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ニュースリリース 

２０１７年４月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

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を公開しております。この度、平成２８

年度（２０１６年度）の実績がまとまりましたので報告いたします。 

さらに、市区町村の人気パンフレット ベスト１００も公開いたしました。ベスト１００のデ

ータ一覧は巻末（表３）に掲載しています。 

 

１ 平成２８年度の特徴 

ベスト１００に入ったパンフレットは、知名度の高い観光地が多かったですが、中国地方が増加 

するなど若干の変化がありました。※表３参照 

(1) 提供総数は過去最高！ 

期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

総数：３３８,４４４部  （参考：平成２７年度 ３２４,２５３部） 

内訳：都道府県・広域圏等     ８８,１６２部 

市町村          ２３７,８６６部  

その他           １２,４１６部 

 

(2) 函館市トップに！４年連続トップの札幌市を抑える 

【人気ベスト１０パンフレット】  

ベスト 10の前年度比較                               表１ 

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 

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 

函館市が初の 1位、金沢市 2位、札幌市３位に！ 

H28年度 市区町村人気パンフレット ランキング 

ベスト１００を公開！ 

公開 
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(3) 函館新幹線効果  

平成２８年度のトップに躍り出た函館市（北海道）「函館旅時間」は、年間１,０６６部を提供し

ました。平成２７年度の提供部数は７４８部（５位）で、およそ４割増加しました。躍進の要因は、

平成２８年３月の北海道新幹線開業だと考えられます。 ※表１参照 

 

(4) 金沢市２種類のパンフレットが２位、４位にランクイン、新幹線開業後も好調  

平成２７年３月に開業し、２年目を迎えた北陸新幹線の効果は依然として続いており、「金沢市

観光マップ」、「金沢市観光ガイドブック」の提供部数も維持しています。※表１参照 

 

(5) 松本市と広島市が初のベスト１０入り 

松本市（長野県）「信州松本 ３ガク都」、広島市（広島県）「ようこそ！広島へ観光ガイドマッ

プ」が初のベスト１０入りしました。松本市は平成２８年８月から祝日に加わった「山の日」、広

島市はプロ野球球団「広島東洋カープ」の２５年ぶりのペナントレース優勝で注目を集めたことの

影響があったと考えられます。 ※表１参照 

 

(6) 東京２３区のパンフレットも人気 

東京２３区のうち１２市区、１６種類のパンフレットが１００位内にランクインしました。品川

区、目黒区、世田谷区、大田区はそれぞれ２種類あります。※表２参照 

 

(7) 仙台市は１００位内に４種類 

一つの自治体で最も多くランクインしたのは仙台市で、「仙台観光マップ」「牛たん焼きお店マッ 

プ」「るーぷる仙台」「仙台まるごとパス」とバラエティーに富んでいます。※表２参照 

 

 

 

  ※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

ものもございます 

※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」（毎年）

として表彰しています。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」（年１回）を開催しています。 
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２ 都道府県別 人気ベスト１００ 一覧表                表２ 

都道府県名 種類 ベスト１００ ランクイン 市区町村 ※（）は複数種類ある場合の数 

北海道 7 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、富良野市、帯広市、美瑛町 

青森県 2 青森市、弘前市 

岩手県 1 盛岡市 

宮城県 4 仙台市（４） 

秋田県 2 秋田市、大仙市 

山形県 3 米沢市、鶴岡市、酒田市 

茨城県 2 水戸市、つくば市 

栃木県 4 宇都宮市（2）、日光市(2) 

埼玉県 2 川口市、川越市 

千葉県 4 千葉市、市川市、船橋市、木更津市 

東京都 16 
中央区、文京区、台東区、港区、品川区（2）、目黒区(2)、世田谷区(2)、大田区

（2）、江東区、江戸川区、調布市、青梅市 

神奈川県 6 鎌倉市、藤沢市、横須賀市（2）、茅ケ崎市、箱根町 

新潟県 1 新潟市 

富山県 1 富山市 

石川県 3 金沢市（2）、七尾市 

山梨県 3 甲府市（2）、北杜市 

長野県 6 長野市、松本市、小諸市、上田市、安曇野市、軽井沢町 

岐阜県 1 高山市 

静岡県 10 静岡市（3）、浜松市、熱海市、三島市(2)、富士宮市、伊東市、伊豆市 

愛知県 1 名古屋市（1） 

三重県 2 伊勢市（2） 

滋賀県 3 大津市、彦根市、近江八幡市 

大阪府 3 大阪市（2）、堺市 

島根県 2 松江市、出雲市 

広島県 5 広島市（2）、尾道市、呉市（2） 

岡山県 1 倉敷市 

山口県 3 山口市、萩市（２） 

愛媛県 1 松山市 

高知市 1 高知市 

福岡県 2 福岡市（2） 

合計 102   
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３ 平成２８年度 市区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。           表３ 

順位 都道府県名 市町村名 パンフレット名 提供数 

1 北海道 函館市 函館旅時間 1066 

2 石川県 金沢市 金沢市観光マップ 1049 

3 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ 1040 

4 石川県 金沢市 金沢市観光ガイドブック 804 

5 北海道 小樽市 もっともっとおたる。 709 

6 長野県 長野市 長野市ここから旅の始まり 708 

7 宮城県 仙台市 仙台観光マップ 678 

8 長野県 松本市 信州松本 ３ガク都 676 

9 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ 649 

10 広島県 広島市 ようこそ！広島へ 観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ 609 

11 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 604 

12 栃木県 日光市 ぐるり日光 601 

13 千葉県 船橋市 まっぷる船橋 596 

14 東京都 文京区 おさんぽくん 591 

15 大阪府 大阪市 大阪観光局公式ガイドブック 553 

16 静岡県 三島市 じゃらん三島 549 

17 北海道 旭川市 あさひかわ 旭川ガイドマップ 536 

18 静岡県 浜松市 浜松の旅 サポートブック 521 

19 東京都 大田区 大田区の魅力再発見ウォーク 509 

20 東京都 世田谷区 
せたがや見どころマップ 

「歩いて出会う世田谷２４の物語」 
508 

21 東京都 品川区 品川達人 504 

22 富山県 富山市 富山市観光ガイド（ポケット版） 500 

23 静岡県 静岡市 るるぶ特別編集 駿府静岡市 492 

24 神奈川県 藤沢市 るるぶ特別編集 藤沢 476 

25 愛媛県 松山市 いで湯と城と文化のまち  松山 475 

26 静岡県 三島市 みしまっぷ 472 

26 愛知県 名古屋市 ライブマップ名古屋 472 

28 大阪府 堺市 ミュシャとコスチューム 471 

29 東京都 港区 ハレノヒ ～いつもとちがう一日に～ 454 

30 長野県 上田市 信州 上田 450 

31 三重県 伊勢市 あっちゃこっちゃ伊勢志摩 448 

32 静岡県 静岡市 るるぶ特別編集 駿府静岡市 444 

33 宮城県 仙台市 牛たん焼き お店マップ 442 

33 宮城県 仙台市 るーぷる仙台 442 

35 長野県 軽井沢町 軽井沢 438 
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36 福岡県 福岡市 福岡 味。 432 

37 東京都 中央区 粋活中央区観光ガイドマップ（日本語版） 428 

38 神奈川県 横須賀市 横須賀観光マップ 426 

39 栃木県 宇都宮市 るるぶ特別編集 宇都宮 419 

40 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん 413 

41 山口県 萩市 萩を歩く 410 

42 宮城県 仙台市 仙台まるごとパス 409 

42 東京都 江東区 ようこそ、水彩都市「江東」へ 409 

44 千葉県 市川市 市川市観光ガイドブック ２０１５ 406 

45 青森県 弘前市 レトロモダンの街・弘前 402 

45 福岡県 福岡市 天神・博多 まち歩きマップ 402 

47 静岡県 伊豆市 伊豆市まるごとガイド ＭＡＰ 400 

48 岩手県 盛岡市 歩いて楽しむまち盛岡ガイドブック 393 

49 茨城県 つくば市 みちしるべ 390 

49 静岡県 伊東市 伊東八景 390 

51 埼玉県 川越市 時薫るまち 小江戸川越 散策マップ 384 

52 山梨県 甲府市 甲府市観光ガイド 382 

53 山形県 米沢市 米沢観光ガイドブック よねざわ 379 

53 広島県 尾道市 お気に入りの尾道 379 

55 神奈川県 横須賀市 横須賀歴史マップ 378 

56 東京都 目黒区 めぐろＷＡＬＫ 375 

57 岐阜県 高山市 飛騨高山観光ガイドブック 374 

57 静岡県 静岡市 しずおかまちあるきガイドブック 374 

59 東京都 目黒区 てのひらの中のメグロ 372 

60 山口県 萩市 萩の産業遺産群ガイドマップ 369 

61 山形県 鶴岡市 庄内藩十四万石の城下町  鶴岡 368 

61 千葉県 千葉市 千葉市観光ガイド 368 

63 青森県 青森市 青森市総合観光ガイド「こころハネる青森」 367 

64 東京都 江戸川区 江戸川区散策ガイド えどぶら 366 

65 北海道 富良野市 ふらのマップ 364 

66 滋賀県 彦根市 いいよね、ひこね。 358 

66 山梨県 甲府市 昇仙峡マップ 355 

67 茨城県 水戸市 るるぶ特別編集 水戸市 349 

67 東京都 台東区 上野の山文化ゾーン行事予定 349 

69 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 342 

70 長野県 安曇野市 信州・安曇野 340 

71 静岡県 熱海市 熱海ブランド事業「ATAMI COLLECTION A‐PLUS5」 330 

71 静岡県 富士宮市 富士宮市観光ガイド 330 

71 岡山県 倉敷市 倉敷で暮らす。 330 

74 広島県 広島市 ひろしまにおいでよ 329 
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75 北海道 美瑛町 あこがれの景色と過ごす休日 328 

75 千葉県 木更津市 木更津徹底ガイド 328 

77 大阪府 大阪市 大阪周遊パス 325 

78 栃木県 宇都宮市 宇都宮餃子 パンフレット 324 

79 東京都 品川区 しながわみやげ 322 

80 北海道 帯広市 帯広市 321 

80 埼玉県 川口市 川口市内観光ルートマップ 321 

82 山口県 山口市 西の京 やまぐち 320 

82 高知県 高知市 ガイド高知 320 

82 東京都 大田区 馬込文士村お散歩マップ 320 

85 東京都 青梅市 青梅観光ガイド 319 

85 長野県 小諸市 信州小諸 319 

87 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ 317 

88 東京都 調布市 調布市 観光マップ 314 

88 石川県 七尾市 七尾まち歩きマップ 314 

90 島根県 松江市 水の都松江 観光キャンペーン 313 

91 山梨県 北杜市 ほくと物語 311 

91 広島県 呉市 呉市観光ガイドブック KURE 海色の歴史回廊くれ 311 

93 栃木県 日光市 未来へ届けたい日光 310 

93 新潟県 新潟市 新潟市観光 miniマップ 310 

93 広島県 呉市 大和のふるさと 呉グルメマップ 310 

96 滋賀県 近江八幡市 近江八幡漫遊 309 

96 島根県 出雲市 縁結びと神々の都  出雲 309 

98 東京都 世田谷区 世田谷みやげ 304 

99 秋田県 秋田市 秋田 ゆらら 303 

99 秋田県 大仙市 るるぶ特別編集 大仙市 303 

99 滋賀県 大津市 びわ湖大津 光ルくんマップ 303 

 

（参考） 

１ 「北海道新幹線の経済効果」（日本銀行函館支店）２０１６年１２月 

２ 「新幹線利用者７％減 ＪＲ西、２年目８５８万４千人」（北國新聞）２０１７年３月１７日 

３ 「第１回 『山の日』記念大会 in 上高地」（Webサイト） 

 

【リリース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 ： 中野、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 

TEL: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

