年度は１８位から一気に６位に急上昇しました。 

東京都内は、平成２６年度、新たに板橋区、中央区、荒川区、青梅市、品川区の５市区が初ラン 

クインしました。いずれも、散策・ハイキングルートやまち歩きマップが掲載されています。 

遠出をしなくても、身近な地域をパンフレット片手に「歩く」がテーマとなったパンフレットが 

東京都内には数多くあります。 

(3)大阪市が新たなパンフレットを展示して 初ランクイン ３位！ 

平成２６年度は、新しく「大阪観光局公式マップ」を展示し、初のランクイン、ベスト３に入り 

  ました。このパンフレットも、大阪市内をエリア別（キタ、中之島、ミナミ、天王寺、ベイエリ 

アなど）に散策コースが掲載されています。また、「食べる」「買う」「みる」「遊ぶ」をフィーチ 

ャーしたページもあり、便利でコンパクトなデザインです。 

(4)やはり北陸新幹線の効果 絶大！ 

平成２５年度は１０位以下だった金沢市が、平成２７年３月に開業した北陸新幹線効果で２位 

に急上昇しました。 

  また、北陸新幹線沿線地域の糸魚川市（新潟県）が３９位、富山市が８５位に初めて１００位

内にランクインしました。 

(5)仙台市、名古屋市、京都市 バラエティ豊かな４種類のパンフレットがランクイン  

各市とも、エリアマップ、イベント、グルメ、文化・アート 

などバラエティに富んだパンフレットが入っています。 

     

今回の全般的特徴としては、思い立ったら、予約をしなくても気軽に出かけられることのできる、 

東京周辺の交通アクセスの良い地域が人気でした。 

 

 ４．その他 

当センターでは、ふるさと情報コーナーの展示パンフレットを対象に、「旅に出たくなる 思わ

ず手にとる」をテーマにデザインや企画の優れたパンフレットに「ふるさとパンフレット大賞」

（平成２５年度より毎年）を表彰しています。また、自治体を対象により魅力的なパンフレット

を作成するために、「地域パンフレット創造セミナー」（平成２６年度～）を開催しています。 

 

【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 担当：畠田、姫野 

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 

TEL:03-5202-6137  メール：hatada@jcrd.jp  URL: http://www.jcrd.jp/  

運営時間：10時～19時   休み：元旦   

 

mailto:hatada@jcrd.jp
http://www.jcrd.jp/
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【関 連 デ ー タ】 

１．平成２６年度 総提供部数の内訳  

団 体 区 分 提供部数 

都道府県・広域圏等の提供数 ９０，２７４ 

市町村の提供数 ２２３，５５８ 

その他の提供数（アンテナショップ等） ６，９８６ 

合  計 ３２０，８１８ 

 

２．平成２６年度連続及び新規ランクイン団体の状況  

年度ごとのランクイン 延べ市区町村数 割合

H26、25年度ベスト100団体 78 78.0%
H26年度のみベスト100団体 22 22.0%

合計 100 100.0%  

       注意：取扱いパンフレットは同じものではない場合もあります。 

                

 ３．平成２６年度 初めてベスト１００にランクインされた市区町村 

順位 都道府県名 市区町村名 提供部数 

 

順位 都道府県名 市区町村名 提供部数 

3 大阪府 大阪市 830 

 

73 群馬県 前橋市 310 

12 東京都 板橋区 559 

 

80 福島県 会津若松市 294 

35 福岡県 北九州市 421 

 

80 東京都 青梅市 294 

36 北海道 美瑛町 399 

 

82 東京都 品川区 291 

38 山梨県 山中湖村 397 

 

82 長崎県 佐世保市 291 

39 新潟県 糸魚川市 394 

 

85 富山県 富山市 290 

43 東京都 中央区 382 

 

87 山梨県 富士吉田市 282 

49 秋田県 秋田市 364 

 

91 埼玉県 坂戸市 276 

49 静岡県 伊東市 364 

 

91 滋賀県 長浜市 276 

57 山口県 下関市 348 

 

99 埼玉県 川口市 268 

63 東京都 荒川区 338 

 

99 佐賀県 唐津市 268 
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都道府県別 人気ベスト１００ 一覧表 

都道府県名 種類 ベスト１００ ランクイン 市町村 ※（）は複数ある場合の数 

北海道 5 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、美瑛町 

青森県 1 弘前市 

岩手県 1 盛岡市 

宮城県 4 仙台市（４） 

秋田県 1 秋田市 

山形県 2 鶴岡市、酒田市 

福島県 1 会津若松市 

茨城県 1 水戸市 

栃木県 1 日光市 

群馬県 1 前橋市 

埼玉県 5 川越市、熊谷市、川口市、秩父市、坂戸市 

東京都 13 
中央区、文京区、台東区（３）、品川区、目黒区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、 

武蔵野市、青梅市 

神奈川県 7 横浜市、鎌倉市、藤沢市、小田原市（２）、箱根町、湯河原町 

新潟県 1 糸魚川市 

富山県 1 富山市 

石川県 2 金沢市（２） 

山梨県 5 甲府市（２）、富士吉田市、北杜市、山中湖村 

長野県 5 長野市、松本市、上田市、安曇野市、軽井沢町 

静岡県 13 
静岡市（２）、浜松市、沼津市、熱海市、三島市（２）、富士宮市（２）、伊東市、 

伊豆市、伊豆の国市、河津町 

愛知県 4 名古屋市（４） 

三重県 2 伊勢市（２） 

滋賀県 1 長浜市 

京都府 4 京都市（４） 

大阪府 1 大阪市 

兵庫県 2 神戸市、姫路市 

島根県 2 松江市、出雲市 

岡山県 1 岡山市 

広島県 1 広島市 

山口県 4 下関市、山口市、萩市（２） 

愛媛県 1 松山市 

福岡県 2 北九州市、福岡市 

佐賀県 1 唐津市 

長崎県 2 長崎市、佐世保市 

鹿児島県 1 屋久島町 

沖縄県 1 那覇市 

合計 100   
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平成２６年度 市町村人気パンフレット ベスト１００  

※年間を通して展示したパンフレットが対象。月刊、季刊は含まない。 

NO 都道府県 市区町村 パンフレット名 提供部数 

1 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ 1117 

2 石川県 金沢市 金沢市観光マップ 999 

3 大阪府 大阪市 大阪観光局公式マップ 830 

4 宮城県 仙台市 仙台観光マップ 789 

5 北海道 小樽市 すぐそこ おたる。 757 

6 東京都 文京区 おさんぽくん 688 

7 北海道 函館市 浪漫函館 647 

8 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ 612 

9 愛知県 名古屋市 ライブマップ名古屋 580 

10 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光パンフレット 577 

11 静岡県 浜松市 浜松観光マップ 573 

12 東京都 板橋区 観光いたばし ガイドマップ  559 

12 京都府 京都市 マップ 京都 559 

14 北海道 旭川市 あさひかわ 旭川ガイドマップ 533 

15 石川県 金沢市 金沢市観光ガイドブック 530 

16 東京都 台東区 台東区観光パンフレット(浅草・浅草橋) 525 

17 東京都 目黒区 めぐろＷＡＬＫ 524 

18 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん 522 

19 広島県 広島市 ようこそ！広島へ 観光ガイドマップ 514 

20 京都府 京都市 海から始まる京への道 494 

21 京都府 京都市 嵐電エリアマップ 490 

22 静岡県 沼津市 ＮＵＭＡＺＵ（沼津市観光総合パンフレット） 483 

23 東京都 台東区 台東区観光パンフレット(上野・谷中) 468 

24 静岡県 静岡市 ぷちりょこ静岡 459 

25 東京都 北区 北区観光ガイドマップ 季節めぐり 458 

26 福岡県 福岡市 福岡観光ガイドブック 456 

27 兵庫県 姫路市 世界文化遺産・国宝 姫路城 449 

28 静岡県 三島市 三島市観光ガイドブック 448 

29 静岡県 静岡市 るるぶ特別編集 静岡市 姫様編 443 

30 山梨県 甲府市 昇仙峡マップ 440 

31 栃木県 日光市 ぐるり日光 438 

32 埼玉県 川越市 時薫るまち 小江戸川越 散策マップ 437 

33 神奈川県 横浜市 はまっぷワイド 434 

34 長野県 長野市 長野市ここから旅の始まり 429 

35 福岡県 北九州市 北九州観光ガイドブック「もりたび」 421 

36 北海道 美瑛町 あこがれの景色と過ごす休日 399 

37 山口県 萩市 萩を歩く 398 

38 山梨県 山中湖村 山中湖アートイルミネーション ファンタジウム  397 
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ＮＯ 都道府県 市区町村名 パンフレット名 提供部数 

39 新潟県 糸魚川市 糸魚川定期観光バス「潮騒景色」 394 

40 静岡県 伊豆市 伊豆市観光マップ 390 

41 島根県 出雲市 縁結びと神々の都  出雲 389 

42 京都府 京都市 るるぶ 京都やましろ 384 

43 東京都 中央区 粋活中央区観光ガイドマップ（日本語版） 382 

44 三重県 伊勢市 あっちゃこっちゃ伊勢志摩 373 

45 愛媛県 松山市 いで湯と城と文化のまち  松山 372 

46 茨城県 水戸市 水戸市 観光マップ 370 

47 山形県 鶴岡市 庄内藩十四万石の城下町  鶴岡 365 

47 沖縄県 那覇市 那覇じゃらん 365 

49 秋田県 秋田市 あきた ゆらら２０１４ （ダイジェスト） 364 

49 静岡県 伊東市 ２０１４ 伊東温泉  観光ごよみ 364 

51 山梨県 甲府市 甲府遊歩 360 

51 長野県 安曇野市 信州・安曇野 360 

51 静岡県 三島市 みしまっぷ 360 

54 長野県 松本市 松本暮らし応援します 358 

55 愛知県 名古屋市 いりゃ～せ 名古屋 354 

56 岩手県 盛岡市 歩いて楽しむまち盛岡ガイドブック 350 

56 神奈川県 湯河原町 ゆがわら散策マップ 350 

56 山口県 山口市 西の京 やまぐち 350 

59 山口県 下関市 海峡出会い旅 下関 348 

59 鹿児島県 屋久島町 世界自然遺産の島 屋久島 348 

61 長崎県 長崎市 世界新三大夜景 ＨＡＧＡＳＡＫＩ 345 

62 長野県 軽井沢町 軽井沢 339 

63 東京都 荒川区 荒川区観光ガイド（イベントカレンダー） 338 

64 神奈川県 小田原市 おだわら紀行 337 

65 宮城県 仙台市 牛たん焼き お店マップ 336 

66 兵庫県 神戸市 おとな旅 神戸 332 

67 宮城県 仙台市 仙台まるごとパス 329 

68 埼玉県 秩父市 秩父 まるごとガイド 323 

69 青森県 弘前市 いいかも！！弘前 ひろさきガイドマップ 315 

70 東京都 豊島区 豊島区観光ガイド としま 314 

71 埼玉県 熊谷市 るるぶ 熊谷 312 

71 長野県 上田市 信州 上田 四季絵巻 312 

73 群馬県 前橋市 るるぶ 前橋赤城山 310 

74 東京都 台東区 上野の山文化ゾーン ２０１４行事予定 308 

75 愛知県 名古屋市 観光ルートマップ『なごや旅 12話』 306 

76 山形県 酒田市 酒田観光ガイドブック  さかたさんぽ 300 

77 宮城県 仙台市 るーぷる仙台 299 

78 静岡県 河津町 河津温泉郷 ルートマップ 298 
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ＮＯ 都道府県 市町村 パンフレット名 提供部数 

78 愛知県 名古屋市 名古屋観光ﾙｰﾄﾊﾞｽ ﾒｰｸﾞﾙ 298 

80 福島県 会津若松市 会津若松市パンフレット（あいばせ） 294 

80 東京都 青梅市 青梅観光ガイド 294 

82 東京都 品川区 しながわ観光マップ 291 

82 神奈川県 藤沢市 るるぶ特別編集 藤沢 291 

82 長崎県 佐世保市 佐世保観光ガイドブック 291 

85 富山県 富山市 富山市観光ガイド（ポケット版） 290 

86 静岡県 富士宮市 富士宮市観光ガイド 289 

87 山梨県 富士吉田市 ふじよしだ 282 

88 岡山県 岡山市 岡山市観光ｶﾞｲﾄﾞ 280 

89 静岡県 熱海市 熱海という選択 279 

90 静岡県 伊豆の国市 ようこそ伊豆の国市へ 278 

91 埼玉県 坂戸市 来て！見て！踊ろう！ 坂戸よさこい 276 

91 神奈川県 小田原市 小田原どん・小田原匠 276 

91 山梨県 北杜市 ほくと物語 276 

91 滋賀県 長浜市 神秘と歴史を宿す町  滋賀 長浜 276 

91 山口県 萩市 萩 観光ガイド 276 

96 島根県 松江市 水の都 松江 （リーフレット） 275 

97 東京都 武蔵野市 武蔵野市 観光まっぷ 272 

98 静岡県 富士宮市 富士宮ロードマップ 270 

99 埼玉県 川口市 植木の里 268 

99 佐賀県 唐津市 唐津観光ガイド＆マップ 268 

 

 


