
まちめぐりナビプロジェクト実施案件

１．函館市

２．青森市

３．気仙沼市

４．横手市

５．米沢市

６．会津若松市

７．二本松市岳温泉地区

８．大平町

９．館山市・南房総市

１０．八丈島

１１．小田原市

１２．新潟市

１３．柏崎市

１４．高岡市

１５．白山市

１６．駒ヶ根市

１７．野沢温泉村豊郷及びスキー場エリア

１８．浜名湖周辺地域

１９．三島市

２０．知多半島地域

２１．高野山

２２．中海宍道湖大山圏域

２３．隠岐諸島

２４．徳島県南部地域

２５．上勝町

２６．宇多津町

２７．松山市

２８．久留米市

２９．平戸市

３０．小国町、宇佐市安心院、佐伯市蒲江

３１．やんばる地域（沖縄本島北部地域）
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湯の川オンパクにおける観光客向け個別カスタマイズドサービス提供実験（北海道函館市）

はこだて観光情報学研究会分科会函館まちナビ協議会

本システムを活用すると・・・

iPod（貸出し）や携帯電話を通じてオンパクについ

ての動画情報提供を行い、興味を持ってもらう。

携帯電話等を通じて湯の川温泉宿泊客向けの参

加予約システムを構築し、気軽に参加可能とする。

市内に設置するまちめぐりチェックポイント（CP）

において、ICカードによるチェックを行うことで、そ

の場所に応じた観光情報や、次のチェックポイン

トへの経路情報を観光客の携帯電話へ届ける。

「はこだて湯の川温泉博覧会(湯の川オンパク)」

を開催したが、市民向けのイベントとして始まった

為、飛び入りの観光客に対する情報提供、予約

体制が確立されていない。

湯の川オンパクを観光客向けのイベントとして発

展させるため、観光客に対する効果的なイベント

の周知、観光客からの予約受付体制の構築、観

光客の動態情報の整理・活用、の3点を改善する

必要がある。

オンパク携帯電話対応サイトの構
築により携帯電話による情報の収
集や、参加予約が可能に！！

オンパク携帯電話対応サイトの構
築により携帯電話による情報の収
集や、参加予約が可能に！！

まちナビインフォメーションセンターにてオンパク情報入り
iPod貸出による動画情報の提供

まちナビインフォメーションセンターにてオンパク情報入り
iPod貸出による動画情報の提供

iPodiPod

携帯電話携帯電話

CPに到着したらICカードをリーダにタッチ！
携帯電話に移動履歴に応じたメールがやってくる。
移動経歴情報に基づく周辺情報・クイズを受信。
クイズとアンケートに答えながらCP制覇！

CPに到着したらICカードをリーダにタッチ！
携帯電話に移動履歴に応じたメールがやってくる。
移動経歴情報に基づく周辺情報・クイズを受信。
クイズとアンケートに答えながらCP制覇！

ICカードICカード

ＣＰ８の簡単な案内を見るＣＰ８の簡単な案内を見る

まだ行っていないチェックポイントを確認する！まだ行っていないチェックポイントを確認する！

ＣＰ８のクイズが送られてきます。これ
をクリックしてクイズに答えよう！

ＣＰ８のクイズが送られてきます。これ
をクリックしてクイズに答えよう！

行ってないＣＰの
説明と地図を見る

行ってないＣＰの
説明と地図を見る

行ったＣＰ、行ってないＣＰを確認する行ったＣＰ、行ってないＣＰを確認する

楽しむコツ①

ＣＰ８の詳しい説明を見るＣＰ８の詳しい説明を見る

楽しむコツ③

楽しむコツ⑥

行ってないＣＰへの経路を確認する行ってないＣＰへの経路を確認する

楽しむコツ⑤

５ヶ所のＣＰを廻ると函
館制覇。これをクリック
してアンケートに答え

よう！

５ヶ所のＣＰを廻ると函
館制覇。これをクリック
してアンケートに答え

よう！

これを見て、さお、ＣＰ４GO!これを見て、さお、ＣＰ４GO!

これをクリックしてＣＰ
８の詳しい説明画面に

変えましょう

これをクリックしてＣＰ
８の詳しい説明画面に

変えましょう これがまだ行ってないＣＰこれがまだ行ってないＣＰ

これが最初に送られてくるＣＰ８の
ｶﾝﾀﾝ説明

これが最初に送られてくるＣＰ８の
ｶﾝﾀﾝ説明

楽しむコツ④

楽しむコツ②



あおもり観光ITSモバイル版構築事業（青森県青森市）

あおもりITS推進研究会

本システムを活用すると・・・

GPS⇒
現在位置把握

観光ガイドブックのケータイ化

簡単・便利充実した観光情報を携帯電話のインターネットか

ら入手でき、利用者の声を掲載した本音情報が手

軽に得られ、自分好みの観光が楽しめる。

さらに、GPS付き携帯電話により、周辺地図や現

在位置の確認が出来るため、ガイドブックや地図

を持ち歩く必要がなく、手軽に観光が楽しめる。

観光情報と道路情報を融合させた観光ITSから、

主要道路のライブ映像を入手でき、天候が予測し

づらい冬期間でも安心して移動できる。

観光地が青森市郊外に点在しており、自動車交

通への依存度が高いことから、簡単で解りやす

い観光・道路交通情報の提供が求められている。

情報量に制限のある紙媒体では、歴史文化遺産

等に代表される恵まれた観光資源の魅力や内容

を、十分に伝え切れていない。

雪国の冬季の天候は予測不可能なものであり、

観光の促進を妨げるものである。

まるごとホンネの旅行ガイド

１万件を越えるホンネと、
県内８８４件の情報を掲載

道路情報も提供

交通機関や警報・注意報、
ライブ映像も入手可能！

フリーペーパー
ポスター等から



各団体が管理・提供している観光、物産、イベン

ト、交通、防災情報などが一元化され、欲しい情

報を携帯電話からピンポイントで入手できる。

当該スポットやその周辺の情報を、 各観光地の

案内板などに設置してあるＱＲコードを携帯電話

で読み込むことで、容易に入手できる。

携帯電話から入手した所要時間やお勧め回遊

コースなどの情報と、クイズラリーと連動した「風

待ち港まちウオーキングＩＮ気仙沼マップ」により、

気仙沼を回遊しながら楽しんで観光できる。

気仙沼リアス風待ち港まちナビ事業（宮城県気仙沼市）

気仙沼市は、特徴ある自然景観や、街並みなど

を活かし、まちづくりを進めている一方、二次交

通情報や駐車場の施設案内のほか、観光客

個々のニーズに対応した観光コース等の情報提

供が十分に行われていない。

ホームページやパンフレットが、複雑化・分散化

しているため、観光客にとっては使いづらい。

気仙沼コンベンションビューロー協議会

本システムを活用すると・・・

市内随所に設置されたＱＲ
コードを読み取ると、その付
近の観光情報がケータイで
見られます。

ＨＰを携帯対応に

１
２

３

４
５

６

７
８

９

＊

０
＃

１
２

３

４
５

６

７
８

９

＊

０
＃

駅などのポスター
でも本サービスの
情報を見られる。

ＱＲコード

気仙沼観光物産ＨＰ
気仙沼観光・交流ステーション
一カ所のサーバに情報を集約し、携
帯にも対応した、新鮮で分かりやす
い情報を提供。

重複した各団体の既存HP

防災情報も、携帯で

わくわくウォーキングで
気仙沼を１０倍楽しむ方法

リアス風待ち港まちウォーキング

統一サーバ



横手まちナビ（秋田県横手市）

よこて情報局推進協議会

本システムを活用すると・・・

スタンプラリー

オススメコース

施設紹介 ルート案内

・イベントポスター
・チラシ、
パンフレット

・施設設置パネル
・バス停

外国語ページ

QRコード

イベント案内

メルマガ
配信

横手市には、北東北有数の利用者台数を誇る

横手IC及び年間７６万人の観光客が訪れる「秋

田ふるさと村」があるが、観光施設情報や地域

の魅力ある観光コース、及び所要時間などの観

光案内情報が入手しづらい状況にあり、観光客

を市内各地へ誘導する仕組みが十分でない。

知りたい方へ、知りたい時に、観光客の感想や

要望、評価などの新鮮な情報を伝える術がない。

散策コース、歴史ガイド、目的地までの所要時間

などの情報が、駅や観光施設などに設置してあ

るＱＲコードを携帯電話で読み取ることで必要に

応じて入手でき、選択肢と行動範囲が広がる。

観光客が撮影した写真などを掲示板に投稿し

てもらうネットワークサービスから、観光客の目

線による生きた観光情報を入手できるだけでなく、

地元では気づきにくい地域の良さを発見できる。



観光施設などに張られたＱＲコードを携帯電話で

読み取ることで、 観光客が必要とする観光ス

ポット・グルメなどの最新情報を検索できる。

ＱＲコードが道しるべとなり、現在地から目的地

までの距離と方向を地図上に表示でき、スムー

ズに目的地まで移動することができる。

主な史跡や観光スポットでは、音声ガイダンス用

ＱＲコードが設置されており、日本語と英語によ

る案内を聞くことができる。

米沢あるき事業（山形県米沢市）

観光名所には多くの観光客が訪れているものの、

そのほかの点在する史跡や温泉・米沢牛等の特

産品といった情報が入手しにくい状況であり、観

光客のニーズ（歴史探訪、グルメ情報、移動支援

など）に対応した情報提供が求められている。

駐車場や休憩所・トイレなど市内観光に必要な

ユーティリティ情報のほか、外国人等に対応した

情報提供が不足している。

米沢あるき推進協議会

本システムを活用すると・・・

街中に設置されたス
テッカーからＱＲコード
を読み込むと

現在地を基点
に周囲の情報
が、距離、方
向で表示

主だった史跡・名所な
どでは、英語・日本語
の音声ガイダンスも聞
ける

Uesugi-jinja is 
histrical spot

知りたい情報のカテゴ
リを選択し、情報取得。

詳細画面へ



貸出しているＧＰＳ機能付き携帯情報端末により、

現在地情報や最新の観光地情報を簡単に入手

できる。

現在位置と観光スポットまでの案内図のほか、

音声によるナビゲーションにより、道に迷うことな

く快適な観光を楽しめる。

観光スポットでは、動画による解説のほか、日本

語（会津弁）、英語、韓国語、中国語の４ヶ国語

に対応した音声ガイダンスを聞くことができる。

結いの心で育てる体験散策型の観光スタイル構築事業（福島県会津若松市）

城下町特有の複雑な路地と似通った景観により

迷いやすく、従来のパンフレット等による平面的

な情報を補うための情報提供が求められている。

旅行者の多くはリピーターであり、雑誌やパンフ

レット以上の地域情報が必要とされるが、簡単に

入手できる体制にない。

韓国・台湾などからの外国人観光客が増加傾向

にあるなか、外国人への対応が十分ではない。

日本風景街道「城下町あいづ道草街道」推進協議会

本システムを活用すると・・・

会津藩主松平家墓所と会津
の歴史を逍遥

観光スポット一
覧

11.福島県立博物館
12.御薬園
13.旧滝沢本陣
14.飯盛山
15.大龍寺
16.天寧寺（近藤勇の墓）
17.会津武家屋敷
18.会津藩主 松平家墓所

戻る

開 始
ｽﾎﾟｯﾄ
ｲﾝﾌｫ

観光スポットを選択してくだ
さい

ｽﾎﾟｯﾄ選択 ｶﾞｲﾄﾞ画面 ｶﾞｲﾄﾞ画面（スポット到着時）

XXXX神
社

会津武家屋敷までおよそ
80mです。

会津武家屋
敷

食事処

XX銀行

スポットインフォ

会津武家屋敷に到着しました。

食事処

XX銀行

会津武家屋
敷

会津武家屋敷

スポットインフォ

会津武家屋敷
ｱｲﾂﾞﾌﾞｹﾔｼｷ

再現した幕末期の会津藩過労西郷雷母邸など貴重
な建物を配置。
武家の暮らしを知る。

観光ｽﾎﾟｯﾄ詳細

動画再生

〈出発時〉 〈移動時〉 〈到着時〉

４ヶ国語に対応した音声ガ
イダンスも聞くことができる。



目的地への地図や歴史・文化・自然環境情報の

ほかウォーキング情報など多面的な情報が、観

光施設や案内看板などに設置されたＱＲコードを

携帯電話から読み取ることで入手でき、移動・

ウォーキング参加の利便性が飛躍的に向上する。

事業者と観光客が双方向で情報交換できる地域

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に

会員登録することで、定期的な情報を入手できる

だけでなく、会員同士で生の情報交流ができる。

「ウォーキングで広がる、深まる二本松観光振興化計画」（福島県二本松市 岳温泉地区）

二本松市には、安達太良山や歴史・文化遺産な

ど豊富な観光資源を活用した「ウォーキングコー

ス」が複数整備されているが、ウォーキングコー

スや観光客の生の声を含む情報を集約し、発信

する体制が不十分である。

さらに、これらの情報はパンフレットやインター

ネットなどの限られた入手方法しかなく、現地で

手軽に入手できる状況にない。

岳温泉観光協会

本システムを活用すると・・・

会員登録して
地域ＳＮＳへ

携帯電話・ＰＣ、双方から情報入手・情報発信

観光施設等設置
ポスターから 携帯電話でＱＲ

コードを読み込むと

ウォーキングコース
案内看板から

ウォーキングコースマップ
（コースポイント案内）

知りたい情報
カテゴリーを
選んで
情報取得

ＴＯＰページ

コース情報・
周辺情報表示

ポイントを
選んで
詳細画面へ

現在地・詳細画面

周辺の位置情報、
ポイント情報を
合わせて表示

ウォーキング
イベントや
ウォーキング
講習情報も



ぐるり・おおひらモバイルまちナビ推進協議会

本システムを活用すると・・・

マップコード入りの案内看板とマップを用意して

携帯電話から案内ルートを検索できるシステムを

構築することにより手軽に効率よい地域周遊を楽

しめる。

周辺の観光施設等でマップコード入り観光マッ

プを配布、「パーク＆ウォーク」の提案をすること

で、自動車で訪れる観光客数の増加が見込める。

住民が発掘する地域情報をマップコードと連動

させ、配信することにより、観光スポットに行く動

機付けができる。

主要な玄関口である鉄道駅から観光スポットま

での案内機能が不足している。

自動車により、周辺の観光施設等を訪れる観

光客に対し情報発信を行い、町内の観光スポッ

トに立ち寄ってもらう工夫が必要。

住民参加で発掘した町の観光資源情報を集約

して発信するシステムがない。

大平町内大平町内家庭家庭

#153666を入力
カーナビの

マップコード検索でナビ

近隣のまち近隣のまち
（栃木市（栃木市etc.)etc.)

Map

●東武
新大平下駅

利用シーン①利用シーン①
電車で大平町へ

（駅から徒歩で周遊）

利用シーン③利用シーン③
近隣のまちから車で大平町へ

（パーク＆ウォーク）

P&W

#64652724

資料館
紹介文
書込み

モバイル
サイト

モバイル
サイト

まちナビ
ホームページ

まちナビ
ホームページ

カーナビカーナビ

利用シーン②利用シーン②
車で大平町へ

（パーク＆ウォーク）

家庭の
パソコン

●パーク＆ウォーク拠点
車から徒歩へ

切り替える場所（施設）

●目的地：
歴史民俗資料館

アクセス

近隣のまちへ

Map

案内看板案内看板

# 64652724を入
力すると資料館情
報を入手できる

#153666

目的地#64652724を
入力すると・・・
ルート案内開始

目的地#64652724を
入力すると・・・
ルート案内開始

マップコード入り地図情報
・旬の観光情報
ホームページから入手可能

旬の観光情報
地域住民・コンシェル
ジェによる書き込み

Map

ルート
案内

持参

持参

ルート
案内

マップマップ

マップマップ

マップマップ

施設で手に入れる

●観光施設・道の駅等
大平のマップコード入りマップの配布

ぐるり・おおひらモバイルまちナビ~マップコードによる観光案内~事業（栃木県大平町）



南房総発見伝ナビプロジェクト（千葉県館山市・南房総市）

ふさのくにプロジェクト戦略会議

本システムを活用すると・・・

地図情報（ロードマップ）、ミニ観光案内所、案

内板を場面ごとに適切に活用することにより、観

光スポットの情報やリアルタイムの情報などあら

ゆる場面に対応した、きめ細やかな最新情報の

入手が可能となる。

外国人観光客に対して外国語版地域観光情報

を提供し、英語をはじめとする多言語による情報

を入手できる。

来訪者が各観光施設においてQRコードを利用

した履歴（立ち寄り情報）を活用することにより、

来訪者のニーズ（観光行動）を把握することがで

き、今後の観光戦略の一助となる。

花や海といった自然を活かした観光資源が豊

富だが、その魅力が観光客に伝えきれていない。

道の駅へ多くの観光客が訪れているが、周辺

の観光スポットへの集客が少ない。

外国語の案内がないので、外国人観光客に興

味を持ってもらえない。

ロードマップ（一次情報）
⇒現地の巡り方を考える

ＱＲコードによる情報提供システムにエントリー

⇒基本属性入力／識別番号発行（データ記録用）

道の駅

ＳＡ・ＰＡ

ＱＲコード

ミニ観光案内所ミニ観光案内所

ミニ観光案内所ミニ観光案内所

ミニ観光案内所ミニ観光案内所

ミニ観光案内所ミニ観光案内所

道の駅

道の駅

寄り道
（バイウェ

イ）

ミニ観光案内所ミニ観光案内所

携帯で情報入手
⇒立ち寄り情報記録

ミニ観光案内所（二次情報）
⇒その時に、どこにどんな魅力

があるのかをより詳しく知る

案内板など（三次情報）
⇒その場所のより詳しい情報

を入手（ＱＲコードでアクセス）
ＱＲコード

買い物時にアクセス
⇒買い物情報記録

モデルコース

二次交通

道の駅

携帯で情報入手
⇒立ち寄り情報記録

南房総
いいとこどり
（既往サイト）

外国語にも対応

ミニ観光案内所ミニ観光案内所

ミニ観光案内所ミニ観光案内所



八丈島「しまめぐりナビ」事業（東京都八丈町）

八丈島「しまめぐりナビ」協議会

本システムを活用すると・・・

観光地図と島内観光スポットのＱＲコードによる

情報との組み合わせにより、位置関係を確認し、

併せて景勝地や温泉などの観光スポットを結んで

島内をナビゲートすることができ、ゆとりをもって

島全体を巡ることが可能。また、２カ国語にするこ

とで外国人も島の周遊ができる。

悪天候や災害など、アクセスに影響を受けやす

い災害情報といった「島ならではの情報」をいち早

く入手でき、安心して島めぐりをすることが可能。

島内交通やナビゲーション、案内標識、パンフ

レット、ポータルサイト、携帯電話に適した地図な

どの整備が不十分で、国内外に向けた観光コン

テンツの再構築や情報発信手法の検討が必要

である。

悪天候や災害時の観光客に対する情報発信

の方法が不十分である。

島内を効率よく、ゆとりをもって周遊

外国人旅行者
にも安心！

島ならではの情報などを
いち早くキャッチ！

map
２カ国語にも対応

八丈島に台風が近づ
いています。海岸付近
は危険ですので近寄ら
ないでください。

A massive tidal wave 
is impending to 
Hachijyo. Seaside is 
danger. Don't get
near to seaside.

ＱＲコードを読取ＱＲコードを読取り、り、ゲーム感覚ゲーム感覚
のイベントに利用できるのイベントに利用できる

情報を入情報を入
手！手！

赤い印の所に
キーワード
が・・

赤い印の所に
キーワード
が・・

宝を発
見！

宝を発
見！

地図上の絵を結び、
３つの線が交わる
ところに宝が‥

地図上の絵を結び、
３つの線が交わる
ところに宝が‥

QRコード



箱根や伊豆をひかえた交通結節点であるが、

観光客の多くが通過しており、市内に立ち寄る割

合が少ない。

地震などの有事の際における観光客への安全

の確保及び外国人、障害者、高齢者等情報弱者

への市内の円滑な移動、回遊のしやすい環境づ

くりが必要になっている。

駅・道・観光スポットによる広域回遊性向上計画（神奈川県小田原市）

小田原・箱根地区まちナビ観光協議会

本システムを活用すると・・・

観光施設だけでなく商店や歩道等に設置したカ

ラーコードにより、観光情報の他に交通情報、災

害情報等を一体となって提供するため、関係者間

の連携が図られ、地域が活性化するとともに、通

過点でない観光地としての魅力が増大する。

携帯電話でルート上の標識にあるカラーコードを

読み取ることにより、現地での観光情報のみでなく、

災害情報といった緊急情報もあわせた多言語の

「来た時情報」を入手することができ、誰でも安全・

安心・快適な回遊ができる。併せてカラーコードに

することで、偽造防止ができ、また容量が無制限

のため多くの情報提供が可能になる。

楽しかった！

●家●家

●小田原駅●小田原駅

地元ならではの
ウンチク・歴史
情報で土産話を
提供

災害時に誘導
できる情報提供

●観光名所●観光名所

地元ならでは
の美味しい店
情報

●美味しい店●美味しい店
（ランチ）（ランチ）

次に回る観光
名所の情報

●まちかど博物館●まちかど博物館

帰りの鉄道は・・・
鉄道の運行情報

バスなどの
バリアフリー情報

地元ならではの
ウンチク・歴史情報で
お土産話を提供

●おみやげ屋●おみやげ屋

観光ガイド、タクシー、
ボランティアなどを
呼べる安心なまち

地元ならではの
おみやげ情報

全部回るとプレゼントが
もらえる手づくり観光

昔の風景写真

誰でも安全・安心・快適誰でも安全・安心・快適
な回遊が可能になるな回遊が可能になる

『小田原角』
（小田原に伝
わる弓角昔
話）

カラーコードカラーコード

カラーコードカラーコード

カラーコードカラーコード

カラーコードカラーコード

カラーコードカラーコード

カラーコードカラーコード



通りの名前と起点からの距離を表す番号を使っ
て目的地を案内する「通り名で道案内」を携帯電
話で利用でき、手軽に目的地検索が可能。

目的別検索機能により、レンタサイクルやバス停、
土産物屋や食事処などの情報を簡単に検索でき、
また、それらの位置を地図表示できるため、目的
地に行きやすい。

距離計測機能により、目的地までや目的地間の
およその移動時間を事前に知ることができ、行
動予定が立てやすくなる。

携帯端末を活用した通り名で道案内システム（新潟県新潟市）

中心市街地である古町地区は、古くからの通り

や小路の名前が浸透し、日常的に使われている

が、土地勘のない人には分かりにくい。

◆首都圏との繋がりが強く、日帰りや短期滞在な

ど時間に余裕のない来街者も多い。そのため、

朝から営業している土産物屋や食事処の情報と

位置を、手軽に分かりやすく知ることのできる方

法が望まれている。

みなとにいがた通り名で道案内推進協議会

本システムを活用すると・・・

◆ 検索
通り名番号から検索
通りの名称から検索

目的別検索

バス停(古町周辺)から検索
 イベント情報から検索

朝マップから検索
現在地から検索(GPSの
み)

◆ 距離計算
目的地までの距離を計測
・

◆ 検索
通り名番号から検索
通りの名称から検索

目的別検索

バス停(古町周辺)から検索
 イベント情報から検索

朝マップから検索
現在地から検索(GPSの
み)

◆ 距離計算
目的地までの距離を計測
・

携帯サイトメニュー
●● 通りの名前と番号を入力通りの名前と番号を入力

［例：柾谷小路 40番］

地図を表示

現地には標示板を設置

●● 目的の施設を選択目的の施設を選択
［例：レンタサイクルステーション］

◆ レンタサイクルステーション 一覧
・大橋屋本町茶寮
・県政記念館
・みなとぴあ（新潟市歴史博物館）
・アスターホテル
・アルモにしぼり

◆ レンタサイクルステーション 一覧
・大橋屋本町茶寮
・県政記念館
・みなとぴあ（新潟市歴史博物館）
・アスターホテル
・アルモにしぼり

さらに

地図を表示

●● 起点と終点を起点と終点を選択選択

［例：起点 新潟駅，終点 西堀通り50番］

■ 計測結果
距離：約2270ｍ
経由：東大通 -柾谷小路 -西堀通り
時間：徒歩34分 ／ 自転車11分

■ 計測結果
距離：約2270ｍ
経由：東大通 -柾谷小路 -西堀通り
時間：徒歩34分 ／ 自転車11分

所用時間を

事前に確認



出発前には、観光情報やマップとお楽しみルート

を兼ね備えた「旅のしおり」を、ＨＰ上で容易に作

成でき、観光客の趣向に応じた旅が可能となる。

移動中は、「旅のしおり」や携帯サイトに記載して

あるマップコードを使って快適なドライブを満喫で

きる。

市内観光時には、QRコードを使って容易に観光

情報を収集することができるため、観光客が行

動範囲を広げることが可能となる。

柏崎観光ナビ構築事業（新潟県柏崎市）

柏崎は1市2町の合併を機に、これまでの夏場主

体の海観光だけでなく、多彩な時代背景により

育まれた地域資源と文化が加わり、山観光や四

季折々の個性ある資源を有することとなった。

しかし、現状では観光情報の受発信の仕組みが

脆弱で、観光客などにタイムリーな情報が提供さ

れていないという観光戦略上の大きな課題を抱

えている。

柏崎観光ナビ推進協議会

本システムを活用すると・・・

移動中、目的地を変更したい場
合は、携帯サイトにアクセスし
、マップコード等を入手する。

旅ナビ柏崎にアクセスし、自分だけの
「旅のしおり」をつくる。事前の下調
べから楽しめ、現地で使う自分だけの
ガイドブックとなる。

出発前出発前

移動中移動中

目的地のマップコードを
カーナビに設定する。

急遽、伝統芸能を鑑賞

例えば…

市内観光市内観光 周辺の土産店、食事
処等のマップコード
等を入手する。

市内50箇所にQRコード設置 柏崎の旬の食を堪能

※全ての場面において、カーナビが目的地
まで迷うことなく案内してくれる。



パンフレットやバス停等のＱＲコードを読み取る

ことで、観光情報や周辺のお店情報、次の目的

地への公共交通情報を容易に取得できる。

観光客が自ら情報発信できるＳＮＳを構築し、観

光客の視点で情報提供することも可能。

ＩＣカードを各所に設置した情報端末にかざすこと

で、外国人観光客であっても欲しい観光情報や

位置情報を容易に取得できる。

たかおかナビプロジェクト（富山県高岡市）

有力な観光資源が点在しており、観光資源を繋

ぐ公共交通機関が分かりづらいため、快適なま

ち歩きができず、結果として観光客が短期滞在と

なりがちであり、周遊観光を浸透させる必要性が

高まっている 。

外国人観光客にとって、外国語標記の案内が少

なく、不充分である。

たかおか観光戦略ネットワーク

本システムを活用すると・・・

主要観光スポットに設置された
「情報端末」にICカードをかざすと・・・

ICカード固有番号を記録し、利用の
履歴を蓄積する。
⇒観光客の動向がわかる。

カード利用履歴から必要とする
言語で速やかに観光情報が
発信できる

電停・バス停またはパンフレトの
QRコードを読み取ると・・・

観光スポットの情報を
閲覧できる。

周辺の飲食店や
観光施設，トイレなどが
検索ができる。

主要観光スポット間の
乗り換え情報が閲覧できる。

情報端末（多言語対応）

携帯電話向けQR
コード（日本人向）

地域ＳＮＳ（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）

口コミ情報などを収集・発信



携帯電話等を活用した観光客移動支援調査 （石川県白山市）

白山商工会 白山麓・賑わい創出事業 実行委員会

本システムを活用すると・・・

地域の詳細な観光情報を入手

地域が一体となったマーケティング活動

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
取
る
と
・・

パンフレット

スタンプシール

パンフレット

次に向かう観光施設情報を入手

お客様のご注文を
きいてから手打ち
する「打ちたての
“そば”」。豆腐作り

体験などの季節
の体験もできます。

体験民宿 白山里山商店

岩間温泉

さらりとした肌ざわ
りが心地よい湯に
は、主成分である
食塩のほかに、硫
酸やカルシウムイ
オン、二酸化・・・・

地域の最適な交通情報を入手

白山の恵みサイト
http://hakusan-no-megumi.jp/mobile/

各施設の顧客評価等

収

集

デ
ー
タ

事業所が閲覧

観光客

観光地

白山麓地域は白山登山、白山スーパー林道、

多くの天然温泉といった観光資源を四季折々の

楽しみ方で体感できる観光地であるが、効果的

な情報発信の不足により観光入込客数・観光消

費額が年々減少 。

金沢駅や小松空港からの乗継ぎが複雑なため、

公共交通機関を活用した地域内の周遊観光が

困難。

携帯電話等を活用した観光情報取得や電子スタ

ンプラリーシステムにより、地域の観光資源の魅

力を充分に楽しむことでき、携帯電話等を活用し

た交通検索システムにより、地域の最適な交通

情報を取得できる 。

各施設の顧客評価等から観光客の動向をトレー

スすることで、地域が一体となったマーケティン

グ活動を行うことができ、観光客の満足度向上

に繋がる。

電子スタンプ
ラリーに参加



ＱＲコード付パンフレットまたはＱＲコードからモバ

イルサイト掲載施設のURLを登録することにより、

観光情報や観光施設・飲食店などの必要な情報

が周辺地図とともに取得でき、直接そのサイトか

らお店に電話を掛けることも可能となる。

また、中心市街地までの観光客誘導手段として、

携帯モバイルサイトでリアルタイムな情報や、立

寄りたいと思わせるサービス特典を提供する。

駒ヶ根まちめぐりナビプロジェクト （長野県駒ヶ根市 ）

駒ヶ根市には年間１５０万人の観光客が訪れて

いるが、的確な情報発信がなされていないため、

駒ケ岳ロープウェイや温泉宿泊施設など一部観

光エリアに来訪者が偏っている。

このため、駒ケ根名物「ソースかつ丼」等の地域

の隠れた魅力を観光客へ的確に情報発信し、観

客を駅前中心商店街等へ誘導する等、滞在交流

型観光が求められている。

早太郎温泉事業協同組合

本システムを活用すると・・・

①旅行前にホームページから
自宅にてマップダウンロードで
観光情報取得

②駒ケ根市へ移動後、
主要観光施設にてマップ取得

ダウンロード

観光地や商店などのポスター、ステッカー
観光パンフからＱＲコード取得

ポスター
ステッカー

パンフレット

③中心商店街の飲食店・お土産
店等にて紹介された情報をＱＲ
コードから取得

QRコード撮影

観光客の
携帯電話

QRコードで必要な観光施設等

を検索観光ガイドとして利用
（写真、説明、マップ付）

ソースカツ丼店情報

駒ケ根市内の協力店
参加によるタウンページ

（店名・住所・TEL）

QRコード



距離感を正しく表示したマップや情報を一元化す

るための冊子、ＱＲコードとの連携により、迷わ

ず見所に行くことが可能となり、英語版の携帯サ

イトの構築等により、外国人への情報提供も可

能となる。

街中の見所約３０箇所に簡易看板を設置し、そ

の場で詳細な情報の取得が可能な他、モデル散

策コースを設定し、消費カロリー計算機能を盛り

込むことで、運動効果や散策が楽しめる。

野沢温泉観光ナビ事業（長野県野沢温泉村）

野沢温泉村は「温泉とスキー」で発展してきたた

め、昔ながらの細い路地や温泉街としての風情

を残しているが、道に迷い目的地に行けないこと

が多い。

観光資源毎のパンフレットでは、その魅力や内

容を充分伝え切れておらず、各見所の詳細な情

報を一元的に紹介している媒体がない。 また、

外国語による情報提供も不足している。

野沢温泉まちナビ協議会

本システムを活用すると・・・

ポスターや一元化冊子からＱＲコードを撮影

簡易看板からＱＲコードを撮影

http://www.nozawaonsen.co.jp

施設情報（英語版）

カロリー計算表示

のざわんだーらんど

食べる
泊まる
見る・歩く
おみやげ
ライブカメラ

散策に出
掛ける前
でも必要
な情報を
収集可能

散策中も
詳細な施
設情報を
収集可能

まちナビ
MAPで迷
わず散策

散策後の
お楽しみ
も！



浜松・浜名湖まちづくりナビ（静岡県浜松市等）

浜松・浜名湖まちづくりナビ推進協議会

本システムを活用すると・・・

携帯電話や、各施設に設置したパソコンから、
各施設が提供する本日の情報や観光コースをタイ
ムリーに入手できる。

観光施設に設置したICリーダーに携帯電話を
かざすことで、施設紹介のほか、外国語案内や、
他施設への地図が入手できる。

携帯電話の決済システムとポイント連動の仕組
みを活用し、来訪者の誘客、誘導やリピーターの
増加を促す。

携帯電話や、各施設のパソコンから、
タイムリーな情報を見ることができる。

ジャンル別に整理された
新着順の情報ページ
観光コースの案内もある

施設に設置した、ICリーダーから他施設への案内や、外国語案内が
入手できる。

施設に設置した、携帯電話決済端末で
決済をすると、地域内で利用できる
クーポンを入手できる。

■タイムリーな情報を入手できる

■ICカードリーダーで情報が入手できる

■携帯電話で決済するとクーポンが入手できる

当地域は広域に点在する観光資源の情報発
信と多様化・細分化する観光客の情報取得のミ
スマッチが交流人口の増加、回遊性の拡大を阻
害する要因となっている。

既設のオプショナルツアーは顧客満足度が高
いものの、魅力発信が不十分な為、新規顧客獲
得につながっていない。



ライブ富士

三島市内の季節感あふれる新鮮な環境情報や

富士山の現在の眺望が携帯電話でも入手でき、

せせらぎをはじめとする三島の環境資源の多彩

な魅力をより深く理解できる。

市内の水辺環境やせせらぎスポットを効率よく散

策でき、新鮮でわかりやすい地元情報を携帯電

話を活用して手軽に入手できる。

カワセミ
源兵衛川

ミシマバイカモ

せせらぎの街・三島ぐるっとエコツアーナビ（静岡県三島市）

三島市は、富士山水系の湧水の美しい水辺自

然環境を有するが、魅力的な環境資源の存在や

生き物の生息状況、せせらぎの街再生のドラマ

やノウハウなど、三島の魅力である多様な環境

情報の総合的な受発信力が弱い。

せせらぎ散策ルートも整備されているが、わかり

やすい道案内システムが不十分であり、観光客

にとっての効率的な散策が困難。

せせらぎの街・三島ぐるっとエコツアーナビ推進協議会

本システムを活用すると・・・

湧水・河川 植物 生きものライブ
富士

最新
投稿
情報

最新
エコ
情報

せせらぎｼﾆｱ元気工房

最新投稿情報

１．05/19  水の苑緑地でホ

タルが飛びはじめました
２．05/20  ホタルの飛翔の

様子を撮影しました
３．05/21 源兵衛川にカワ

セミが飛んでいました
※現在の富士山が見える

せせらぎ案内サインやみ
しまっぷのQRコードなど
からアクセス

http://mishima-navi.jp/

三島観光地図
「みしまっぷ」

■お知らせ

１最新投稿情報

■ジャンル別一覧

１．生きもの

２．植物

３．湧水・河川

６．ライブ富士

７．最新エコ活動



一元化された観光情報データベースに地図情

報を追加し、ウェブ・携帯・データ放送で活用でき

る総合データベースを構築することにより、観光

客の用いる様々な媒体からデータを入手できる。

携帯サイトにアクセスしやすい「ＱＲコード」を標

識やパンフレットに表記し、移動しながら周辺の

観光情報や地図情報を活用することができる。

ワンセグ放送を活用して観光情報を取得するし

くみを構築し、新規観光客を誘客する。

観光客が総合データベースに観光地の評価を書

き込めるしくみを構築し、閲覧者に観光に訪れる

動機を促す。

知多半島めぐりあい旅ナビ協議会（愛知県知多半島）

◆セントレアスポットツアーの実施等、知多半島全

体で観光客集客のための動きが進んでいる。

◆2008年知多四国霊場200年に向けて、きめ細か

な観光情報を発信し、観光客の利便性を高める

必要がある。

知多半島めぐりあい旅ナビ協議会

地図DB

既存の「観光情報」
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに新たに
「地図情報」を連動さ
せ、地図表示を可能
にする

ちたまるナビHP
http://www.chitamaru.jp

ちたまるナビ携帯ｻｲﾄ

QRｺｰﾄﾞから簡単ｱｸｾｽ

ﾜﾝｾｸﾞﾃﾞｰﾀ放送からｱｸｾｽ全ての観光情報に
「緯度経度」を設定

上：ﾏｯﾌﾟ表示

下：ﾕｰｻﾞｰｺﾒﾝﾄ

総合データベース

本システムを活用すると・・・



高野山観光ナビ「ゆびナビ」（和歌山県高野町等）

高野山観光ナビ準備会

本システムを活用すると・・・

高野山観光客はほとんどが奥の院への参詣

が目的であり、バス停及び駐車場から奥の院ま

で名所旧跡や貴重な文化財が多く存在するエリ

アを通らずに行けるため、滞在時間が短く、名所

旧跡・ローカルスポット等への立ち寄りが少ない。

また景観上、駐車場～奥の院に広範囲の案内

板の設置も困難な状況である。

サーバーおサイフケータイでＵＲＬを取得 ＱＲコードでＵＲＬを取得

観光案内 お帰り検索

高野山のお勧め散策コースや、
見どころ、お店などをご紹介しま
す。

いろいろな情報を入手

総本山金剛峯寺

文禄二年（1593）、

豊臣秀吉公が亡き
母堂の菩提を・・

高野山内のバス停から、南海電
鉄高野線の主要な５駅までの到
着時間や乗換駅を検索できます。

モデルコース

・電車お急ぎコース

バスで移動する４時
間散策コースです

・電車ゆったりコース

バスで移動する６時
間散策コースです。

携帯電話で、ポスターやガイドブック等のＱＲ

コードを読み取ることにより、観光モデルコース

や乗り継ぎ情報を入手することができ、また、Ｇ

ＰＳ機能付携帯電話では、ルート情報を音声付

きで案内する。さらに、配信登録することにより、

観光情報等が自動配信される。

高野山駅と観光協会中央案内所の2ヵ所に設置

されている、ＦｅｌｉＣａリーダー（おサイフケータイ

にＵＲＬを送る装置）を使うことにより、簡単にサ

イトにアクセスすることが出来る。

携帯電話携帯電話



人間文化の原風景～ご縁をつなぐ神仏の通ひ路～まちめぐりナビプロジェクト(宍道湖・中海・大山圏域)

マップコードを添付したマップの作成・配付により、

社寺や、景観スポット等への観光客等の周遊が

円滑化する。

代表的な景観スポットに設置した風景案内板

のQRコードから、風景やその背景にある神話等

の情報を入手することができる。また、山陰ポー

タルサイトとのリンクにより、圏域全体のイベント

情報等についても入手することができる。

官民による県境を越えた広域連携が図られる中、

全国初の社寺が連携した神仏霊場が開場し、

「出雲國風土記」の原風景を残す地域資源を活

用した更なる誘客策が求められるようになった。

一方、全国的な知名度を持つスポットは少なく、

本圏域を訪れる観光客にとっては目的地の所在

が分かりにくく、資源の魅力が十分に伝わってい

ない。

宍道湖・中海・大山圏域まちナビ協議会

本システムを活用すると・・・

地図上にマップ
コードを表示

9桁の数字が現地へ誘導

景観スポットには風景案
内板を設置

風景案内板に設置した
QRコードからスポットや

背景の神話等の情報を
入手

紹介ページ トップページ

風景案内板 山陰ポータルサイト
とリンクさせ、圏域全
体の情報を入手

まちなびマップ

ポータルサイト



各地に点在するアカデミックな地域資源を案内する

本システムにより、自動的に観光地の解説や周辺

の食事・休憩施設情報を取得できる。

本システムには、ルート検索機能が搭載され、観

光客のニーズや所要時間を考慮した観光ルート設

定ができ、初めての人でも船の時間等に合わせ効

率的な観光ができる。

本システムでは、統計的に観光客のニーズを把握

でき、今後のサービス改善に役立てられる。

隠岐まちナビ（島根県隠岐の島町）

隠岐の観光地は、既存のナビシステムでは把握

されていない箇所が多く、観光客のニーズに応

え難くなっている。

離島であることから、船の時間等に観光時間が

制約され、観光客が時間に応じたルート設定を

行うことは困難。

風待ち海道協議会

本システムを活用すると・・・

●歴史

●文学

●自然

●食

観光コース選択

終了 選択

玉若酢命神社

終了 ОＫ 戻る

隠岐の総社として
創建された神社で

終了 ОＫ 戻る

携帯ナビシステム 興味ある観光
コースを選択する

時間に合わせた
コースメニューを

選択できる

●6時間コース

●神社コース7

●神社コース3

●島後1周コース

歴史コース選択

●ゆったり1周

終了 選択

隠岐専用ナビの
案内で

観光ポイントへ

観光ポイントに着く
と資源情報が自動的

に表示される

観光ポイント毎の
データベース

観光ポイントの
周辺情報

(食事処、休憩所)
も充実



QRコードを携帯電話で読取ることにより、一般

の観光パンフレットや観光マップに掲載されてい

ない情報、行きたい場所や知らなかった観光情

報を道を移動しながらリアルタイムに受信するこ

とができる 。

事業者が自らの情報を発信できる仕組みを構築

し、 観光客の視点で情報提供できる。セルフガ

イダンスシステム（人による案内を伴わない詳し

い説明・解説）として情報提供ができる

「南阿波まるごとナビ」システム（徳島県南部地域）

近年、ニューツーリズムに取り組んでいる が体

験場所はカーナビに入っていないような道等を

利用しなければ到達できない。

海洋での体験等は晴天の場合でも中止される場

合があり狭いエリアでのリアルタイムのナビシス

テムが求められている。

南阿波観光振興協議会

本システムを活用すると・・・

天気はいいけ
ど海が荒れて
いるから体験
は中止した
の！！

はい了解しました、○○
号線の通行止めも入力
しておきます

旬の創作料理が出
来たから情報を変更

しなくちゃー

道の駅などに備え付けら
れた体験や観光マップの
QRコードで行きたいところ
の詳細情報の検索・関連
情報の入手
TEL.No FMナビ周波数を
カーナビに入力することで
音声誘導情報を受信

道端に設置

IC「まるごとナビ」

カーナビに搭載されない道情報

体験は中止らしいから
他のどこかいいとこな
いかしら？．．．．あっ
たわ！ここにしましょう。
だけどへんぴな所みた
いね
だけど「まるごとナビ」
で案内してくれるそうよ、
早く行きましょう

目的地（例）
山羊の乳搾り体験

体験観光業者 A

事業運営者 Web情報

リアルタイムな情報

体験マップや観光マップ

Web携
帯情報



地域資源を活用した現代アートが設置されてい

る町内5つの大字ごとに外国語併記されたマップ

を作成し、各作品ごとの案内板に記載されたQR

コードから携帯サイトにアクセスすると各作品の

紹介や位置案内を入手できる。それらにより、県

道や町道だけでなく、迷わずに山道を散策するこ

とができる。

アートでつなぐ里山の彩生いやしロードプロジェクト（徳島県上勝町）

「彩産業（葉っぱ産業）」の視察者や、国内外か

らの観光客が増えている上勝町では、町内に点

在する上勝アートプロジェクトの屋外作品や自然

豊かな観光地を、迷わずに効率よく巡る観光

ルートの確立や外国語による案内の充実が求め

られている。

里山の彩生連絡会議

本システムを活用すると・・・

日比野克彦氏：射手座造船所

たほりつこ氏：ﾄﾎﾟｽ彩り2007

樫原の棚田

アート作品
ごとにQR
コード入り
の看板が！
携帯で撮影
して紹介サ
イトへ～

5種類のマップには作
品紹介と、町内に点
在する観光地の紹介
も！

5種類のマップには作
品紹介と、町内に点
在する観光地の紹介
も！



観光施設等に設置された非接触型端末やQR

コードから、携帯電話のまちナビサイトにアクセ

スし、観光スポットの写真・地図等の十分な情報

をタイムリーに入手できる。

現在位置と目的地の位置関係を明確にすること

により移動目標、最適経路、移動時間を提示し、

観光客のスムーズな移動が可能となる。

「恋人の聖地 う～みん」のまちめぐりナビプロジェクト（香川県宇多津町）

瀬戸大橋の麓に位置する宇多津町は、他県から

観光客を受け入れているが通過型が主である。

観光スポットを見るだけの観光で、周遊する観光

客が少ないため地域情報の提供が求められて

いる。

宇多津町恋人の聖地活用検討協議会

本システムを活用すると・・・

ＲＦＩＤ装置や
ＱＲコードから
アクセス・・・

観光情報やルート

案内情報を入手

英
語
版



街中に設置したＱＲコードを読み取ることで、観

光地の施設情報、目的地や観光ルート等の案内

情報、イベントやお店情報等をタイムリーに入手

できる。

空港や駅などで配布されたアクティブタグから携

帯でメンバー登録すると、街中を移動中、無線ポ

イント付近を通過すると周辺の情報が自動的に

メール配信される。

アクティブタグを返却すればお土産がもらえる。

松山まちめぐりナビプロジェクト（愛媛県松山市）

松山市は、いで湯と歴史と文学のまちとして広く

知られている有数の宿泊観光地であるが、半日

程度で見て回る観光形態が主であり、滞留時間

を延ばす工夫が求められている。

松山まちめぐりナビプロジェクト協議会

本システムを活用すると・・・

ＱＲコードからアクセス

アクティブタグから
登録

ハイクナビに接続ハイクナビに接続

観光情報や地域情報を入手観光情報や地域情報を入手

エリア内のお得
情報(クーポン等) ルート案内情報 観光地情報

自動メール配信



これまでマップには記載できなかった、観光資源

の詳細情報や最新情報を音声で聞きながら、楽

しく散策することができる。中心部においては、

外国語（英語、韓国語）の情報が得られる。

観光ボランティアの知識量に左右されず、その手

軽さから自由に活用され、より多くの方々が周遊

するでき、観光地に対する理解度も上がる。

ＨＰ上でも音声（日本語）を聞くことができ、事前

の情報収集・事後の再確認が可能となっている。

音声ガイドシステム～久留米「ほとめき」まちナビ～（福岡県久留米市）

久留米市の歴史資源・自然等の地域の魅力を

伝える散策ツアー（ほとめき歩き）を３地域で実

施（予定）しているが、ボランティアガイドの人数

に限りがある。また、外国語での案内についても、

外国語を話せる人材が少なく、生の声でのガイド

に頼ることができない。

また、個人で観光スポットに行ってもガイド機能

を有していないため、十分に魅力を伝えきれない。

久留米「ほとめき」まちナビ推進協議会
（※「ほとめき」 とは筑後地方の方言でおもてなしの意味です）

本システムを活用すると・・・

観光施設・地域
の情報を得たい

現地でMAP上の番号と

ダイヤルを合わせる

音声ガイドシステム を借りよう!!

久留米に到着

貸出場所は市内主要拠点４箇所 LET’S GO

・西鉄久留米、・JR久留米、・草野、・田主丸

MP3機器、MAP、使用マニュアルをもらう

情報項目数 計１００

・中心部４５箇所

（英語、韓国語有）

・草野２７箇所

・田主丸２８箇所

楽しい案内
が次々と!!
ゆっくり散
策楽しもう!!

HP上でも楽
しめるよ!!

楽しんだ後は、
元の場所に返却

現

へ
地



観光客が所有する、若しくは貸し出すＧＰＳ機能

付き携帯電話を利用して、観光案内、食事、宿

泊、目的地までのルート等その位置での観光情

報を取得できるシステムにより、移動の円滑化

が図れる。

参加店舗がコメントやイベント情報を登録するこ

とで誘客が図れたり、口コミ情報をジャンル別に

携帯サイトへ投稿できる。そのため常に新しい情

報をユーザーへ提供することができる。

平戸地域位置情報及び観光情報取得支援システム（長崎県平戸市）

平戸市は１６世紀中頃から日本最初の海外貿易

港としての歴史・文化や、西海国立公園の自然

など豊富な観光資源を活かして、交流人口の拡

大による観光地づくりを目指している。

泊食分離など新しいシステムの推進において食

事情報の提供不足のため観光客にとって地域内

の円滑な周遊が困難であり、紙媒体には掲載さ

れていない観光資源も多数存在している。

大航海時代の城下町ナビ・プロジェクト協議会

本システムを活用すると・・・

補完

携帯電話
モバイル

いつでもどこでも、
同じ情報を数に限り
なく提供できる。

観光ガイド
ブック

大まかな位置や
旅行行程の計画
を立てるには十分。

１．リアルタイムな情報の提供 →新着情報、クチコミ投稿
２．搭載が原則義務化されたGPS機能を活用

→現在地を特定できる機能活用
３．収集欲、達成感を提供 →携帯でお宝探し

４．ゲーム性、遊び心の提供 →携帯でスタンプラリー
５．WEBの地図に展開し、上空からの視点を提供

→旅の記録を表示する

通訳（外国語対応）

ＨＰ（http://www.hirado-net.com）や、紙媒体からの
情報提供

紙媒体
(QRｺｰﾄﾞ)

情報

■初めて行く場所で到着後すぐに知りたい情報は？

駐車場・トイレ・食事場所・土産店などの情報は位置情報

があると便利



地域の情報を
ブログで配信

利用者は、地域住民が公開するブログを読むこ

とで事前にツーリズムを仮想体験し、安心して地

域を訪問することができる。

ブログで紹介された地図情報をカーナビに転送

し、目的地に設定することで案内板やマップ情報

が整備されていない所でも、確実に目的地まで

たどり着くことが可能となる。

ブログとカーナビの連動によるツーリズム情報配信システム
～九州のムラめぐりナビプロジェクト～（安心院・小国町・蒲江）

‘ツーリズム’は、地域との交流をはじめとする

たソフト的な要素がキーワードとなるため、実体

験なしにはその良さが伝わりづらい。

‘ツーリズム’の受地は、従来の観光地ではない

ため、案内板やマップ情報も整備されておらず、

実際に訪れるのが困難な場合が多い。

九州のムラめぐりナビプロジェクト推進協議会

本システムを活用すると・・・

地域住民なら
ではの視点で、
リアルなツーリ
ズム情報を配

信

地図情報を
カーナビに転送

案内がない場
所に迷わず
到着！

転送された情報
を目的地に設定

※地図情報が受信可能なカーナビに限ります。



地域SNSに書き込まれるクチコミ情報やおすす

めルートなどをパソコンや携帯電話から閲覧する

ことで、地域に密着した観光が楽しめる。

携帯電話からSNSサイトにアクセスし自分のいる

地域周辺の情報を探索できる。

海外からの観光客は英語版フリーペーパーを活

用してやんばる地域や名護市内の観光名所や

飲食店情報を入手し地域住民との交流ができる。

地域SNSを活用したやんばる観光ガイド（沖縄県北部地域）

沖縄県やんばる地域は豊かな自然や史跡など

に恵まれているが、観光客を市街地へ誘導する

仕組みが十分ではない。

地域の生活文化等に触れる参加・体験型観光

等の情報が十分には伝えきれていない。

観光客が地域の人達とコミュニケーションを図る

場が少ない。（その情報を得る手段も少ない）

やんばるあっちあっち協議会

本システムを活用すると・・・

名護市地域SNS クチコミ情報からやんばる地域の
情報を得る

おすすめルートを参考に観光地
を巡る（目的地までのルート案内）

【パソコンから】

【携帯電話から】

自分のいる場所周辺の
情報を入手し探訪する。

【英語版フリーペーパーから】

おすすめルートの拠点
までの道案内

SNS会員になる
ことで自らも情報
発信ができる

やんばる地域の観光情報、
生活情報など情報を入手



まちめぐりナビプロジェクト 問い合わせ先
県名 協議会名称 問い合わせ先 プロジェクト紹介ホームページアドレス

北海道 はこだて観光情報学研究会分科会函館まちナビ協議会
はこだて観光情報学研究会分科会函館まちナビ協議会
Tel：０１１－７０６－６４９６

青森県 あおもりＩＴＳ推進研究会
ＮＰＯ法人青森ＩＴＳクラブ
Tel：０１７－７６２－３１９０

http://www.a-its.jp/

宮城県 気仙沼コンベンションビューロー協議会
気仙沼市産業部観光課
Tel：０２２６－２２－３４３８

秋田県 よこて情報局推進協議会
横手市観光連盟
Tel：０１８２－３２－１１７０

http://yokonavi.net/pc/index.html

山形県 米沢あるき推進協議会
米沢商工会議所総務企画部
Tel：０２３８－２１－５１１１

http://yyw.jp/pc/

福島県 日本風景街道「城下町あいづ道草街道」推進協議会
会津若松商工会議所総務部事業推進課
Tel：０２４２－２７－１２１２

福島県 岳温泉観光協会
岳温泉観光協会
Tel：０２４３－２４－２３１０

http://www.naf.co.jp/dake/

栃木県 ぐるり・おおひらモバイルまちナビ推進協議会
ＮＰＯ法人地域交流センター
Tel：０３－３５８１－２７００

千葉県 館山市観光まちづくり戦略会議、南房総市まちナビ推進協議会
館山市経済観光部商工観光課
Tel：０４７０－２２－２５４４

http://www.mboso-etoko.jp/navi/

東京都 八丈島「しまめぐりナビ」協議会
八丈町産業観光課
Tel：０４９９６－２－１１２１

http://www.8jyo.jp/topix/topix4190901.html

神奈川県 小田原・箱根地区まちナビ観光協議会
（社）交通バリアフリー協議会
Tel：０３－３５８４－５０３２

新潟県 らくらく古町　通り名で道案内推進協議会
新潟市街づくり推進課
Tel：０２５－２２６－２５６９

http://www.welcomeniigata.jp/torina/

新潟県 柏崎観光ナビ推進協議会
柏崎市産業振興部観光交流課
Tel：０２５７－２１－２３３４

http://www.tabinavi-kashiwazaki.com/

富山県 たかおか観光戦略ネットワーク
高岡市産業振興部商業観光課
Tel：０７６６－２０－１３０１

http://www.cool-takaoka.jp/

石川県 白山商工会　白山麓・賑わい創出事業　実行委員会
白山商工会
Tel：０７６１－９４－２８２８

http://hakusan-no-megumi.jp/

長野県 早太郎温泉事業協同組合
駒ヶ根市産業振興部商工観光課
Tel：０２６５－８３－２１１１

http://www.koma-navi.jp/mobile/

長野県 野沢温泉まちナビ協議会
野沢温泉旅館組合
Tel：０２６９－８５－２０５６

http://www.nozawaonsen.co.jp/aboutus/

静岡県 浜松・浜名湖まちづくりナビ推進協議会
浜松・浜名湖まちづくりナビ推進協議会
Tel：０５３－４５８－００１１（（財）浜松観光コンベンションビューロー内）

http://www.hamazo.tv/_t53

静岡県 「せせらぎの街・三島ぐるっとエコツアーナビ」推進協議会
「せせらぎの街・三島ぐるっとエコツアーナビ」推進協議会
Tel：０５５－９８３－０１３６（NPO法人グランドワーク三島内）

http://mishima-navi.jp/pc/index.html

愛知県 知多半島めぐりあい旅ナビ協議会
知多半島めぐりあい旅ナビ協議会
Tel：０５６９－２０－０１１２（日本福祉大学知多半島総合研究所内）

http://www.chitamaru.jp/

和歌山県 高野山観光ナビ準備会
高野町まちづくり推進課
Tel：０７３６－５６－３０００

http://www.town.koya.wakayama.jp/sonota/yubinavi.html

鳥取県
島根県

中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会
松江商工会議所
Tel：０８５２－３２－０５０４

http://navi.sanin.jp/machinavi/

島根県 隠岐諸島地域広域連携観光交流推進協議会（風待ち海道協議会）
隠岐の島町建設課
Tel：０８５１２－２－８５６４

徳島県 南阿波観光振興協議会
（株）アボバ企画
Tel：０８８－６２６－０７０７

http://minamiawa.jp/

徳島県 里山の彩生連絡会議
上勝町産業課

Tel：０８８５－４６－０１１１

香川県 宇多津町「恋人の聖地」活用検討協議会
宇多津町建設課・産業振興課
Tel：０８７７－４９－８００９

http://town.utazu.kagawa.jp/2kanko_sanshin/umin2.html

愛媛県 松山まちめぐりナビプロジェクト協議会
松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部

Tel：０８９－９４８－６９９７
http://www.ndo.jp/haiku_navi/

福岡県 久留米「ほとめき」まちナビ推進協議会
久留米市文化観光部観光振興課
Tel：０９４２－３０－９１３７

http://www.kttnet.co.jp/hotomeki-navi/

長崎県 大航海時代の城下町ナビ・プロジェクト協議会
（社）平戸観光協会
Tel：０９５０－２３－８６００

http://www.hirado-net.com/navi/index.php

熊本県・大分県 九州のムラめぐりナビプロジェクト推進協議会
（株）マインドシェア内 九州のムラ出版室
Tel：０９２－４１８－３１００

沖縄県 やんばるあっちあっち協議会
名桜大学北部生涯学習推進センター
Tel：０９８０－５４－０７０７




