


お問い合わせはこちらまで 株式会社 ルーツ
〒158-0096  東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F
TEL.  03-5755-3918   FAX.  03-5755-3908

『旅うらら』は、エリアの入口となる駅

や交通要所、ホテル、お店・施設、観

光案内所、旅行会社など 鎌倉・湘南

エリアを中心に設置・配布するほか、

東京・横浜など全国に発信しています。

『旅うららガイドMAP』は、鎌倉・湘南、横浜、小田原・箱

根で発行している観光フリーペーパーです。各エリアでお

すすめのお店・施設情報、季節のイベント情報や観光情

報、使いやすいMAPを1冊にまとめ、季節ごとに（年4回）

発行しています。回遊性を高めるための「スタンプラリー

（読者プレゼント）」も開催中です。

約830カ所 第1回      2019年10月下旬　
第2回      2020年1月10日頃　　
第3回      2020年4月1日頃　　
第4回      2020年7月10日頃　　

>>資料2-1、2-2、3-1、3-2、
　 　　 3-3、3-4、3-5、3-6、3-7 参照

配布場所

神奈川で3版を発行している
観光フリーペーパー

旅うららとは. . W e b サイト

本誌に掲載できなかったリアルタイムな情報やおすすめ

メニュー、おすすめ商品なども掲載できる「ご紹介ペー

ジ」を作成します。電子BOOK内にもそのページへのリン

クを組み込んでいます。

発行スケジュールに合わせて原稿の
変更も可能です。

＞＞ 資料4、5-1、5-2、5-3 参照

電子BOOK付きポータルサイト
『旅うらら dot COM』

発行スケジュール

1. エリアごとの見やすい 7のMAP

2. おすすめのお店・施設情報

3. 観光情報や、季節のイベント情報

スマホでもスマホでもパソコンでもパソコンでも ケイタイでもケイタイでも

さらに・・・さらに・・・

NEWS

>>資料6 参照

旅うららアプリも好評！

Appストア、Googleプレイからダウ

ンロードできる専用アプリも利用者

数をのばしています。

10月 Autumn
1月 Winter

4月 Spring
7月 Summer

●  編集局 ●

Facebook 随時更新！

『旅うらら
　  ガイドマップ編集局』

旅うらら 検索検索

アプリ名





■資料2-1■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol .10』 配布場所実績

交通関連（駅・駐車場など）

JR（鎌倉駅・北鎌倉駅・大船駅・大森駅）／小田急（登戸駅・藤沢駅・鵠沼海岸駅）／江ノ電（江ノ島駅・藤沢駅・鎌倉駅・長谷駅）

／湘南モノレール（大船駅・湘南江の島駅）／江の島エスカー／鎌倉レンタサイクル（鎌倉駅前店）／グリンハイヤー車内／江ノ島

タクシー／オリックスレンタカー藤沢駅前店／大栄交通株式会社／横浜チャイナパーキング／海老名サービスエリア内 インフォ

メーション／足柄 上り線 サービスエリア内 コンシェルジュ／ＮＥＸＣＯ中日本

ホテル・旅館

〈鎌倉・湘南周辺〉　
鎌倉プリンスホテル／鎌倉パークホテル／ホテルニューカマクラ／ダイヤモンド鎌倉別邸ソサイティ／ WeBase鎌倉／ IZA鎌倉／

IZA江ノ島／かきや旅館／岩本楼／第一イン湘南／鎌倉あじさい荘／かいひん荘鎌倉／シャングリラ鶴岡／ホテルサンライフ

ガーデン／ FUJISAWA HOTEL EN ／ KKRわかみや／鎌倉芙蓉荘／御料理旅館 恵比寿屋／湘南クリスタルホテル／ BREATH 

HOTEL

〈横浜周辺〉　
ホテルニューグランド／横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ／ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル／横浜ロイヤル

パークホテル／横浜ベイホテル東急／新横浜プリンスホテル／ローズホテル横浜／ラグナスイート新横浜／新横浜グレイスホテル

／ホテルアソシア新横浜／新横浜フジビューホテル／ベストウェスタン横浜鶴見／ホテルモントレ横浜／東横イン新横浜駅前新

館／東横イン横浜スタジアム前本館／東横イン横浜みなとみらい線日本大通り駅前／ベイサイドマリーナホテル横浜／コートホ

テル新横浜／ホテルJALシティ関内横浜／ダイワロイネット横浜公園／ global cabin 横浜中華街／ホテルビスタプレミオ横浜

みなとみらい／グランドホテル神奈中平塚

〈東京周辺〉　
ホテルニューオータニ／ホテルオークラ東京／ザ・リッツカールトン東京／セルリアンタワー東急ホテル／ハイアットリージェン

シー東京／インターコンチネンタル東京ベイ／ホテルメトロポリタン／グランドプリンスホテル新高輪／東京プリンスホテル／ザ・

プリンスパークタワー東京／コートヤードマリオット銀座東武ホテル／ ANAインターコンチネンタルホテル東京／ホテル日航東

京／渋谷東急イン／ホテル ザ セレスティン東京芝／グランドニッコー東京 台場／エクセルシティーホテル／ダイワロイネットホテ

ル東京大崎／かどやホテル／リッチモンドホテル東京目白／ホテル ザ・ビー 赤坂／お茶の水イン／相鉄フレッサイン東京蒲田／

景雲荘／ベストウェスタン東京西葛西／ホテル京阪東京四谷

〈千葉舞浜周辺〉　
ヒルトン東京ベイ

〈その他エリア〉　
大磯プリンスホテル／箱根吟遊／ホテルビスタ海老名／東横 INN小田原東口

テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル／プラザホテル厚木／ホテルクニミ／新かどや

東京都庁全国PRコーナー／東京シティアイ／東京都中央区観光情報センター／神奈川県国際文化観光局文化部観光企画課 ／

神奈川県観光協会／横浜観光コンベンション・ビューロー／横浜駅観光案内所／新横浜駅観光案内所／桜木町駅観光案内所／

小田急トラベル箱根旅市場／そごう横浜コンシェルジュ／ MEGAドン・キホーテ港山下総本店内 観光案内所／藤沢市経済部観光課

／藤沢市観光センター案内所／片瀬江ノ島観光案内所／湘南FUJISAWAコンシェルジュ／江の島観光案内所／鎌倉市市民活動

部観光商工課／鎌倉商工会議所／鎌倉市観光協会／鎌倉市観光総合案内所／大和市イベント観光協会／

公的機関・観光案内所



■資料2-2■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol .10』 配布場所実績

飲食店・物販店・他

高座豚手づくりハム湘南六会店／まるわ食堂／鎌倉まめや長谷本店／ Local Brand ／ OKASHI 0467／丸焼きたこせんべい長谷店

／鎌倉 御代川／力餅屋／花見煎餅吾妻屋／鎌倉清雅堂／石渡源三郎商店／いも吉館 大仏店／ヴィーナスカフェ／四葩／鎌倉季

草庵／浅羽屋本店／手づくり工房 一の蔵／鎌倉 紅谷長谷店／かわいい娘たち本店／かわいい娘たち大仏店／竹や／AMANDAN-

BLUE鎌倉／ Cafe Luonto ／そば処 竹扇／鎌倉ジェラート／ Shop TABI-JI 鎌倉・長谷／鎌倉オルゴール堂／鎌倉はんなりいなり 

長谷店／ KEY MEMORY／富士商会／博古堂／井上蒲鉾店本店／井上蒲鉾店鎌倉駅前店／井上蒲鉾店小町店／レザンジュ鎌倉

本店／鎌倉 紅谷八幡宮前本店／鎌倉 紅谷雪ノ下店／鎌倉こまち市場 風凛／日本料理 鯉之助／箸専門店和らく／箸専門店 和らく

若宮大路店／鎌倉小川軒／鬼頭天薫堂／鎌倉ハム富岡商会鎌倉小町店／鎌倉六弥太／ロンカフェ鎌倉小町通り店／鎌倉まめや 

小町通り店／鎌倉のごはんやさん 石渡／そばや繁茂／鎌倉 山里／日本茶 枝村園／なかむら庵／山安 鎌倉店／季節料理あら珠／

いも吉館 鎌倉本店／鎌倉 峰本 本店／鎌倉 峰本 小町通り店／バニヤンツリーコーヒーハウス／腸詰屋  西口／腸詰屋 若宮大路

／腸詰屋 八幡宮前／とんかつ小満ち／鎌倉山ラスク／鎌倉はんなりいなり 小町通り店／鎌倉和食 楠の木／天金／ PEPE & KEIKI

／カシミヤ カシミヤ／鎌倉茶房 茶凜／着物レンタルかまくら今小路／ Aqua Stone 鎌倉店／ COVA鎌倉／鎌倉五郎本店／鎌倉

源氏庵／東洋食肉店／ワインバーレストラン ステレオ／鎌倉うどんダイニング波音／鎌倉はんこ／丸山珈琲 鎌倉店／ Siblings ／

もとまちユニオン鎌倉店／ PALETAS 鎌倉店／クレインポート鎌倉／鎌倉かつ亭あら珠総本店／ CIAL 鎌倉／マクドナルド鎌倉駅前

／鎌倉 肉の石川 本店／鎌倉 鉢の木／三日月堂 花仙／ Cafe Evergreen ／ RAKU／備屋珈琲店　鎌倉本店／くずきり みのわ／

割烹家 八百善／鎌倉彫金工房／鎌倉松花堂／鎌倉とも乃／北鎌倉 儀平／鎌倉てとら／アーティザンズ北鎌倉／ Lino Drops 

Kamakura ／リストランテ アマルフィイ／アマルフィイ デラセーラ／アマルフィイ カフェ／アマルフィイ キッチン／稲村亭／ 

Restaurant MAIN ／かきや／丸だい仙水／松川風流亭／あさひ本店頂上店／江の島魚見亭／セレクトショップartigiano ／忠兵衛

／ロンカフェ湘南江の島本店／池田丸／お蕎麦 結／池田丸 湘南しらす市場／フランス創作菓子 レ・シュー／江ノ島亭／ Cafe 

Madu ／鎌倉魚市場（平勝）／御曹司 きよやす邸　鎌倉プリンスホテル店／とびっちょ／テディーズビガーバーガー／レッドロブス

ター江ノ島店／ Cornology ／さいか屋　藤沢店／ファミリーマート ＦＣ鎌倉雪ノ下店／ファミリーマート ＦＣ鎌倉二の鳥居店／

ローソン鎌倉名超店／明治地所（株）鎌倉駅前店／えの木てい（横浜）

その他

鎌倉霊園／一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院／神奈川フロンティア／サンオータス（新横浜、藤沢）

※配布場所の納品スケジュール・部数は場所により異なります。
※青文字の場所は、鎌倉・湘南エリア以外の配布場所です。
※このリスト以外にも納品部数が小ロットのお店・ホテル等が、約100カ所あります。

文化施設・レジャー施設

鶴岡八幡宮／建長寺／浄智寺／明王院／葛原岡神社／小動神社／清浄光寺（遊行寺）／新江ノ島水族館／江の島シーキャンドル／

鎌倉文学館／鎌倉彫会館／笹倉鉄平版画ミュージアム／鎌倉市川喜多映画記念館／鎌倉市鏑木清方記念美術館／湘南マリーン／

稲村ヶ崎温泉／江の島ボウリングセンター／よこはまコスモワールド

その他（ルーツより配送）： 約 600 件                                                      2 0 1 9 . 5 . 2 0 現在
◆旅行代理店： 約160社　◆学校： 約70校　◆法人・個人・その他： 約370カ所

約830カ所設置・配布場所は



東京都内・横浜市内

■資料3-1■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_1

東京都庁  全国 PR コーナー
神奈川県ラック

中央区観光情報センター
( 京橋エドグラン内 )

MEGA ドン・キホーテ
港山下総本店

そごう横浜店
コンシェルジュデスク

JR 大森駅中央口 神奈川県庁

新横浜駅観光案内所 よこはまコスモワールド
インフォメーション

横浜ベイシェラトン
ホテル & タワーズ

ホテルモントレ横浜 新横浜プリンスホテル東横 INN 横浜スタジアム前

コートホテル新横浜新横浜
フジビューホテル

新横浜
グレイスホテル

ベストウェスタン
横浜

チャイナパーキング
（中華街 朝陽門 隣り）



サービスエリア・パーキングエリア

海老名サービスエリア　コンシェルジュ 双葉サービスエリア　コンシェルジュ

駿河湾沼津サービスエリア　コンシェルジュ 清水パーキングエリア　コンシェルジュ

静岡サービスエリア　コンシェルジュ

※サービスエリア・パーキングエリアは、ご要望の方にコンシェルジュが
　手渡しでお配りしています。

談合坂サービスエリア　コンシェルジュ

■資料3-2■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_2



■資料3-3■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_3

観光案内所

鎌倉駅前
観光案内所

鎌倉市商工会議所

江の島観光案内所

鎌倉市観光協会

藤沢市観光センター

片瀬江ノ島観光案内所湘南 FUJISAWA コンシェルジュ

さいか屋
藤沢店



■資料3-4■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_4

寺社

宿泊施設

コンビニ

ファミリーマート 雪ノ下店 ローソン 鎌倉名越店ファミリーマート鎌倉二の鳥居店

鎌倉パークホテル KKR 鎌倉わかみや 岩本楼

明王院 小動神社葛原岡神社

鶴岡八幡宮 建長寺 浄智寺 御朱印

浄智寺 受付



JR 鎌倉駅 （東口） （西口） JR 大船駅

江ノ島エスカーのりば江ノ電 藤沢駅

江ノ電 鎌倉駅

湘南モノレール 大船駅

江ノ電 江ノ島駅

江ノ電 長谷駅

湘南モノレール 湘南江の島駅

小田急 藤沢駅 小田急 鵠沼海岸駅
小田急 片瀬江ノ島駅
（改装中につき現在撤去 2020 年 5月再設置予定）

交通機関

■資料3-5■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_5

JR 北鎌倉駅



■資料3-6■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_6

店舗

鎌倉ハム富岡商会 小町本店

はんなりいなり鎌倉 御代川

鎌倉 峰本 本店

三日月堂 花仙

井上蒲鉾 鎌倉駅前店

日本料理　鯉之助

鎌倉紅谷

鎌倉 峰本 小町通り店 源氏庵

アマルフィイキッチン

和らく 本店

腸詰屋八幡宮前 鎌倉 山里

鎌倉五郎本店



■資料3-7■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_7

店舗

鎌倉まめや 小町本店

季草庵

いも吉館　大仏店

たこせんべい あさひ本店頂上店 忠兵衛とびっちょ  本店

レストラン MAIN

海産物 丸だい 松川風流亭

いも吉館　鎌倉本店

江ノ島 魚見亭

季節料理 あら珠

たこせんべい 長谷店石渡源三郎商店

鎌倉彫会館



■資料4■ WEBオプション
　　　　　（Webサイト『旅うらら dot  COM』・携帯サイト『mobi le  旅うらら』 ）

内容： WEBサイト『旅うらら do t  C OM』に1ページ、ご紹介ページを作成します。

ガイドマップに載せきれなかった
詳しい情報を掲載！
＞＞資料 5-1、5-2

パソコン・スマートフォンで
最新のガイドマップをチェック！
＞＞資料 5-3

いつでも最新のガイドマップが
簡単にチェックできる！
＞＞資料 6

□ アクセス解析

□  ‘クチコミ投稿 de プレゼント’ のアンケートによる解析（2018年4月～2019年4月 まで）

総ページビュー〈2018年6月～2019年5月の12ヶ月間〉   3 ,955,412  pv
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞＞＞ 月平均ページビュー   約329,600  pv

Q. お住まいの都道府県は？ Q. 男性 or 女性？ Q. 生年は？（表は年代別）

Q. 『旅うらら ガイドMAP』はご存知ですか？ Yes  91 %     No  9  %

大阪 2.5 %

 その他 10 %
（1%未満）

千葉 3 %
埼玉 4%

愛知 2 %

静岡2.5 %

70歳以上 60代 50代 40代 30代 20代 19歳以下

■WEBサイトの主なユーザー

2.4%

10.2%

25.2%26.9%
23.6%

7.1%
4.6%東京

23 %

神奈川
53 %

WEBオプション

WEBサイトご紹介ページ作成のほか、以下のオプションもついています！

※掲載パターン
　「A」を除く1ページ 年間 ¥ 30,000〈税別〉 

ご紹介ページ 電子BOO K 旅うららアプリ

女性
71 %

男性
29 %
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App Store、Google Playで
無料ダウンロードできます。

旅うらら 検索検索



■資料5-1■ 『旅うらら dot  COM』　＊CONTENTS  ～TOPページ～＊

見たい情報を素早くキャッチ 注目のイベントが一目でわかる!
画像とタイトルがついた カセット式さまざまな方法でお店・施設を検索！

イベント一覧ページ
カレンダーの日付をクリックするとその日に開催されるイ
ベント・おまつり・企画展・キャンペーンなどを一覧で表示

1. フリーキーワード
　検索

2. エリアと目的
　（業種）で検索

イベント詳細ページ 具体的な詳細情報を掲載

3. MAP から検索
　（Googleマップ連動）

知りたいイベントを
クリック！

電子BOOK
の詳細は
資料5-3へ



■資料5-2■ 『旅うらら dot  COM』　＊CONTENTS  ～お店・施設ページ～＊

クチコミ情報も続 ！々



■資料5-3■ 『旅うらら dot  COM』　＊CONTENTS  ～電子BOOK～＊

TOPページの『電子BOOKで見る』をクリックすると別ウインドウが
立ち上がり旅うららガイドMAPが電子BOOKでご覧いただけます。

i Phone
i Pad  は
コチラから

拡大縮小も自由自在！ 目次、ページ一覧
などから知りたい情報を瞬時に見ること
ができるのも電子BOOKの魅力！!

拡大縮小も自由自在！ 目次、ページ一覧
などから知りたい情報を瞬時に見ること
ができるのも電子BOOKの魅力！!

店舗・施設ご紹介枠の上でクリックすると
それぞれの詳細ページにリンクします！

電子 BOOK随時更新！ i Pad / i Phone
スマートフォン  各種対応！

click!

click!



「ダウンロードして見る」か
「サーバーに通信してすぐに見
る」か選べますが、急いでいな
い限りダウンロードした方が
オフライン環境でも閲覧で
き、最新版発行時に更新のお
知らせが届くので便利です。

i Pad / i Phone / Android  スマートフォン・タブレット  各種対応

旅うららアプリとは・・・

■アプリをインストールしよう！

■アプリの設定／使い方

2.ガイドMAPを見る・使う

1.旅うららガイドMAP最新版をダウンロードする

MAP付き観光フリーマガジン 「旅うららガイドMAP（横浜、鎌倉・
湘南、小田原・箱根、神奈川英語版）」の最新号がチェックできるガイ
ドブックアプリ。各種イベント、おすすめのお店・施設の情報を、写
真・詳細情報、おすすめコメント付きでご紹介！ i Phone, i Pad, 
Androidに対応、インストール無料。

旅うららアプリ

FREE
無料

アプリの使い方を確認できます

App Store、Google Playから「旅うらら」で検索して、
アプリをインストールしよう！

読みたいガイドMAPの表紙をタッチ！

『旅うらら dot COM』
お店詳細ページ

ペンで書き込んで、旅先で
活用しよう！

「ダウンロードして見る」の
方が便利です！

＋
をタッチ

電子ブックになっているので、指を左右にスライドしてページ送り・ページ戻し、
拡大・縮小しながらご覧いただけます。また、黄色い部分をタッチすれば、詳細
情報がチェックできる『旅うらら dot COM』内のページにリンクします。

さらにサブメニュー〈＋〉から「しおり」を挟んだ
り、「ペンで書き込み」をしたり、事前チェックを
反映させることもできます。

黄色い部分

をタッチ

MY本棚
情報

をタッチ タッチ
！

新規ブック をタッチ

ダウンロードが
できたら、本棚
に並びます。

わからなくなったらこちらをチェック！

■資料6■ 旅うららアプリの使い方

旅うらら 検索検索
アプリ名

このアプリの使い方
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