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観光情報ご利用希望の皆さまへ

（公社）日本観光振興協会 デジタルコンテンツのご案内

当協会では、「全国観るなび」サイト内に掲載の「全国観光情報」、「季節・主要イベント
情報」を電子データによりご提供しています。
また、サイトＴＯＰページや季節情報サイトＴＯＰページにてバナー広告を募集しています。
お客様の用途に合わせて紙媒体、Ｗｅｂ媒体およびプロモーションなど様々な形でご利用可

能です。

・全国の都道府県・市区町村観光主管課及び都道府県観光協会（連盟）等より提供された全国の
観光情報を統一整備し、データベース化しています。

・全77ジャンル、全国約13万2千件の観光情報を取り扱っています。
・地域、ジャンルやテーマ別で抽出した情報提供も可能です。

・全国の市区町村観光主管課及び関係機関等より提供された季節毎の旬な情報を収集しています。
・春は桜、夏は花火、秋は紅葉、冬はイルミネーション・スキー情報等全国のスポット情報を
取り扱っています。更に、桜「開花情報」、紅葉「色付き情報」、スキー「積雪情報」も提供
可能です。

・主要イベント情報は「全国観光情報データベース」から、全国の主要イベント約4,000件を
抽出し、毎月約300件を提供しております。

・「全国観るなび」サイトの平均月間アクセス数は約130万ＰＶ
・「全国観るなび 紅葉」の平成28年10月アクセス数は約300万ＰＶ
・「全国観るなび」英語サイト「Must-see Japan」の平成29年3月のアクセス数は約6万ＰＶ

・お見積もり依頼やサンプルデータ提供ご希望の方は下記にご連絡ください。
・データに関する詳細内容はお問い合わせください。

〒１０５－０００１
東京都港区虎ノ門３－１－１ 虎の門三丁目ビルディング

公益社団法人日本観光振興協会 事業推進本部 地域ブランド創造部 観光情報担当
TEL／03-6435-8335 E-mail／ jyouhou@nihon-kankou.or.jp
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・全国の都道府県・市区町村観光主管課及び都道府県観光協会（連盟）等より提供された全国
の観光情報を統一整備し、データベース化しています。

・全７７ジャンル、全国約１３万２千件の観光情報を取り扱っています。
・地域、ジャンルやテーマ別で抽出した情報提供も可能です。

◆提供形式

テキスト：アクセスデータ

画像：ＪＰＥＧデータ

基本画像サイズ

320×240pixel 程度

◆データ取得方法

ＡＰＩ配信 差分配信（毎日）

ダウンロード 差分配信（毎月）

◆全７７ジャンル

全国約１３万２千件

◆その他主な項目

バリアフリー情報

指定文化財情報あり

◆緯度経度

日本・世界測地系対応

全国観光情報データベースの全体像

全国の都道府県・市区町村・観光協会が保有する観光情報の
収集及び整備を行い、観光関連会社、地図会社、さらに携帯情報
端末等にて観光情報を提供する企業へ幅広く観光情報を提供する
ことにより、地域の活性化に寄与する。

観光データ
歴史建造物
自然資源
伝統的行事
観光施設
旅館
乗り物 等

収集・整備 観光情報の提供全国観光情報

データベース都道府県

市区町村

観光協会

使用用途

◆旅行業システム

◆カーナビ

国

民

◆「全国観るなび」Webサイト

◆スマートフォンサイト・アプリ 等

◆オープンデータとしての活用

消費者・外部企業

◆旅行関連サイト
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【内容】 データ数：約13万2千件 ジャンル：7７ジャンル

更新時期：年1回、ジャンル「行・祭事」は開催の3ヶ月前に更新依頼、月１回

更新依頼先：都道府県・市区町村・観光協会

都道府県名 件数 都道府県名 件数 都道府県名 件数
北海道 8,050 石川県 1,926 岡山県 1,999
青森県 2,117 福井県 1,470 広島県 2,576
岩手県 3,063 山梨県 2,786 山口県 3,391
宮城県 3,175 長野県 12,556 徳島県 1,101
秋田県 2,280 岐阜県 3,329 香川県 1,601
山形県 2,663 静岡県 4,271 愛媛県 2,028
福島県 3,632 愛知県 3,000 高知県 1,618
茨城県 2,171 三重県 2,334 福岡県 2,759
栃木県 2,331 滋賀県 1,827 佐賀県 1,393
群馬県 2,839 京都府 2,524 長崎県 2,333
埼玉県 2,893 大阪府 1,901 熊本県 3,075
千葉県 2,921 兵庫県 3,581 大分県 2,447
東京都 4,226 奈良県 2,183 宮崎県 1,747
神奈川県 2,712 和歌山県 2,217 鹿児島県 2,982
新潟県 3,465 鳥取県 1,525 沖縄県 1,602
富山県 1,471 島根県 1,863 合計 131,954

都道府県別内訳数

小ジャンル 件数 小ジャンル 件数 小ジャンル 件数
行・祭事 14,402 ハイキングコース 1,511 郷土景観 397
旅館 7,123 郷土料理 1,364 旧街道 365
神社・仏閣 8,124 スポーツリゾート施設 1,829 サイクリングコース 292
植物 6,326 伝統工芸技術 1,274 遊覧船 344
特産物（味覚） 5,223 海岸景観 1,363 自然現象 326
その他名所 5,423 観光ボランティア 1,277 スキー場 294
公園 4,373 展望施設 1,193 地域風俗 294
史跡 4,267 観光漁業 1,086 日本ホテル協会会員ホテル 246
民宿 3,606 海水浴場 1,040 マリーナ・ヨットハーバー 214
郷土芸能 3,699 自然歩道・自然研究路 998 観光牧場 197
博物館 3,682 産業観光施設 951 城郭 159
郷土料理店 3,043 湖沼 1,015 ケーブルカー・ロープウェイ 137
レンタカー 2,373 美術館 931 体験観光 508
センター施設 2,854 公的観光レクリエーション地域 853 スケート場 101
ビジネスホテル等 2,472 動物 642 フィールド・アスレチック 96
キャンプ場 2,444 モデルコース 436 水族館 100
ペンション等 2,387 その他特殊地形 634 オリエンテーリング・パーマネントコース 55
問い合わせ一覧 2,530 レンタサイクル 606 海中公園 28
温泉 2,492 町並み 659 サイクリングセンター 23
山岳 2,828 公的宿泊施設 438 フィールド・アーチェリー場 17
ゴルフ場 2,228 近代的建造物 570 遊覧飛行機 10
ショッピング店 2,338 動・植物園 531 地域名 0
河川景観 2,041 庭園 527 全日本シティホテル連盟会員ホテル 207
歴史的建造物 1,994 観光タクシー・ハイヤー・周遊バス 531 日本旅館協会会員旅館 2,592
観光農林業 1,727 高原 424
観光案内所一覧 1,865 テーマパーク・レジャーランド 405 合計 131,954

画像数 88,164
緯度経度取得数 113,467

ジャンル別内訳数



◆提供形式

エクセルデータ

サンプルデータあり

画像：ＪＰＥＧデータ

基本画像サイズ

３２０×２４０pixel 
程度

◆データ提供方法

電子メール

差分配信（更新日）

◆緯度経度

日本・世界測地系対応
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季節情報
情報提供する

期間
収集件数 更新件数 更新頻度

桜の名所 3月～5月 500件

名所情報
500件

年1回

開花情報
300件

毎日

花火大会 7月～8月 500件 500件 年1回

紅 葉 9月～11月 500件

名所情報
500件

年1回

色づき情報
180件

毎週

スキー場 11月～3月 300件

スキー情報
300件

年1回

積雪情報
300件

毎日＊

年末年始

イルミネー
ション

11月～1月 300件 300件 年1回

初日の出 12月 200件 200件 年1回

初 詣 12月～1月 400件 400件 年1回

＊全スキー場オープン前までは毎日、オープン後は毎週

主要イベント情報 年間4,000件 毎月約300件を配信 開催1ヶ月前を目安に配信
（全国観光情報データベース「行・祭事」ジャンルから抽出）

・全国の市区町村観光主管課及び関係機関等より提供された季節毎の旬な情報を収集しています。
・春は桜、夏は花火、秋は紅葉、冬はイルミネーション・スキー情報等全国のスポット情報を取り
扱っています。更に、桜「開花情報」、紅葉「色付き情報」、スキー「積雪情報」も提供可能です。

・主要イベント情報は「全国観光情報データベース」から、全国の主要イベント約４，０００件を
抽出し、毎月約３００件を提供しております。

（2017年3月3１日時点）
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【紅葉情報】 【イルミネーション情報】

【今月のイベントTOP頁・詳細頁】

【桜情報】

【季節情報TOP頁】
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●広告料金（掲載期間 １ヶ月間）
Ａ ビジュアルリンク１ 一般 100,000円（税別） 会員 60,000円(税別）

画像サイズ 880（横）×100（縦）pixel 程度

Ｂ ビジュアルリンク２ 一般 60,000円(税別） 会員 36,000円（税別）
画像サイズ 280（横）×280（縦）pixel 程度

Ｃ バナーリンク 一般 30,000円（税別） 会員 12,000円（税別）
画像サイズ 280（横）×70（縦）pixel 程度

Ａ
Ｂ

Ｃ

サイト概要

◆サイト名

「全国観るなび」

◆ＵＲＬ

http://www.nihon-kankou.or.jp

◆月間アクセス数

約６０万セッション

約１２０万ＰＶ

◆アクセスするディバイスの割合

ＰＣ ６１％

スマートフォン ３２％

タブレット ７％

◆アクセス地域

１東京都 ２大阪府

３神奈川県 ４愛知県

◆英語サイト

約５万ＰＶ／月

２０１６年２月下旬リリース

◆レシポンシィブデザイン導入

「全国 観るなび」とは、全国の都道府県・市区町村の観光主管課・観光協会により
登録された全国約１３万４千件の観光情報と、年間を通じた季節の観光情報や主要イベ
ント情報をテーマ別、地域別に容易に検索可能な総合観光情報提供サイトです。

・「全国観るなび」サイトの平均月間アクセス数は約１２０万ＰＶ
・「全国観るなび 紅葉」の平成２８年１０月アクセス数は約３００万ＰＶ
・「全国観るなび」英語サイト「Must-see Japan」のアクセス数

約6万PV（平成29年3月）
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◆サイト名 「全国観るなび 紅葉」

◆アクセス数 約100万セッション 約300万ＰＶ

平成28年10月

http://www.nihon-kankou.or.jp/kouyou/

●広告料金（掲載期間 １ヶ月間）
Ｄ ビジュアルリンク１ 一般 200,000円（税別）

会員 120,000円(税別）
画像サイズ 880（横）×100（縦）pixel 程度

Ｅ ビジュアルリンク２ 一般 100,000円(税別）
会員 60,000円(税別）

画像サイズ 280（横）×280（縦）pixel 程度

Ｆ バナーリンク 一般 50,000円（税別）
会員 30,000円（税別）

画像サイズ 280（横）×70（縦）pixel 程度

Ｄ
Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

●広告料金（掲載期間 １ヶ月間）
Ｇ ビジュアルリンク１ 一般 100,000円（税別）

会員 60,000円(税別）
画像サイズ 880（横）×100（縦）pixel 程度

Ｈ ビジュアルリンク２ 一般 60,000円(税別）
会員 36,000円(税別）

画像サイズ 280（横）×280（縦）pixel 程度

Ｉ バナーリンク 一般 30,000円（税別）
会員 12,000円（税別）

画像サイズ 280（横）×70（縦）pixel 程度

◆サイト名 「全国観るなび イルミネーション」

http://www.nihon-kankou.or.jp/illumination/
アクセス数 約６万ＰＶ／オンシーズン月平均

◆サイト名 「全国観るなび スキー＆スノーボード」

http://www.nihon-kankou.or.jp/hanabi/
アクセス数 約１８万ＰＶ／オンシーズン月平均

http://newyear.nihon-kankou.or.jp/
アクセス数 約９万ＰＶ／オンシーズン月平均

http://sakura.nihon-kankou.or.jp/
アクセス数 約２５万ＰＶ／オンシーズン月平均

http://snow.nihon-kankou.or.jp/
アクセス数 約１万ＰＶ／オンシーズン月平均

◆サイト名 「全国観るなび さくら」

◆サイト名 「全国観るなび 花火大会」

◆サイト名 「全国観るなび 初詣・初日の出」(日本語のみ)

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

http://www.nihon-kankou.or.jp/illumination/
http://www.nihon-kankou.or.jp/hanabi/
http://sakura.nihon-kankou.or.jp/
http://snow.nihon-kankou.or.jp/

