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ニュースリリース 

２０１６年４月２５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。 

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まとめて公開しております。この度、

平成２７年度の実績がまとまりましたのでご報告いたします。 

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

一覧は巻末に掲載しています。 

 

１ 今年の特徴 

(1) 提供総数は微増 

期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

総数：３２４，２５３部  （Ｈ２６年度 ３２０，８１８部） 

内訳：都道府県・広域圏等     ８８，４６３部 

市町村          ２１９，９７２部  

その他           １５，８１８部 

 

(2) ４年連続トップのパンフレット 

札幌市「さっぽろ観光マップ」が４年連続トップとなりました。（提供数１，０８５部） 

 

【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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

 

 

 

トップは 4年連続 札幌市！ 金沢市が 2位、３位に！ 

H27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) 北陸新幹線効果 

金沢市の２種類のパンフレットが２位（１，０４１部）、３位（９５７部）となりました。 

   平成２７年３月に開通した北陸新幹線の影響が考えられます。（表１参照） 

 

(4) 意外なパンフレットがベスト１０入り 

８位の京都市のパンフレット「首都圏のほんまもん京野菜取扱店」は、Å4サイズ１枚の目立 

たないパンフレットですが、九条ねぎ、加茂なす、聖護院大根、鹿ケ谷かぼちゃなどを販売 

している店舗一覧が掲載されています。（表３参照） 

 

(5) 東京２３区のパンフレットも人気 

ベスト１００の中には東京２３区のうち７区のパンフレットもあり、「街歩き」「散策」など歩 

くためのパンフレットが目立ちました。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」』（２９位）、目黒区「めぐろＷＡＬＫ」（３９位）などです。（表３参照） 

 

(6) 静岡県内から１４種類のパンフレットがベスト１００入り 

  静岡県は、ベスト１００の中に都道府県では最も多い１４種類のパンフレットがランクインしま 

した。団体は以下の通りです。静岡市（3種類）、浜松市、沼津市、熱海市、三島市（2種類）、 

富士宮市、伊東市（2種類）、伊豆市、伊豆の国市、河津町。（表２参照） 

 

(7) 有名観光地に人気集中 

ベスト１００に入ったパンフレットの多くは、知名度の高い有名観光地（函館、鎌倉、箱根、軽 

井沢など）で、観光スポット・ルート、グルメガイド、イベントのパンフレットを中心にランク 

インしました。（表３ 参照） 

 

 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）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」（平成２６年度～）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 5 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、富良野市 

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 1 秋田市 

山形県 1 鶴岡市 

福島県 1 郡山市 

栃木県 4 宇都宮市、日光市(2)、足利市 

埼玉県 3 川越市、熊谷市、秩父市 

千葉県 3 鴨川市、木更津市、大多喜町 

東京都 10 中央区、文京区、台東区、品川区(2)、目黒区(2)、世田谷区、江東区、青梅市 

神奈川県 5 鎌倉市、藤沢市、小田原市、箱根町、湯河原町 

富山県 1 富山市 

石川県 4 金沢市（2）、七尾市、輪島市 

山梨県 4 甲府市（2）、北杜市、笛吹市 

長野県 7 長野市、松本市、諏訪市、小諸市、上田市、安曇野市、軽井沢町 

岐阜県 1 高山市 

静岡県 14 
静岡市（3）、浜松市、沼津市、熱海市、三島市(2)、富士宮市、伊東市(2)、伊豆市、 

伊豆の国市、河津町 

愛知県 5 名古屋市（4）、岡崎市 

三重県 2 伊勢市（2） 

滋賀県 1 彦根市 

京都府 4 京都市（4） 

大阪府 2 大阪市(2) 

兵庫県 1 姫路市 

島根県 1 出雲市 

広島県 1 広島市 

山口県 3 山口市、萩市（２） 

香川県 1 高松市 

愛媛県 1 松山市 

福岡県 3 北九州市(2)、福岡市 

佐賀県 1 唐津市 

鹿児島県 1 屋久島町 

沖縄県 2 那覇市、石垣市 

合計 100   
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３ 平成２７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 市区町村名 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 1085 

2 石川県 金沢市 金沢市観光マップ 1041 

3 石川県 金沢市 金沢市観光ガイドブック 957 

4 宮城県 仙台市 仙台観光マップ 774 

5 北海道 函館市 函館旅時間 748 

6 北海道 小樽市 すぐそこ おたる。 729 

7 長野県 長野市 長野市ここから旅の始まり 568 

8 京都府 京都市 ほんまもん京野菜取扱店 559 

9 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 557 

10 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ 547 

11 東京都 品川区 しながわみやげ 544 

12 東京都 品川区 品川達人 540 

12 長野県 松本市 信州松本 ３ガク都 540 

14 京都府 京都市 京都府観光マップ 525 

15 京都府 京都市 嵐電エリアマップ 524 

16 大阪府 大阪市 大阪観光局公式ガイドブック 517 

17 静岡県 浜松市 浜松の旅 サポートブック 515 

18 東京都 文京区 おさんぽくん 472 

19 広島県 広島市 ようこそ！広島へ 観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ 470 

20 栃木県 日光市 ぐるり日光 468 

21 京都府 京都市 ふらり京都旅 467 

22 長野県 上田市 信州 上田 464 

23 東京都 江東区 ようこそ、水彩都市「江東」へ 460 

24 北海道 旭川市 あさひかわ 旭川ガイドマップ 454 

25 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん 451 

26 兵庫県 姫路市 世界文化遺産・国宝 姫路城 450 

27 愛知県 名古屋市 ライブマップ名古屋 449 

28 福岡県 北九州市 北九州観光ガイドブック「もりたび」 441 

29 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」 440 

30 山梨県 甲府市 昇仙峡マップ 439 

31 静岡県 伊豆市 伊豆市まるごとガイド ＭＡＰ 433 

32 静岡県 三島市 みしまっぷ 430 

32 三重県 伊勢市 あっちゃこっちゃ伊勢志摩 430 

34 栃木県 日光市 未来へ届けたい日光 429 

34 山口県 萩市 萩を歩く 429 

36 長野県 軽井沢町 軽井沢 422 

37 埼玉県 川越市 時薫るまち 小江戸川越 散策マップ 420 



5 

 

38 静岡県 伊東市 伊東八景 419 

39 東京都 目黒区 めぐろＷＡＬＫ 405 

39 愛媛県 松山市 いで湯と城と文化のまち  松山 405 

41 山口県 山口市 西の京 やまぐち 400 

42 静岡県 河津町 河津温泉郷 ルートマップ 399 

43 静岡県 三島市 じゃらん三島 392 

44 宮城県 仙台市 仙台まるごとパス 389 

45 東京都 目黒区 てのひらの中のメグロ 384 

46 東京都 中央区 粋活中央区観光ガイドマップ 374 

47 静岡県 静岡市 るるぶ特別編集 駿府静岡市 373 

48 神奈川県 藤沢市 湘南藤沢ロケ地マップ 369 

49 静岡県 沼津市 ＮＵＭＡＺＵ（沼津市観光総合パンフレット） 352 

50 静岡県 伊東市 伊東春物語 350 

51 岩手県 盛岡市 歩いて楽しむまち盛岡ガイドブック 345 

51 宮城県 仙台市 牛たん焼き お店マップ 345 

53 青森県 弘前市 いいかも！！弘前 ひろさきガイドマップ 342 

54 静岡県 伊豆の国市 ようこそ伊豆の国市へ 340 

55 栃木県 宇都宮市 宇都宮餃子 パンフレット 339 

55 島根県 出雲市 縁結びと神々の都  出雲 339 

57 山形県 鶴岡市 庄内藩十四万石の城下町  鶴岡 334 

58 宮城県 仙台市 るーぷる仙台 332 

58 神奈川県 小田原市 おだわら紀行 332 

60 北海道 富良野市 ふらのマップ 330 

60 東京都 青梅市 青梅観光ガイド 330 

60 佐賀県 唐津市 るるぶ 唐津 330 

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」 328 

64 愛知県 名古屋市 いりゃ～せ 名古屋 327 

65 福島県 郡山市 じゃらん郡山 322 

66 山梨県 笛吹市 笛吹市宿泊ガイドマップ 320 

67 埼玉県 秩父市 秩父 まるごとガイド 319 

67 千葉県 木更津市 木更津徹底ガイド 319 

69 神奈川県 湯河原町 湯河原散策マップ 315 

69 富山県 富山市 富山市観光ガイド 315 

71 鹿児島県 屋久島町 世界自然遺産の島 屋久島 314 

71 沖縄県 那覇市 那覇三大祭 314 

73 長野県 諏訪市 [信州] 諏訪 312 

74 沖縄県 石垣市 ＹＡＥＹＡＭＡ ＩＳＬＡＮＤＳ 311 

75 愛知県 岡崎市 特別編集るるぶ（岡崎市） 310 

76 静岡県 富士宮市 富士宮市観光ガイド 307 

77 山梨県 北杜市 ほくと物語 303 

78 岐阜県 高山市 飛騨高山観光ガイドブック 302 
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79 栃木県 足利市 学び舎のまち 足利 300 

79 千葉県 鴨川市 自分へのご褒美は、鴨川で過ごす旅。 300 

79 石川県 七尾市 七尾まち歩きマップ 300 

79 石川県 輪島市 輪島 300 

79 静岡県 静岡市 るるぶ特別編集 駿府静岡市 300 

79 静岡県 熱海市 熱海という選択 300 

79 滋賀県 彦根市 いいよね、ひこね。 300 

86 東京都 台東区 上野の山文化ゾーン行事予定 299 

86 静岡県 静岡市 るるぶ特別編集 駿府静岡市 299 

86 愛知県 名古屋市 名古屋観光ﾙｰﾄﾊﾞｽ ﾒｰｸﾞﾙ 299 

86 大阪府 大阪市 大阪周遊パス 299 

90 千葉県 大多喜町 大多喜春の祭り 298 

91 長野県 小諸市 信州小諸 297 

91 長野県 安曇野市 信州・安曇野 297 

93 香川県 高松市 おいでまい「高松市」。 293 

94 秋田県 秋田市 秋田 ゆらら 292 

94 山梨県 甲府市 甲府市観光ガイド 292 

96 埼玉県 熊谷市 まっぷる ＫＵＭＡＧＡＹＡ 291 

97 愛知県 名古屋市 公開カウントダウンニュース 名古屋城本丸御殿 290 

97 山口県 萩市 萩の産業遺産群ガイドマップ 290 

97 福岡県 北九州市 北九州工場夜景 290 

97 福岡県 福岡市 福岡市宿泊ガイド 290 

 

【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 ： 東（あずま）、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

