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発刊

発行部数

発行期間

体裁

2021年1月下旬

720,000部

1年間（4回発行）

A4判  36～40ページ

2021年1月、17年目を迎え

    発行決定！Vol .17

Vol.16 Summer Vol.16  Spring Vol.16 Winter

Vol.16  Autumn

旅に便利な
MAP付き
ガイドブック！



『旅うららガイドMAP』は、横浜、鎌倉・湘南、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。

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8 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1月下旬
第2回      2021年4月1日頃
第3回      2021年7月1日頃
第4回      2021年10月1日頃 10月 Autumn7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、6 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、旅行会社など横浜エリアを中心に設置・配

布するほか、東京など全国にも発信しています。

約840カ所
>>資料2-1、2-2、3-1、3-2、
　 　　 3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8参照

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

横濱
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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。横浜市内を中心に無料配布中。

 「旅うらら横濱ガイドMAP」とは

旅うらら 横濱ガイドMAP Vol .17
■配布期間： 2021年1月～12月
　　　　　　（1月、4月、7月、10月  4回発行）
■発行部数：  720,000部
■体裁： A4判  36～40ページ
■設置・配布場所： 約840カ所

2021.1月 発行

旅うらら横濱ガイド M A P 媒 体概要

応募者からのコメント例

● MAP（地図）が正確で見やすかった
● 地図、名所、名店がエリア別にまとまっていたのが良かった
● 写真も綺麗で情報がたくさん載っていて良かった
● 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

関東甲信越
82.5 %

東海 7%

近畿 4%

北陸 1%

東北 2%

中国 1.5%
九州 1.5% 四国／北海道／沖縄

1％以下

■資料1■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 データ

応募男女比 応募者居住エリア

応募枚数　　　  6,296 通
〈2019年10月～2020年9月の12ヶ月間〉 専用

スタンプ

 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！

旅うらら 横濱ガイドMAP Vo l .16

女性
78 %

男性
22 %

神奈川   43 %
東京    25.5 %
埼玉 　 2.5 %
千葉 　 4.5 %
山梨　     1  %
茨城　  2.5 %
栃木　     1  %
群馬　  1.5 %
長野 　 0.5 %
新潟　  0.5 %



■資料2-1■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP Vol .16』 配布場所リスト

飲食店・物販店

タカラダ／ダニエル元町本店／キタムラ元町本店／ポンパドウル（元町本店・クイーンズスクエア横浜店）／ドイツ足の健康館

／シマミネ元町本店／スタージュエリー元町本店／ミハマ元町本店／仏蘭西料亭 霧笛楼／フクゾー洋品店／近沢レース元町本

店／今治浴巾 横浜元町店／ロデオドライブ元町本店／ ichi 横浜店／カシミヤ カシミヤ 元町店／オハラ本店／アリス／えの木

てい／山手十番館／元町ロココ／マックレガー横浜元町店／ Jam Jam ／ YOSHIDA ／夢仕立工房　横浜元町店／ PAWS 

CLUB ／菜香（新館・中華街大通り売店）／悟空茶荘／状元樓／同發（本館・新館売店イートイン）／重慶飯店／四五六菜館／三

和樓／廣東飯店／華正樓／金香樓／慶福楼 市場通り店／王府井（本店・酒家・レストラン）／華都飯店／中華街大飯店／福満園 

本店／景徳鎮（酒家・新館）／パワーストーン喜石／英一番館／天府城／横濱たちばな亭／スカーフmarca ／世界のビール博物

館／崎陽軒本店／ソフマップ 横浜店／東急ハンズ横浜店／勝烈庵 馬車道総本店／馬車道十番館／コーヒーの大学院／荒井屋

（本店・万國橋店）／和食居酒屋 叶家／グリル・エス／美喜屋 獅子舞工房／ありあけ本館ハーバーズムーン／レストラン四季彩

／アスリート中華ダイニング イーチャン／山安 港北店／登良屋／レストラン サンアロハ／鳥伊勢／スポーツカフェ ヤンキース

／イタリアンダイニング・カリーナ／割烹蒲焼 わかな／ウイッシュボン／もとまちユニオン元町店／耀盛號 売店／横濱帆布鞄

文化施設・レジャー

横浜市中央図書館／パシフィコ横浜／横浜みなとみらいホール／横浜美術館／横浜にぎわい座／横浜大さん橋国際旅客ターミナ

ル／日産スタジアム／横浜マリンタワー(改装中) ／よこはまコスモワールド／三溪園／横浜ランドマークタワー スカイガーデ

ン／横浜みなとみらい万葉倶楽部／横浜アンパンマンこどもミュージアム／ブリキのおもちゃ博物館／ポートサービス（マリー

ンルージュ）／ロイヤルウイング／屋形船 濱進／屋形船 すずよし／ヨコハマ スカイクルーズ／横浜大世界／横浜博覧館／鳳占

やかた／コートダジュール元町・中華街店／三菱みなとみらい技術館／帆船日本丸横浜みなと博物館／横浜・八景島シーパラダ

イス／新横浜ラーメン博物館／原鉄道模型博物館／よこはま動物園 ズーラシア／安藤百福発明記念館　カップヌードルミュー

ジアム／ブラフ18番館／横浜市イギリス館／ベーリック・ホール／象の鼻テラス

交通機関・駐車場 など

JR石川町駅／ JR横浜駅／ JR関内駅／ＹＣＡＴ／トヨタレンタリース神奈川（各営業所）／オリックスレンタカー／大栄交通

／クワハラ（リムジンタクシー ジュン）／元町ＳＳ会第一駐車場／山下公園駐車場／チャイナパーキング

《横浜市外》

海老名ＳＡ上り インフォメーション／足柄ＳＡ上り  コンシェルジュ／富士川ＳＡ上り／駿河湾沼津ＳＡ上り／清水ＰＡ上

り／静岡ＳＡ上り／談合坂ＳＡ下り／双葉ＳＡ上り・下り／諏訪湖ＳＡ上り／京浜急行 羽田空港駅／遠州鉄道（浜松発 横浜

行 高速バス車内）／ JR大森駅／東京地下鉄株式会社 池袋駅／東京地下鉄株式会社 押上駅／東武鉄道 池袋駅／東武鉄道 川

越駅／東武鉄道 大宮駅／東武鉄道 柏駅／ NEXCO中日本

《横浜市外》

東京都庁全国PRコーナー／日本郵便 KITTE（東京シティアイ）／　東急渋谷駅 メトロ外国人案内所／東京都中央区観光情報

センター／ MEGAドン・キホーテ港山下総本店1階 TIC

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／横浜市役所／横浜観光コンベンションビューロー／横浜駅

観光案内所／桜木町駅観光案内所／新横浜駅観光案内所／クイーンズスクエア内インフォメーション《1F・2F》／元町ＳＳ会

事務局／山下町交番／元町交番

公的機関・観光案内所

横浜市各区対抗大会（バドミントン）［瀬谷スポーツセンター］／ 2019長崎帆船まつり ［長崎市　水辺の森公園］／第49回神戸

まつり（PRブース） ［神戸市　東遊園地］／ SEAD31（電磁力関連　学会）［東京工業大学すずかけ台キャンパス］／日本ボーイ

スカウト全国大会 ［鹿児島市民文化ホール］／ 2019年度池坊全国大会［パシフィコ横浜］／秩父宮みなとラグビーまつり2019 

［秩父宮ラグビー場］／ 2019産業カウンセリング第48回全国研究大会［パシフィコ横浜］／関東学院大学オープンキャンパスin

沖縄 ［沖縄県ホテルサンパレス球陽館］／第24回日本緩和医療学会 ［パシフィコ横浜］／港フェスタ金沢2019 ［金沢港］／第42

回関東ろう者大会inかながわ ［横浜ラポール］／ファンゾーン（ラグビー W杯） ［臨港パーク］／ラグビーフェスタ ［新横浜駅前広

場］／全国自立援助ホーム協議会神奈川横浜大会 ［パシフィコ横浜］／横浜市観光振興課のアンケート回答者へのお礼／厚木市

観光協会の観光情報発信コーナー設置／横浜市政策局東京プロモーション本部

横浜市内コンベンション および イベント 過去使用実績（2019年1月～11月初旬／括弧内はコンベンション・イベントの名称）



その他（ルーツより配送）： 約 770 件             2020 .10 .25 現在

◆旅行代理店： 約 300社　◆学校： 約 100校
◆法人・個人・その他： 約 360カ所
※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。
※このリスト以外にも納品部数が300部未満のお店・ホテル等が、約130カ所
あります。
　　

その他

セブンイレブン 横浜中華街東門店／神奈川フロンティア／横浜市立みなと赤十字病院／神奈川県健康医療局保健医療部／

サンシティみなとみらいEAST ／一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院／京王観光株式会社／株式会社 京急ストア

《横浜市外／首都圏のホテル》
〈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／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／ヒルトン東京お台場／渋谷東急REIホテル／ホテル ザ 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／ベッセルイン上野入谷駅前／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／第一ホテル東京シーフォート／お茶の水イン／ザ・ビー赤坂／グランドニッコー東京 台場／相鉄フ
レッサイン東陽町駅前／相鉄フレッサイン東京蒲田／景雲荘／ホテル京阪東京四谷

〈鎌倉・湘南周辺〉
鎌倉パークホテル／ FUJISAWA HOTEL EN ／岩本楼／ WeBase 鎌倉

〈千葉舞浜周辺〉
ヒルトン東京ベイ／東京ベイ舞浜ホテル／ホテルオークラ東京ベイ／ホテル日航成田

〈その他エリア〉
ホテルビスタ海老名／スマイルホテル厚木／箱根吟遊

ホテル

ホテルニューグランド／ローズホテル 横浜／横浜ロイヤルパークホテル／横浜 ベイホテル東急／ニューオータニイン横浜プ

レミアム／ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜／ホテルビスタプレミオ横浜みなとみらい／横浜ベイシェラトン ホテル＆タ

ワーズ／グランパーク・イン横浜／リッチモンドホテル横浜駅前／ホテルウィングインターナショナル横浜関内／ホテルマイ

ステイズ横浜／ホテルルートイン 横浜馬車道／横浜ウィークリー伊勢佐木町本館／東横イン横浜関内／東横イン横浜スタジ

アム前1 ／東横イン横浜桜木町／ダイワロイネットホテル横浜公園／ダイワロイネットホテル横浜関内／コンフォートホテル

横浜関内／リッチモンドホテル横浜馬車道／ホテルJALシティ関内・横浜／マルタニホテル／ダイワロイネットホテル新横浜

／ホテルアソシア新横浜／新横浜プリンスホテル／新横浜フジビューホテル／コートホテル 新横浜／ラグナスイート新横浜

／東横イン新横浜駅前新館／新横浜グレイスホテル／横浜テクノタワーホテル／ベストウェスタン横浜(鶴見)

複合施設・デパート

ランドマークプラザ／みなとみらい東急スクエア／横浜ワールドポーターズ／ MARK IS みなとみらい／クロスゲート／コ

レットマーレ／ MARINE & WALK YOKOHAMA ／横浜ハンマーヘッド／シァル桜木町／そごう横浜店／ラクシスフロン

ト／セルテ

■資料2-2■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP Vol .16』 配布場所リスト

約840カ所定期設置・配布場所は



■資料3-1■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_1

インフォメーション（横浜市内・東京都内）

横浜駅観光案内所 新横浜駅観光案内所 MEGA ドン・キホーテ 
港山下総本店

横浜観光コンベンション・ビューロー神奈川県庁

東京都庁  全国 PR コーナー
神奈川県ラック

TIC TOKYO
（丸の内トラストタワー
インフォメーション）

東急渋谷駅
メトロ外国人案内所

日本郵便 KITTE 
（東京シティアイ）

桜木町駅観光案内所



■資料3-1■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_1

インフォメーション（横浜市内・東京都内）

横浜駅観光案内所 新横浜駅観光案内所 MEGA ドン・キホーテ 
港山下総本店

横浜観光コンベンション・ビューロー神奈川県庁

東京都庁  全国 PR コーナー
神奈川県ラック

TIC TOKYO
（丸の内トラストタワー
インフォメーション）

東急渋谷駅
メトロ外国人案内所

日本郵便 KITTE 
（東京シティアイ）

桜木町駅観光案内所

■資料3-2■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_2

京浜急行 羽田空港駅 海老名サービスエリア 上り線 
インフォメーション

駿河湾沼津サービスエリア 
上り線  インフォメーション

双葉サービスエリア 上り線 
インフォメーション

談合坂 下り線 
インフォメーション

清水パーキングエリア
インフォメーション

静岡サービスエリア 下り線 
インフォメーション

JR 石川町駅 中華街口 JR 石川町駅 元町口 JR 大森駅 中央口

交通機関・駐車場

※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。



■資料3-3■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_3

遠州鉄道 浜松発 
横浜行き高速バス 車内

東京メトロ 池袋駅 東京メトロ 押上駅 東武鉄道 池袋駅

東武鉄道 川越駅 東武鉄道 大宮駅 東武鉄道 柏駅

オリックスレンタカー
新横浜駅前店

YCAT

元町SS会  元町商店街駐車場中華街チャイナパーキング

交通機関・駐車場



■資料3-3■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_3

遠州鉄道 浜松発 
横浜行き高速バス 車内

東京メトロ 池袋駅 東京メトロ 押上駅 東武鉄道 池袋駅

東武鉄道 川越駅 東武鉄道 大宮駅 東武鉄道 柏駅

オリックスレンタカー
新横浜駅前店

YCAT

元町SS会  元町商店街駐車場中華街チャイナパーキング

交通機関・駐車場 ホテル

■資料3-4■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_4

ルートイン横浜馬車道 ホテルマイステイズ横浜

ホテルビスタプレミオ
横浜みなとみらい

新横浜プリンスホテル

新横浜フジビューホテル
スパ & レジデンス

ラグナスイート新横浜コートホテル新横浜

横浜テクノタワーホテルベストウェスタン横浜ホテルアソシア新横浜

横浜ベイシェラトン 
ホテル＆タワーズ

東横 INN 横浜スタジアム前



文化・レジャー施設

横浜大さん橋  国際客船ターミナル

横浜コスモワールド　
インフォメーション

■資料3-5■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_5

パシフィコ横浜  展示ホール

原鉄道模型博物館三菱みなとみらい技術館

アンパンマンミュージアム 横浜市イギリス館横浜美術館インフォメーション

横浜博覧館 横浜にぎわい座



店舗
■資料3-6■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_6

クロスゲート

CIAL 桜木町

コレットマーレ

MARK IS みなとみらい もとまちユニオンフードホール
（ラクシスフロント内）

ヨコハマメモリーズ
（ラクシスフロント内）

クイーンズスクエア
インフォメーション

横浜ワールドポーターズそごう横浜店

ショッピングセンター セルテ 伝統横濱スカーフ Marca

ランドマークプラザ 
インフォメーション



■資料3-7■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_7

セブンイレブン
横浜中華街東門店

中華街大飯店 パワーストーン喜石

フクゾー洋品店

東急ハンズ横浜店

三和楼華正樓 新館

荒井屋 本店

霧笛楼

英一番館 耀盛號菜香新館

えの木ていポンパドウル 元町本店もとまちユニオン元町店

店舗

四季彩



■資料3-7■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_7

セブンイレブン
横浜中華街東門店

中華街大飯店 パワーストーン喜石

フクゾー洋品店

東急ハンズ横浜店

三和楼華正樓 新館

荒井屋 本店

霧笛楼

英一番館 耀盛號菜香新館

えの木ていポンパドウル 元町本店もとまちユニオン元町店

店舗

四季彩

イベント・キャンペーン（過去実績 一例）
■資料3-8■ 『旅うらら 横濱ガイドMAP』 配布場所例_8

Cp+2018

MRO 旅フェスタ

ツーリズム EXPO

飯能新緑ツーデーマーチ



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 6 ＞＞資料 8

□ 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▲

［横浜エリアページ］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6■ 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!



■資料7■ 『旅うららテイクアウト&デリバリー』（https://www.tabiulala-note.com/）

『旅うららガイドMAP』を10部ま
で無料配送（通常3部まで）する
「おうちで旅うらら」プロジェクト
を実施。現在までも、連日多くの
申し込みをいただいております。

▲横浜のほかにも、鎌倉・湘南、小田原・箱根の店舗も掲
載しております。

▲PC、スマホ、タブレットなどの各デバ
イスに対応しております。

2020年4月、政府により「緊急事態宣言」が発令されました。弊社では「自宅で過ごされている方に少しでも旅気分
を味わってもらえたら……」という想いから、下記の取り組みをしてまいりました。両者ともに、読者の皆さまから大
変好評をいただき、『旅うららガイドMAP』の周知向上にも繋がりました。

新型コロナウイルスに対する弊社の取り組み

「おうちで旅うらら」の実施 ポスティングの実施

東京都世田谷区・杉並区・大田
区・目黒区に、『旅うららガイド
MAP』（横濱／鎌倉・湘南／小田
原・箱根）合計30,000部のポス
ティングを実施いたしました。

5月～ 6月

テイクアウト・デリバリーを実施している弊クライアントの皆さま
にお声がけをし、無償にてページの作成・公開を行っております。

新型コロナウイルス感染拡大に伴うテイクアウト・デリバリーの需
要増加を踏まえ、店舗の皆様の情報発信のお手伝いができればと
2020年 6月に新規開設いたしました。

作成方法

目的

2020年6月
リリース！

エリア別検索が便利！

随時
更新中！

メニューは何個でも
ご紹介できます！（画像は3点まで）

文章の作成を弊社にお任せいただ
くことも可能でございます。
また、情報の更新は随時無償にて
承っております！



「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8■ 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

「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8■ 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




