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ＪＴＢパブリッシング 「るるぶ」

全国各地の観光情報を徹底的にガイドしたエリアマガジン。最新情報をビジュアルな特集で
紹介 旅行者はもちろん 地元の人にも役立 身近でおトクな情報満載の 冊紹介。旅行者はもちろん、地元の人にも役立つ、身近でおトクな情報満載の一冊。

■国内地域別シリーズ ■目的別シリーズ ■るるぶナビドライブシリーズ

ＡＰＩ

★「発行点数世界最多の旅行ガイドシリーズ」 として★「発行点数世界最多の旅行ガイドシリーズ」 として
ギネス世界記録™に認定された「るるぶ」

1984年8月から2010年11月までの旅行ガイド発行点数3791点が世界一と認
められ、世界各国で旅行ガイドシリーズが発行されている中、日本の「るるぶ」められ、世界各国で旅行ガイドシリ ズが発行されている中、日本の るるぶ」
が発行記録で世界一と認めらました。（認定日：2010年12月16日）
２０１１年１２月に発売された「るるぶ沖縄」４，０００号を迎えて
います。
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出版業界の概要

【出典】 出版科学研究所調べ
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【出典】 出版科学研究所調べ



当社のソリューションビジネス

お客様（自治体・企業）の
課題① オリジナル印刷物の制作 ③ 観光情報データベースの提供
課題① オリジナル印刷物の制作 ③ 観光情報デ タベ スの提供

【カスタム出版】 【観光情報コンテンツデータ提供】

「るるぶ」ブランド

+

【カスタム出版】
自治体や企業の協賛により、無料配布型の「るるぶ
特別編集版」を制作。ネットワークを活かし、ＪＴＢ店頭
等での配布提案も行います。
【会員誌制作】
カード会社や金融機関等、会員組織を持つ企業様に

ビ

当社のガイドブック制作の中で蓄えた、国内、
海外の観光情報データベースを販売。観光情報、
イベント情報、その他季節情報も販売しています。
ポータルサイト運営会社、カーナビゲーション、
ＰＮＤメーカー等に利用されています。

観光コンテンツデータ

+

+

大使企業のサービスを活用した旅行をご案内する
会員誌を制作します。

② 当社媒体を活用した広告展開
④ Ｗｅｂサービスの提供

企画力・編集力

システム開発・サイト運営

+

+
当社刊行媒体【媒体広告】

「るるぶ」のほか、50代以上の読者をターゲットに、毎月
直接読者にお届けする定期購読誌「ノジュ ル」 国内

【サイト/アプリ運営】
【モバイルスタンプラリー運営】

観光情報の提供のみならず、当社コンテンツを+
ＪＴＢグループのネットワーク

直接読者にお届けする定期購読誌「ノジュール」、国内
観光情報提供サイトで最大級のアクセス数を誇る
「るるぶ.ｃｏｍ」などを活用した広告プロモーションを、
内容の予算に合わせて企画提案いたします。

活かしたインターネットサイトやアプリの運営を
行います。また、観光地の周遊を促す「モバイル
スタンプラリー」運営も、自治体や鉄道会社様など
から好評を得ています。

+
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るるぶＤＡＴＡ① 全国の観光情報

■ 「るるぶ長崎・ハウステンボス」本誌 ■ 国内観光情報 約４０，０００件

緯度経度の付与
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るるぶＤＡＴＡ② イベント情報

■「るるぶ長崎・ハウステンボス」本誌 ■ （イベントデータ）
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るるぶＤＡＴＡの特長

① ガイドブック「るるぶ」制作時のコンテンツをベースにデジタルデータを整備

当社が毎年観光情報収集にかけている費用
→ 年間１０億円以上

各観光スポ トから広告料を頂戴しているものではない→各観光スポットから広告料を頂戴しているものではない。
→ＪＴＢ契約施設に限定しているものではない。
→誤った情報は、ガイドブック出版会社の最大の致命傷
→提供情報には入念な確認を行っている。提供情報には入念な確認を行っている。

② 使用許諾確認を行っている「安全・安心な」データ

取材とは別に、デジタルデータ使用に関しての
許諾を全物件から得ている。

→  編集部とは別に、デジタルデータ制作のために、１５名の社員を配置。

→ 情報提供先と掲載物件との社会的なトラブルを防ぐ→ 情報提供先と掲載物件との社会的なトラブルを防ぐ。

③ 更新情報をリアルタイムで提供

情報配信のためのＡＰＩを提供先に公開情報配信のためのＡＰＩを提供先に公開。
提供先の開発・仕様方にも柔軟に対応。

→ 提供先は 仕様書に基づいて任意に開発が可能

６

→  提供先は、仕様書に基づいて任意に開発が可能
→ ＡＰＩを使用し、当社がサービスを開発するものもあり。



データ納品とＡＰＩ

るるぶDATAは、当社の発⾏図書に掲載された情報をデータベース化したもの、及びるるぶDATA⽤として独⾃に
制作したものとで構成されています 情報の提供⼿法は デ タ納品型とAPIの２パタ ンがあります制作したものとで構成されています。情報の提供⼿法は、データ納品型とAPIの２パターンがあります。
※API：Application Programming Interface

データ納品型
お客様が必要とするテキストデータと画像データをDVD-RなどのメディアまたはFTPを介して納品いたします。
情報は、⽇々運⽤しているデータベースから、切り出した時点のものを納品いたします。
お客様のご要望にあわせた仕様にカスタマイズの上、納品することも可能です（別途料⾦）。

API

リクエスト

ＪＴＢパブリッシング サーバー

お客様サイト

ＡＰＩ

ＨＴＭＬ化

リクエスト

ＨＴＭＬ化

表示

レスポンス ●るるぶ.com
●るるぶアプリ
●るるぶmobile 等

■JTBパブリッシングからお渡しする仕様書に従って設定をするだけで、必要な観光情報を配信することが可能！
■⾃社にてＤＢ（デ タベ ス）を持たなくてもＤＢを持っているかのようなサイトの構築ができる（開発⼯数の縮⼩）！

API利⽤ここがポイント！

表示

■⾃社にてＤＢ（データベース）を持たなくてもＤＢを持っているかのようなサイトの構築ができる（開発⼯数の縮⼩）！
■るるぶ.com等で配信される情報を利⽤するので、データメンテナンス等の作業負担・費⽤負担がなくリアルタイム！
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るるぶＤＡＴＡの情報件数

コンテンツ API 数(約） 概要

① 観光DB ○ 40,000件
厳選した定番観光スポット情報 「⾒る」「⾷べる」「遊ぶ」。
BASIC（2002年より運⽤開始の定番物件/約20,000件）と
PLUS（2012年に追加/約20,000件）に分けてご利⽤もいただけます。
ガイドブックをベースとして構築されたデータベースです。

② イベントDB ○ 4,000件 全国のお祭りやイベント情報。
主催者情報が別途500件程度提供可（2013年8⽉現在）

③ 温泉地DB ○ 1,600件 全国の温泉地紹介。宿との結合テーブルも

宿泊 ポ④ 宿泊DB 17,000件 全国の宿泊スポット情報

⑤ ⽇帰り温泉DB 1,200件 観光の中の⽇帰り温泉に追加する項⽬情報

⑥ 季節特集 ○ 桜の開花情報、紅葉情報など四季折々の季節特集。

⑦ 駅弁DB 1,000件 旅先で外せない全国の駅弁を収録

⑧ エリアDB ○ 観光視点で全国をエリア分けした「るるぶ」ノウハウがつまったオリジナルエ
リア区分

※データ件数・画像点数はご提供時期によって異なります。⽬安の数字としてご参照ください。⑨ 語学⾳声データ 16カ国語

旅⾏先で使えるフレーズを、テキストとネイティブ発⾳の⾳声で収録
【対応⾔語】
英語・スペイン語・ 中国語・ 韓国語・ ドイツ語・ フランス語・ イタリア
語・ ブラポル語・ フィリピン語・ ロシア語・ タイ語・ トルコ語・ ベトナム
語・ インドネシア語 ・マレーシア語・ 台湾編語・ インドネシア語 ・マレーシア語・ 台湾編

※データ件数・画像点数はご提供時期によって異なります。⽬安の数字としてご参照ください。
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るるぶＤＡＴＡの提供例① （ポータルサイト）

【ポータルサイト】…宿泊予約へ誘導させるためのコンテンツとしてご利用

Yahoo！トラベル（たびゲーター様） BIGLOBE様
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るるぶＤＡＴＡ提供例② （カーナビ関連）

【カーナビ・PND】

■ゴリラなど（Panasonic様）

●提供コンテンツ
観光DB（BASIC）/宿泊DB/エリアDB

掲載媒体●掲載媒体
パナソニック製カーナビ
●発⽣作業
データ切り出し
●⽬的
カ ナビゲ シ ンシステム上での⽬的地としてカーナビゲーションシステム上での⽬的地として

■ちょこっとガイド ヨコハマ（⽇産⾃動⾞様）

【アプリ】

■ちょこっとガイド ヨコハマ（⽇産⾃動⾞様）
●提供コンテンツ
観光DB（横浜エリアのみ）
●掲載媒体
アプリ
●⽬的●⽬的
⼤規模カーシェアリング実証実験
超⼩型電気⾃動⾞「チョイモビ」の利⽤促進として
ユーザーへのサービス向上
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【資料】 おでかけナビサポート ここいこ
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るるぶＤＡＴＡを活用したＷｅｂサービス①

■ カスタム出版 + アプリの提案

「るるぶ特別編集」を作成された⾃治体様を対象に、冊⼦に掲載の情報をデータベース化し、
「⾒る」「⾷べる」「遊ぶ」・・・ 等、カテゴリ別に検索でき、位置情報と連動したアプリを制作します。

◎参考例（前橋市様の事例）

るるぶ特別編集に掲載した内容を
データベース化し、ＪＴＢパブリッシングの

参考例（前橋市様の事例）

るるぶ特別編集
オリジナルスマートフォンアプリ

デ タベ ス化し、ＪＴＢパブリッシングの
観光情報データーベースに投⼊します。

るるぶ
観光情報データベース

データベース化された「前橋市」の物件情報は
①るるぶ.ｃｏｍ
②スマートフォン版るるぶ.ｃｏｍ
③るるぶｍｏｂｉｌｅ③るるぶｍｏｂｉｌｅ
④るるぶアプリ

においても掲載されます。

●るるぶブランド使⽤。

１２

●るるぶブランド使⽤。
●スマートフォンアプリ版るるぶの基本機能を完備。

（宿泊検索機能はイベント検索機能に変更されます）
●iPhone および Android に両対応。



るるぶＤＡＴＡを活用したＷｅｂサービス②

■ＳＫＹるるぶ ●スマートフォン版 トップページ（イメージ）

2014年夏より、日本航空様の国内線で機内インターネット接続
サービス「ＪＡＬ ＳＫＹ Wi-Fi」を開始。
全搭乗者が無料で閲覧できるページを用意し、当社観光情報
ならびにクーポン情報を提供。ならびにク ポン情報を提供。

●PC・タブレット版 トップページ（イメージ）

１３



るるぶＤＡＴＡを活用したＷｅｂサービス③

■ ルックＪＴＢアプリ（るるぶＤＡＴＡ海外版を活用）

２０１４年４月より、JTBの海外ツアー「ルックJTB」ご利用のお客様に、アプリによる情報提供を実施。
当社保有の海外観光情報データ提供の他、クーポン、オプショナルツアーの検索・予約機能も付与。
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るるぶＤＡＴＡ活用の課題と展望①

■ るるぶＤＡＴＡ提供とＷｅｂサービス構築のメリット・デメリット

メリット デメリット

・データの更新作業、サーバー運用 ・配信した各データが、サービス提供先

るるぶDATA提供のみ
（負荷の確認等）に専念できる。

・提供先は当社APIを使用し、自由に開
発が可能→当社の負担が少ない。

配信した各デ タが、サ ビス提供先
で、何回表示されたのか把握できない。

・データ配信の継続性が不安定。

・提供しているサービスの利用人数・ 人材の確保（固定費の負担）
Webサービスの構築

（アプリケーション制作の請負）

・提供しているサ ビスの利用人数・
利用状況が把握できる。

・提供先に対して、サービス継続のため
の提案が可能になる。→継続性の確保

・人材の確保（固定費の負担）
・提供できるサービスに限界がある。

■配信データの分析の可能性 サービスは特定されないものの、
当社から配信している各情報の
総アクセス数は物理的に算出可能。るるぶ

ＤＡＴＡ

時期・時間・天候を考慮し、分析を行
えば、人気観光地のトレンドを示す
「ビ グデ タ となるのではないか？

ＤＢ

「ビッグデータ」となるのではないか？

→市販「るるぶ」の掲載記事選定時の

１５

市販 るるぶ」の掲載記事選定時の
元データとして活用。
→各自治体様への分析結果の提供。



るるぶＤＡＴＡ活用の課題と展望②

■ コンテンツのリッチ化

数年前 提供 望 デ 件数 あ数年前までは、提供先からの要望はデータの件数であった。
当初は20,000件 → 現在 40,000件。

数の勝負ではなくなってきている。

がセレクトしているという付加価値をどう加えていくか。各データに対し、

①ドライブコースの設定

トヨタ自動車様 GAZOO.com

②属性の付与

東京ソラマチ

→エスコート型のアプリケーションに有用。

東京ソラマチ

ファミリー
向け？

子供は

ペット同伴は？

女性向け？

未就学児？

子供は
小学生以上？

雨天でもＯＫ？

歴史を訪ねる？

どの季節が
ベスト？

歴史を訪ねる？

1時間で回れる？

コース設定にビッグデータの活用が可能か？

各データに付与するフラグが
提供先からのニーズに合うものなのかどうか？
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【資料】 「るるぶ」掲載のドライブコース

■ るるぶ熊本阿蘇’14（2013年8月発行）
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るるぶＤＡＴＡ活用の課題と展望③

■ インバウンド対応

ＪＴＢグループでは通信各社とＷｉｰＦｉ環境下での情報提供実証実験を行っている。

ＮＴＴ東日本、草津温泉観光協会ほかとのタイアップ企画

２０２０年の東京オリンピック開催決定以降、

各所より外国語による観光情報提供パンフレットやデ タ

訪日観光外国人向けの情報提供を見据えた展開

各所より外国語による観光情報提供パンフレットやデータ
の制作依頼の問い合わせが増加

今後、当社観光情報の提供が特に見込める分野

一方で、

・数万件単位の情報の翻訳、メンテナンスにはかなりの投資が必要。

・自動翻訳機能 → 誤訳による情報の質の低下の不安。
発生しうるトラブルにどう対応するのか？

当社としては、翻訳後の情報にも責任を持ちたい。

・そもそも、日本人向けに提供しているデータを活用してよいのか？

１８

インバウンド向け観光情報構築のための補助事業の検討を希望



まとめ

観光情報データ「るるぶＤＡＴＡ」利用ビジネスの発展のカギ観光 報 」 発展

① 配信データの分析結果の収集。
ならびにその結果を活用した、他事業への展開

② 提供先のニーズに合わせつつ 当社編集ノウハウを② 提供先のニ ズに合わせつつ、当社編集ノウハウを
活用したコンテンツのリッチ化

③ 訪日外国人客向け観光情報の整備

それぞれ課題を抱えている状態であるが、
試行錯誤していくなかで 解決が図れれば試行錯誤していくなかで、解決が図れれば、
その先に大きなビジネスチャンスがあると考えている。
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