
お問い合わせはこちらまで 株式会社 ルーツ
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『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

『旅うららガイドMAP』は、小田原・箱根、横浜、鎌倉・湘

南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680カ所 第1回      2021年4月下旬　
第2回      2021年7月1日頃　　
第3回      2021年10月1日頃　　
第4回      2022年1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 『旅うらら dot COM』『旅うらら dot COM』
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>>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。

発刊

発行部数

発行期間

体裁

2021年4月下旬

730,000部

1年間（4月、7月、10月、1月  4回発行）

A4判  44ページ

2021年4月、17年目を迎え

　発行決定！Vol .17

10月 Autumn

1月 Winter

4月 Spring

7月 Summer
●  編集局 ●

うららちゃん

『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』は
　　　こんな媒体です
 

旅に便利な
MAP付き
ガイドブック！

Vol.16 SpringVol.16 SummerVol.16  Autumn

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

旅に便利なMAP付きガイドブック旅に便利なMAP付きガイドブック

Vol.16 Winter



『旅うららガイドMAP』は、小田原・箱根、横浜、鎌倉・

湘南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。

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. .

Webサイト ・ アプリ ・ SNS

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

>>資料6 参照旅うららアプリも好評！

旅うららの最新版電子BOOKをスマホやタブレットでも！

App Store、Google Play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。

第1回      2021年4月下旬
第2回      2021年7月1日頃
第3回      2021年10月1日頃
第4回      2021年1月10日頃

10月 Autumn

7月 Summer

1月 Winter

4月 Spring

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。

>>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』

スマホでもスマホでもパソコンでもパソコンでも

アクセスは
こちらから▼
アクセスは
こちらから▼

随時更新！

『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 小田原・箱根エリアを中心

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。

約680カ所
>>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

発行スケジュールに合わせて原稿の変更も可能です。

Instagram ・Facebook にて
情報発信中！

旅うらら 検索検索アプリ名

小田原・箱根



応募者男女比

応募枚数　　　 　 7,691 通
〈2019年10月～2020年9月までの12カ月間〉

わかりやすい地図とおすすめのお店・施設情報、観光情報が
ギュッと詰まった観光ガイド。小田原・箱根エリアを中心に無料配布中。

専用
スタンプ

旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP Vo l .16

 「旅うららガイドMAP」とは

旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP Vol .17
■配布期間： 2021年4月～2022年3月
　　　　　　(4月、7月、10月、1月  4回発行）
■発行部数：  730,000部
■体裁： A4判  48ページ（予定）
■設置・配布場所： 約680カ所

2021.春 発行

男性
32%

女性
68 %

応募者居住エリア

神奈川
東京
千葉
埼玉
静岡
茨城
栃木
山梨
群馬
長野

 36.9 %
21.2 %
3 %
4.5 %
2.2 %
1.5 %
1.5 %
1 %
2.2 %
1 %

■資料1■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』 データ

スタンプ　押印欄

関東甲信越
75 %

東海 7%

近畿 6.5%

東北 2%

北陸 3%

中国 2.5%

九州 1.5%
四国／北海道／沖縄
1％以下

旅うらら小田原・箱根ガイド M A P 媒 体概要

 スタンプラリー（本誌表紙で開催中）による読者データ

お店
・施
設を
利用
して

スタ
ンプ
を集
めよ
う！
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応募者からのコメント例

● 地図が見やすく、エリア別にまとまっているのが使いやすくて良い
● スタンプを集めるためにお店を選んで回りました
● 写真が綺麗で分かりやすい。おみやげを選ぶ参考になった
● 何度も訪れているが「旅うらら」を読んだら、行ってみたいところをたくさん発見しました
● 毎回「旅うらら」を利用しています 。最近はコラムなども充実していて楽しく読んでいます



小田原駅観光案内所／小田原市観光協会／小田原市 経済部 観光課／小田原城藤棚観光案内所／ハルネ小田原街かど案内所

／箱根町総合観光案内所／箱根町観光協会／箱根観光物産館／箱根観光旅館協会／箱根町 企画観光部 観光課／宮ノ下観光

案内所／強羅旅館組合観光案内所／箱根強羅観光協会／仙石原乙女観光案内所／箱根仙石原温泉旅館案内所／道の駅 箱根

峠観光案内所／小田原宿なりわい交流館／箱根ジオミュージアム内 大涌谷インフォメーションセンター

■資料2-1■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP Vol .16  』 配布場所リスト
　　　　　　＊ 小田原・箱根エリア ＊

交通関連（駅・タクシー・レンタカー・高速道路PA 等）

小田急 小田原駅／箱根登山鉄道（箱根湯本駅・宮ノ下駅・彫刻の森駅・強羅駅）／箱根登山ケーブルカー（早雲山駅）／箱根海賊

船（桃源台のりば・元箱根のりば・箱根町のりば）／芦ノ湖遊覧船（湖尻港・元箱根港）／箱根ロープウェイ（早雲山駅・大涌谷駅・

桃源台駅）／報徳ハイヤー／トヨタレンタリース神奈川（小田原駅前店・小田原新幹線口店・箱根湯本店）／西湘PA／小田原PA

／箱根ターンパイク／箱根登山バス／箱根登山ハイヤー

レジャー施設・ミュージアム

小田原 お堀端 万葉の湯／小田原城天守閣／小田原フラワーガーデン／鈴廣 かまぼこの里／天山湯治郷／ガラスアート体験工房 

上田工芸／湯の里おかだ／箱根小涌園 ユネッサン／箱根強羅公園／箱根強羅公園 クラフトハウス／彫刻の森美術館／箱根美術館

／岡田美術館／ポーラ美術館／箱根ガラスの森美術館／星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ／箱根ドールハウス

美術館／箱根 芦ノ湖 成川美術館／芦ノ湖テラス／箱根駅伝ミュージアム／箱根園水族館／だっこして!ZOO／環境省 箱根ビジ

ターセンター／箱根町立 森のふれあい館／小田原城カントリー倶楽部／箱根湿生花園／箱根関所資料館

ホテル・旅館

ホテルおかだ／湯本富士屋ホテル／箱根パークス吉野／箱根湯本ホテル／吉池旅館／天成園／ホテル河鹿荘／あうら橘／

ホテルおくゆもと／萬翠楼 福住／玉庭／ままね湯 ますとみ旅館／ホテルマイユクール祥月／箱根水明荘／箱根湯本温泉 

月の宿 紗ら／伊藤園ホテル箱根湯本／元湯 環翠楼／和泉／旅館ともぎく／フジクラ健康保険組合 保養所 藤山荘／小田急ホ

テルはつはな／富士屋ホテル／ハイアットリージェンシー箱根 リゾート&スパ／ホテルマロウド箱根／強羅環翠楼／強羅

花扇／強羅花扇 早雲閣／桐谷箱根荘／強羅花壇／ EMBLEM FLOW箱根／箱根小涌園 天悠／ホテル佳山水／紀州鉄道箱根

強羅ホテル／箱根エレカーサ／季の湯 雪月花／箱根小涌谷温泉 水の音／箱根吟遊／小田急 箱根ハイランドホテル／ホテル

グリーンプラザ箱根／箱根高原ホテル／ホテル花月園／ホテル箱根パウエル／ TOP RESORT箱根温泉 悟空の宿／富士箱根

ゲストハウス／ THE HIRAMATSU HOTELS＆RESORTS ／小田急 山のホテル／箱根ホテル 富士屋ホテルレイクビュー

アネックス／ザ・プリンス 箱根芦ノ湖／箱根レイクホテル／箱根 緑樹山荘／ヒルトン小田原 リゾート&スパ／ホテルとざん

コンフォート小田原／ホテルとざんコンフォート大雄山／ホテルクニミ／ビジネスホテル おかもと／ホテル ポシュ／

東横INN小田原東口／箱根船員保険保養所 箱根嶺南荘／箱根 龍雲荘／ Hakone GuestHouse Azito ／雪月花 別邸 翠雲／

KANAYA RESORT HAKONE ／箱根仙石原プリンスホテル／箱根・芦ノ湖はなをり／絶景日帰り温泉 龍宮殿本館／リブ

マックスリゾート箱根芦ノ湖

飲食店・物販店

ういろう／海鮮茶屋 魚國／海席 魚國／海鮮横丁 うおくに／のれんと味 だるま／食樂庵 報徳／山安小田原駅前店／山安ター

ンパイク店／かごせい本店／かごせい駅前店／丸うかまぼこ本店／鱗吉／倭紙茶舗 江嶋／栄華軒／魚がし／伊勢屋／湘南パン

ケーキ／箱根ベーカリー小田原店／小田原さかなセンター／本丸茶屋／大雄山 茶屋 天んぐ 小田原お堀端店／和菓子 菜の花／

まんじゅう屋・菜の花／はこね和菓子菜の花／うさぎや・菜の花／あん工房 どらやき屋・菜の花／和菓子・菜の花/菜の花　

暮らしの道具店〈ハルネ小田原　菜の花ヴィレッジ〉／箱根 菜の花展示室／箱根 ルッカの森/福久や 九頭龍餅・ご黒うさん／

早川漁村／一夜城 ヨロイヅカ・ファーム／田むら銀かつ亭 HaRuNe小田原店／山そば／おみやげ みつき／湯葉丼 直吉／

湯本ハイカラ中華 日清亭／画廊喫茶ユトリロ／山安 湯本山里店／山安 HaRuNe小田原店／ひととせの雪／箱根SAGAMIYA

／元祖温泉まんじゅう丸嶋本店／グランリヴィエール箱根湯本店／箱根 浪漫亭 珈琲／渡邊ベーカリー／富士屋ホテル別館 

菊華荘／そば処 奈可むら／おみやげこばやし／かっ平寿し／田むら銀かつ亭／おみやげの店中村屋／めし処 大和／カフェ

レストラン 旬幸／ Studio Cafe SHIMA ／穂し乃庵／ごはんと板前料理 銀の穂／腸詰屋 箱根仙石原店／中国料理 太原／

焼肉 景福宮／グランリヴィエール箱根／インド料理 アズール・ムーン／寄木細工 うちはら／深生そば／レストラン ブライト

／ギャラリー陶里／食彩工房箱根／おか本／芦ノ湖 森／茶屋本陣 畔屋／ Bakery & Table 箱根／丸う田代 元箱根 港店／

箱根甘酒茶屋／箱根乃庵／山安 根府川店／ファミリーマート箱根湯本店／ファミリーマート小田原駅東口店／セブンイレブン

箱根小涌谷店／ローソン箱根二ノ平店／ローソン仙石原店／酒岳堂

公的機関・観光案内所



約680カ所設置・配布場所は

その他

その他、旅行代理店、法人、学校、個人から約480件の資料請求がありました。

 〈東京都内〉

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／赤坂エクセルホテル東急／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／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／セレスティン東京芝／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／ホテルパークサイド／お茶の水イン／ザ・ビー赤坂／グランドニッコー東京

台場／景雲荘／ロイヤルパークホテル　ザ　汐留／アートホテルズ大森／ホテル京阪東京四谷／エンブレムホステル西新井

〈横浜市内〉

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ／横浜ベイホテル東急／横浜ロイヤルパークホテル／ヨコハマグランドインターコンチ

ネンタルホテル／ホテルビスタプレミオ横浜／ホテルニューグランド／ホテルモントレ横浜／スターホテル横浜／新横浜プリンス

ホテル／ローズホテル横浜／global cabin 横浜中華街／新横浜フジビューホテル／ホテルアソシア新横浜／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／ベストウェスタン横浜

〈鎌倉・湘南エリア〉

鎌倉パークホテル／大磯プリンスホテル／ FUJISAWA HOTEL EN

〈千葉エリア〉

ヒルトン東京ベイ／ホテル日航成田

〈その他エリア〉

ホテルビスタ海老名／テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル／湯河原温泉 ホテルあかね

／プラザホテル厚木／グランドホテル神奈中平塚／新かどや

小田原・箱根エリア以外のホテル

小田原・箱根エリア以外の交通機関・観光案内所・レジャー施設 他

小田急新宿駅／小田急トラベル新宿西口地下旅行センター／小田急トラベルはこね旅市場／JR大森駅／東京シティアイ

／ＮＥＸＣＯ中日本／海老名SA／足柄SA／平塚PA／大磯PA／双葉SA／駿河湾沼津SA／清水SA／静岡SA／談合坂SA

／トヨタレンタリース（みなとみらい駅前店・横浜駅鶴屋町店・新横浜駅前店）／トヨタレンタリース静岡 熱海駅前店／東京都庁

全国PRコーナー／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／横浜観光コンベンション・ビューロー

／神奈川県国際文化観光局 文化部 観光企画課／そごう横浜／けいゆう病院／伊豆市観光案内所／御殿場プレミアム・アウ

トレット／よこはまコスモワールド／えの木てい／神奈川県観光協会／チャイナパーキング／モスバーガー御殿場店／

リヴィンよこすか店 セゾンカウンター／静岡県立静岡ガンセンター／神奈川フロンティア／中央区観光情報センター（京橋

エドグラン内）／湘南プレミアムWedding／小田急 登戸駅（キャンペーン時）／ファミリーマート大磯PA店／MEGAドン・

キホーテ港山下総本店内 観光案内所／トヨタレンタリース山梨

■資料2-2■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP Vol .16』 配布場所リスト
　　　　　　＊ 小田原・箱根エリア以外 ＊

※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。



中央区観光情報センター
（京橋エドグラン内）

東京都内・横浜市内・イベント

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

新横浜駅観光案内所

■資料3-1■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』 配布場所例_1

東横 INNスタジアム前チャイナパーキング MEGA ドン・キホーテ
港山下総本店内 観光案内所

ホテルニューグランド ベストウェスタン横浜横浜ベイシェラトン
ホテル & タワーズ

新横浜フジビューホテル

JR 大森駅中央口

都庁 全国 PR コーナー
神奈川県ラック

神奈川県庁 神奈川県観光協会　
箱根インフォメーション

そごう横浜　
コンシェルジュデスク



サービスエリア・パーキングエリア

アネスト岩田 ターンパイク箱根

海老名サービスエリア
コンシェルジュ

平塚 PA小田原 PA

双葉サービスエリア
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

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 小田原・箱根ガイドMAP』 配布場所例_2

駿河湾沼津サービスエリア
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。

西湘 PA大磯 PA（ファミリーマート）



交通機関

箱根登山鉄道 箱根湯本駅  構内小田急 小田原駅  改札内

箱根登山鉄道 宮ノ下駅  構内  箱根登山鉄道 強羅駅  構内 箱根登山ケーブルカー早雲山駅

箱根ロープウェイ 早雲山駅 箱根ロープウェイ 大涌谷駅

箱根海賊船
箱根町港

芦ノ湖遊覧船
湖尻ターミナル

芦ノ湖遊覧船
元箱根ターミナル

箱根海賊船
元箱根港

箱根海賊船
桃源台港

箱根ロープウェイ 桃源台駅

■資料3-3■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』 配布場所例_3



■資料3-4■『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』 配布場所例_4

インフォメーション

箱根駅伝
ミュージアム

ポーラ美術館箱根ジオ
ミュージアム

文化施設・店舗・宿泊施設

鈴廣
かまぼこ博物館

箱根小涌園
ユネッサン

彫刻の森美術館 箱根美術館 箱根クラフトハウス

箱根関所資料館 箱根園

強羅駅観光案内所箱根町総合観光案内所 宮ノ下観光案内所 仙石原乙女峠観光案内所

小田原市観光協会 
小田原駅観光案内所

小田原宿なりわい交流館 小田原箱根商工会議所
箱根支部　湯本物産館

HaRuNe 小田原
街かど案内所



文化施設・店舗・宿泊施設

箱根ベーカリー 小田原店 海鮮茶屋 魚國〈小田原ラスカ内〉

小田原かごせい本店 小田原 丸うかまぼこ本店

菜の花ヴィレッジ

箱根・ルッカの森

田むら銀かつ亭
HaRuNe 小田原店

銀かつ工房

だるま料理店

■資料3-5■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』 配布場所例_5

山安 ターンパイク店

レストラン ブライト 箱根 甘酒茶屋深生そば

セブンイレブン
箱根小湧谷店



文化施設・店舗・宿泊施設

おみやげ みつき

おみやげの店 中村屋

絶景日帰り温泉　
龍宮殿本館

雪月花

ザ プリンス箱根 芦ノ湖

一夜城
ヨロイヅカ・ファーム

そば処 奈可むらホテル花月園

デリ＆カフェテラス 
みつき

湯葉丼 直吉

■資料3-6■ 『旅うらら 小田原・箱根ガイドMAP』 配布場所例_6

芦ノ湖テラス 倭紙茶舗 江嶋

箱根パークス吉野ホテル河鹿荘ホテルおかだ



タブレット／スマートフォン対応PC／タブレット／スマートフォン対応

■資料4■ WEBオプション（Webサイト『旅うらら dot  COM』）

＞＞資料 5-3 ＞＞資料 6

□ アクセス解析

□WEB サイト内「クチコミ投稿 de プレゼント」のアンケートによる解析

総ページビュー〈2019年11月～2020年10月の12ヶ月間〉   3 ,511,042  pv
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞＞＞ 月平均ページビュー   約292,580  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  %

群馬 2%

 その他
13 %
（1%未満）

埼玉 3.5%
千葉 5%

茨城 1.5%

愛知 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
21.5 %

神奈川
46.5 %

栃木 1%

静岡 3.5%

WEBオプション

WEBサイトご紹介ページ作成のほか、電子BOOK・アプリのオプションも付きます

電子BOO K 旅うららアプリ

0

5

10

15

20

25

30

※掲載パターン「A」を除く
1ページ 年間 ¥ 30,000〈税別〉 

WEBサイト『旅うらら dot  COM』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

い情報や写真が掲載可能です。

＞＞資料 5-1、5-2

ご
紹
介
ペ
ー
ジ
サ
ン
プ
ル
◀

女性
73 %

男性
27 %

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



https://www.tabiulala .com/

2020年8月、フルリニューアル！

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

　 マイリストへの保存・追加機能
気になったスポットやお気に入りスポットが

保存できる“マイリスト”機能も！

『旅うらら dot COM』 トップページ（下部）から

Instagramで発信中のおすすめスポットや

旬な情報が写真で閲覧可能。

Instagramなど、各SNSと連携

『旅うらら dot COM』は、さらなるユーザビリティの向上と、エリアの魅力をより的確に発信できるWebサイトを目指し、
これからも引き続き改良を続けてまいります！ ご意見などございましたら、いつでもお知らせください。

外国語自動翻訳（※機械翻訳）による
多言語対応

お店・施設の紹介やイベント情報など
知りたい情報により速くアクセスできるよう
デザイン・システムの見直しを図りました。

スマートフォン、タブレットなど各デバイスに対応。
それぞれに適した見やすく使いやすい

シンプルなデザインに生まれ変わりました。

より安全にご利用いただけるよう

常時SSL化（通信の暗号化）いたしました。

PC、スマホ、タブレット

それぞれで見やすく使いやすい

シンプルデザインにリニューアル！

　 充実の検索機能
横浜／鎌倉・湘南／小田原・箱根の全エリアから
キーワードやカテゴリー、こだわり条件で検索。

各エリアページからは詳細エリアの絞りこみ検索も可能。

［トップページ］ワード検索画面▼

お気に入り一覧ページ▶

店舗・施設ご紹介ページ▲

［小田原・箱根エリアページ］検索画面▼



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

お店・施設のお写真を
1枚ずつスライドさせ

大きく表示
・ ・ ・ ・ ・

掲載可能画像は10点まで。
キャプションも掲載可能。

・ ・ ・ ・ ・

ご紹介文スペース

基本情報スペース

カテゴリータグからの絞りこみ検索も可能

「マイリストに追加」で
お気に入りのスポットを保存できる！

クチコミ情報も続 ！々



■資料5-3■ 電子BOOK

TOPページの「電子BOOKで最新号を見る」をクリックすると
電子BOOK版『旅うらら ガイドMAP』がご覧いただけます。
※別ウインドウで開きます

拡大・縮小も自由自在！ 目次、ページ一覧
から知りたい情報がすぐに見つけられ、
チェックできるのも電子BOOKの魅力!！

拡大・縮小も自由自在！ 目次、ページ一覧
から知りたい情報がすぐに見つけられ、
チェックできるのも電子BOOKの魅力!！

お店・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！
PC／タブレット／
スマートフォン対応

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。

iPad / iPhone / 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！ iPhone, iPad, 
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

をタップ

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



旅うららがおすすめするお土産としてご紹介させていただきます。

【おすすめみやげオプション】

※実際の掲載サイズと異なります

おすすめみやげオプション 年間掲載料 ¥50,000〈税別〉 

※ 約30社限定

商品写真1点 ＋ 商品名・店舗名掲載内容

※掲載パターンA～Iのいずれかのお申し込みが必要です。（広告スペース・掲載料金参照）




