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平成 3 1年３月 1 9日   
市政記者各位   

『福岡市の観光・MICE 2019年版（福岡市観光統計）』の概要について 

１ 外国人入国者数は，７年連続で過去最高を更新！           【本編P４参照】 

   

２ 福岡市外国人延べ宿泊者数（推計）は300万人超！   【本編P12参照】 

 2019年版福岡市観光統計を公表いたします。 
 今回，外国人入国者数は７年連続で過去最高を更新し，入込観光客数は６年連続で過去最高を
更新しています。また，観光消費額も着実に増加しております。福岡市の最新の観光統計情報に
ついて広報のほどよろしくお願いいたします。       ※ 詳細は別紙をご覧ください。 

（2014年→2018年） 

（2014年→2017年） 

     ５年間で2.6倍 
（万人） 

（万人泊） 
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【 問 い 合 わ せ 】   
  経済観光文化局観光産業課 白石・梅丸 
  TEL  092-711-4353(内：2567) 

３ 福岡市内宿泊者は九州各県を訪問                【本編P15参照】  

４ 入込観光客数・観光消費額は着実に増加！      【本編Ｐ16,P18参照】                                                          

            

 福岡市内宿泊者の訪問・滞在の分布をみると， 
 福岡県内の訪問・滞在が13.5％，九州各県の訪問・滞在が46.7％となっている。 

（万人） （億円） 

（右目盛り）                      （左目盛り） 

福岡市内宿泊者の 
訪問・滞在の割合 
（サンプル数：13,640人） 
調査期間：2016年４月～2018年９月 





調査方法・用語の定義 
 
１ 入込観光客数 
（１）交通手段別の年間降客者数を把握する。 
（２）（１）の数に入込観光客率を乗じて，交通手段別の入込観光客数を算出する。 
  ※ 入込観光客率は過去の福岡市観光客動態調査の結果をもとに，過去の傾向等を勘案して算出している。 
 
２ 宿泊観光客数 
（１）観光庁の「宿泊旅行統計調査」の結果を利用し，宿泊客数を把握する。 
（２）（１）の数に宿泊観光客率を乗じて，宿泊観光客数を算出する。 
  ※ 宿泊観光客率は過去の福岡市観光客動態調査の結果をもとに，過去の傾向等を勘案して算出している。 
 
３ 外国人宿泊客数 
（１）観光庁の「宿泊旅行統計調査」の結果を利用し，宿泊客数を把握する。 
【用語の定義】 
 ○観光・・・・名所・旧跡めぐり，ショッピング，食，スポーツ観戦，コンサート，コンベンション，テーマパーク，ヘルスツーリズムなど 
 ○観光客・・・上記の観光目的で旅行している人及び仕事（社用，公用，商用，会議，研修など）兼観光，家事（帰省，医療，冠婚葬祭など）兼 
        観光の目的で旅行している人 
 ○訪日外国人旅行者・・・訪日外国人旅行者とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き， 
             これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。駐在員やその家族，留学生等の入国者・再入国者は訪日外国人 
             旅行者に含まれるが，当該旅行者数に乗員上陸数（特例上陸許可）は含まれない。 
             
※ 前年比や構成比は，四捨五入の関係で掲載数値の比と異なる場合がある。 
 
※  出典 
  ・日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」  
  ・観光庁「訪日外国人消費動向調査」 
  ・法務省「出入国管理統計」      
  ・観光庁「平成26年訪日外国人観光客の地方訪問状況」 
  ・日本政府観光局（JNTO）「国際会議統計」 
  ・（一財）福岡コンベンションセンター「福岡市のコンベンションゾーンにおける経済波及効果等調査」2016年３月 
  ・観光庁「宿泊旅行統計調査」    
  ・株式会社ＮＴＴアド（地図：NTT空間情報株式会社） 
  ・株式会社ＮＴＴＢＰ 
  ・観光庁 「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」（2018年3月） 
  ・中小企業庁「平成28年度商店街インバウンド実態調査」 
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１ 訪日外国人旅行者数及び訪日外国人旅行消費額の推移  

●  訪日外国人旅行者数（2018年） ：約3,119万人 
 ※   福岡市における外国人入国者数：約309.4万人（国の約10％） 
 
●  訪日外国人旅行消費額（2018年）：約４兆5,064億円 

資料：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」 
  ：観光庁「訪日外国人消費動向調査」 
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（万人） （億円） 

訪日外客数 
 
５年間で2.3倍 

※ 訪日外国人旅行者とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本を主たる居住国とする永住者等の  
  外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。 
  駐在員やその家族，留学生等の入国者・再入国者は訪日外国人旅行者に含まれる。 
  なお，左記訪日外国人旅行者数には，乗員上陸数（特例上陸許可）は含まれない。 

（右目盛り） （左目盛り） 
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福岡空港及び博多港からの外国人入国者数の推移 

     外国人入国者数 
 

５年間で2.6倍 
 

（万人） 

２ 福岡市の外国人入国者数の推移  

● 入国者数５年間で 2.6倍  120.1万人（2014年） → 309.4万人（2018年） 
 
● 韓国人の入国者は５年間で 2.8倍 56.4万人（2014年） → 158.5万人（2018年） 

52.6  
56.4  

87.7  

102.7  

153.4  
158.5  

6.8  11.7  15.6  15.8  17.2  
20.9  

4.1  7.3  11.7  13.9  15.6  
19.7  

2.2  
4.2  6.0  4.9  3.8  

3.8  1.8  2.4  3.0  3.2  3.5  

3.9  

13.8  16.9  
22.9  25.7  29.1  32.2  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

主な国籍別福岡市への入国推移 

韓国 中国 香港 タイ 欧州 台湾 

資料：法務省「出入国管理統計」   4 

（万人） 

※船舶観光上陸許可（クルーズ）を除く 



３ 日本全体（訪日外国人旅行者）と福岡市（外国人入国者）の国籍別訪問割合比較 

●  日本全体では中国からの訪問割合（26.9％）が最も高い。 
 
●  福岡市では韓国からの訪問割合（51.2％）が過半数。 
 
●  日本と福岡を比較すると欧米豪の市場に違いがみられる。人人 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

資料：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2018年年間推計値）」 
  ：法務省「出入国管理統計」 5 
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４-１ 訪日外国人等の動向（地方への訪問状況等） 

● 九州全体に占める福岡市の割合  60.5％  
 
● 福岡県内に占める福岡市の割合  94.4％ 
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資料：観光庁 「平成26年訪日外国人観光客の地方訪問状況」   

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

福岡市 587 817 903 1,201 2,078 2,575 2,983 3,094

福岡県 604 835 936 1,213 2,086 2,596 3,181 3,276

九州 726 1,150 1,258 1,675 2,832 3,721 4,941 5,116
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福岡市 福岡県 九州 

※訪日外国人数：3,244万人（2018年） 

資料：法務省「出入国管理統計」   
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（千人） 



案内先 ツアー名

志賀島 歴史とロマンあふれる志賀島をめぐるまち歩き

香椎宮周辺 勅使道から古の橿日宮

諸岡・板付遺跡 古代ロマンまち歩き　諸岡・板付編

南福岡駅～埋蔵文化センター 古代ロマンまち歩き　埋蔵文化財センター

竹下駅～ 古代ロマンまち歩き　那珂・比恵編

住吉～美野島 海でつながっていた住吉と美野島

ベイサイドプレイス博多周辺 博多ウォーターフロントまち歩き

南福岡十日恵比須神社周辺 南福岡・雑餉隈まち歩き～南福岡十日恵比須大祭～

博多旧市街 博多旧市街まち歩き（寺社巡りコース／伝統文化コース）

福岡城址 黒田家ゆかりの地まち歩き　築城の名手”黒田父子”の縄張りを歩く

天神南～大名 黒田家ゆかりのまち歩き　堀川を歩き，福岡藩の町づくりに迫る

天神地下街・新天町商店街 懐かしの天神を歩く

平尾・桜坂 平尾山荘・松風園コース

南区 高宮・野間周辺 高宮・野間のぶらぶら今昔物語

福岡市総合図書館～勝鷹水神 サザエさんぽまち歩き

西新・百道地区 元寇防塁ツアー

西区 能古島 歴史ロマンと豊かな自然満喫コース

早良区

東区

博多区

中央区

４-２ 訪日外国人等の動向（参考データ） 

観光情報サイト「よかなび」の閲覧状況   

●  観光情報サイト「よかなび」の閲覧状況   
 ・ スポット情報閲覧ランキング：言語別に特徴あり 東長寺（英語），舞鶴公園（中国語繁体字） など 
 ・ 特集記事閲覧ランキング ：言語別に特徴あり    能古島・志賀島（中国語繁体字で１位），ムスリムフレンドリーレストラン（英語５位）   

●  福岡市観光案内ボランティアまち歩きコースの状況 
  ・ 市内様々なエリアのコースを開発 

【スポット情報閲覧ランキング（2018年)】    

【特集記事閲覧ランキング（2018年)】    

福岡市観光案内ボランティアまち歩きコースの状況   
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【2017年度，2018年度コースより抜粋】    

スポット名 スポット名 スポット名 スポット名 スポット名

1 海の中道海浜公園 海の中道海浜公園 キャナルシティ博多 海の中道海浜公園 キャナルシティ博多

2 のこのしまアイランドパーク 天神地下街 シーサイドももち海浜公園 キャナルシティ博多 海の中道海浜公園

3 櫛田神社 櫛田神社 太宰府天満宮 櫛田神社 天神地下街

4 福岡タワー 東長寺 福岡タワー 天神地下街 太宰府天満宮

5 白糸の滝 JR博多シティ 博多ポートタワー 舞鶴公園 福岡タワー

順位
中国語（簡体字）日本語 英語 韓国語 中国語（繁体字）

件名・場所等 件名・場所等 件名・場所等 件名・場所等 件名・場所等

1 能古島・志賀島
買い物スポット
（天神・博多等）

もつ鍋・水炊き 能古島・志賀島
買い物スポット
（天神・博多等）

2
コスモススポット
（海の中道・能古島等）

能古島・志賀島
映画ロケ地
「君の膵臓をたべたい」

山笠・博多どんたく 能古島・志賀島

3 山笠・博多どんたく
コスモススポット
（海の中道・能古島等）

山笠・博多どんたく
夜景スポット
（片江展望台・水上バス等）

もつ鍋・水炊き

4
ビーチスポット
（シーサイドももち・志賀島等）

菜の花スポット
（海の中道・能古島等）

能古島・志賀島
コスモススポット
（海の中道・能古島等）

山笠・博多どんたく

5
直行便で行く離島
（対馬・壱岐・五島等）

ムスリムフレンドリー
レストラン

夜景スポット
（片江展望台・水上バス等）

福岡市動物園
桜スポット
（西公園・舞鶴公園等）

中国語（繁体字） 中国語（簡体字）日本語 英語 韓国語
順位


28年度実施コース  (2)





						案内先 アンナイ サキ		ツアー名 メイ

				東区 ヒガシク		志賀島 シカシマ		歴史とロマンあふれる志賀島をめぐるまち歩き レキシ シカシマ アル

						香椎宮周辺		勅使道から古の橿日宮

				博多区 ハカタク		諸岡・板付遺跡 モロオカ イタ ヅケ イセキ		古代ロマンまち歩き　諸岡・板付編 コダイ アル モロオカ イタ ヅケ ヘン

						南福岡駅～埋蔵文化センター ミナミフクオカエキ マイゾウ ブンカ		古代ロマンまち歩き　埋蔵文化財センター コダイ アル マイゾウ ブンカ ザイ

						竹下駅～ タケシタ エキ		古代ロマンまち歩き　那珂・比恵編 コダイ アル ナカ ヒエ ヘン

						住吉～美野島 スミヨシ ミノシマ		海でつながっていた住吉と美野島 ウミ スミヨシ ミノシマ

						ベイサイドプレイス博多周辺		博多ウォーターフロントまち歩き

						南福岡十日恵比須神社周辺		南福岡・雑餉隈まち歩き～南福岡十日恵比須大祭～

						博多旧市街		博多旧市街まち歩き（寺社巡りコース／伝統文化コース）

				中央区 チュウオウク		福岡城址 フクオカ ジョウシ		黒田家ゆかりの地まち歩き　築城の名手”黒田父子”の縄張りを歩く

						天神南～大名 テンジン ミナミ ダイミョウ		黒田家ゆかりのまち歩き　堀川を歩き，福岡藩の町づくりに迫る

						天神地下街・新天町商店街 テンジン チカガイ シンテンチョウ ショウテンガイ		懐かしの天神を歩く ナツ テンジン アル

						平尾・桜坂 ヒラオ サクラザカ		平尾山荘・松風園コース ヒラオ サンソウ ショウフウ エン

				南区 ミナミク		高宮・野間周辺 タカミヤ ノマ シュウヘン		高宮・野間のぶらぶら今昔物語 タカミヤ ノマ コンジャク モノガタリ

				早良区 サワラク		福岡市総合図書館～勝鷹水神 フクオカシ ソウゴウ トショカン カツ タカ スイジン		サザエさんぽまち歩き アル

						西新・百道地区 ニシジン モモチ チク		元寇防塁ツアー ゲンコウ ボウルイ

				西区 ニシク		能古島 ノコノシマ		歴史ロマンと豊かな自然満喫コース レキシ ユタ シゼン マンキツ








ｽﾎﾟｯﾄ

		（スポット）



		H30.1				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.7		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				櫛田神社 クシダ ジンジャ		2,600		櫛田神社 クシダ ジンジャ		237		キャナルシティ博多 ハカタ		723		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		829		キャナルシティ博多 ハカタ		83				1		白糸の滝		3,756		櫛田神社 クシダ ジンジャ		278		キャナルシティ博多 ハカタ		498		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,556		キャナルシティ博多 ハカタ		90

		2				河原谷の大つらら（通称：難所ヶ滝）		1,673		東長寺 トウチョウジ		220		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		368		櫛田神社 クシダ ジンジャ		783		福岡タワー フクオカ		52				2		白石浜海水浴場		3,022		天神地下街 テンジン チカガイ		228		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		442		キャナルシティ博多 ハカタ		1,475		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		65

		3				福岡タワー フクオカ		1,130		天神地下街 テンジン チカガイ		218		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		327		天神地下街 テンジン チカガイ		633		十日恵比須神社 トオカ エビス ジンジャ		49				3		海の中道海浜公園		2,277		東長寺 トウチョウジ		199		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		326		櫛田神社 クシダジンジャ		790		天神地下街 テンジンチカガイ		57

		4				東長寺 トウチョウジ		1,112		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		202		住吉神社 スミヨシ ジンジャ		255		舞鶴公園 マイヅル コウエン		491		舞鶴公園 マイヅル コウエン		47				4		のこのしまアイランドパーク		2,181		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		192		柳橋連合市場 ヤナギバシ レンゴウ イチバ		310		天神地下街 テンジンチカガイ		535		マリンワールド海の中道 ウミ ナカミチ		53

		5				九州国立博物館		986		福岡タワー フクオカ		116		福岡タワー フクオカ		199		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		474		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		45				5		韓国料理ハンアリ		1,959		JR博多シティ ハカタ		175		福岡タワー フクオカ		288		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョシジョウ		510		櫛田神社 クシダジンジャ		44





		Ｈ30.2				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.8		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,951		櫛田神社 クシダ ジンジャ		314		キャナルシティ博多 ハカタ		549		キャナルシティ博多 ハカタ		1,378		キャナルシティ博多 ハカタ		119				1		白糸の滝		5,769		櫛田神社 クシダ ジンジャ		275		キャナルシティ博多 ハカタ		493		キャナルシティ博多 ハカタ		1,570		キャナルシティ博多 ハカタ		56

		2				河原谷の大つらら（通称：難所ヶ滝）		1,787		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		271		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		373		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		1,014		舞鶴公園 マイヅル コウエン		67				2		海の中道海浜公園		3,762		天神地下街 テンジンチカガイ		266		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		380		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,468		天神地下街 テンジンチカガイ		55

		3				東長寺 トウチョウジ		1,341		天神地下街 テンジン チカガイ		262		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		336		舞鶴公園 マイヅル コウエン		700		福岡タワー フクオカ		57				3		のこのしまアイランドパーク		2,711		東長寺 トウチョウジ		206		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		211		櫛田神社 クシダジンジャ		841		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		46

		4				福岡タワー フクオカ		1,215		東長寺 トウチョウジ		216		住吉神社 スミヨシ ジンジャ		191		櫛田神社 クシダ ジンジャ		685		天神地下街 テンジン チカガイ		45				4		白石浜海水浴場		2,286		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		201		マリンワールド海の中道 ウミ ナカミチ		208		天神地下街		686		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		41

		5				のこのしまアイランドパーク		1,158		福岡タワー フクオカ		117		福岡タワー フクオカ		189		天神地下街 テンジン チカガイ		637		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		44				5		福岡タワー		1,847		JR博多シティ ハカタ		201		福岡タワー フクオカ		203		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョシジョウ		549		福岡タワー フクオカ		39





		Ｈ30.3				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.9		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		4,130		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		507		キャナルシティ博多 ハカタ		446		舞鶴公園 マイヅル コウエン		2,451		舞鶴公園 マイヅル コウエン		151				1		海の中道海浜公園		3,782		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		303		キャナルシティ博多 ハカタ		516		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,500		キャナルシティ博多 ハカタ		80

		2				のこのしまアイランドパーク		3,698		舞鶴公園 マイヅル コウエン		353		舞鶴公園 マイヅル コウエン		308		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,285		キャナルシティ博多 ハカタ		74				2		のこのしまアイランドパーク		2,581		天神地下街 テンジンチカガイ		290		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		315		キャナルシティ博多 ハカタ		1,423		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		68

		3				筵内のなの花の道		1,956		櫛田神社 クシダ ジンジャ		324		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		258		キャナルシティ博多 ハカタ		1,639		西公園 ニシ コウエン		74				3		櫛田神社		1,919		櫛田神社 クシダジンジャ		270		アサヒビール福岡工場 フクオカコウジョウ		245		櫛田神社 クシダジンジャ		745		天神地下街 テンジンチカガイ		68

		4				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,656		東長寺 トウチョウジ		302		博多ポートタワー ハカタ		249		のこのしまアイランドパーク		1,260		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		68				4		博多デイトス		1,697		東長寺 トウチョウジ		211		福岡タワー フクオカ		206		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョシジョウ		649		福岡市鮮魚市場 フクオカシセンギョシジョウ		50

		5				福岡タワー フクオカ		1,445		天神地下街 テンジン チカガイ		301		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		245		天神地下街 テンジン チカガイ		951		のこのしまアイランドパーク		60				5		白糸の滝		1,575		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		180		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		206		天神地下街 テンジンチカガイ		581		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		48





		Ｈ30.4				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.10		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		4,999		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		553		キャナルシティ博多 ハカタ		426		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		3,456		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		101				1		海の中道海浜公園		6,988		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		548		キャナルシティ博多 ハカタ		531		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		2,185		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		65

		2				のこのしまアイランドパーク		3,898		東長寺 トウチョウジ		308		博多ポートタワー ハカタ		224		キャナルシティ博多 ハカタ		1,431		キャナルシティ博多 ハカタ		52				2		キリンビアパーク福岡		5,601		天神地下街 テンジンチカガイ		442		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		360		キャナルシティ博多 ハカタ		1,230		キャナルシティ博多 ハカタ		63

		3				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,506		天神地下街 テンジン チカガイ		305		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		216		舞鶴公園 マイヅル コウエン		1,164		舞鶴公園 マイヅル コウエン		45				3		観世音寺 カンゼオンジ		4,653		櫛田神社 クシダジンジャ		367		友泉亭公園 ユウセンテイ コウエン		311		櫛田神社 クシダジンジャ		849		櫛田神社 クシダ ジンジャ		58

		4				福岡タワー フクオカ		1,466		櫛田神社 クシダ ジンジャ		293		福岡タワー フクオカ		209		天神地下街 テンジン チカガイ		915		のこのしまアイランドパーク		43				4		のこのしまアイランドパーク		4,569		東長寺 トウチョウジ		287		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		298		天神地下街 テンジン チカガイ		682		福岡タワー フクオカ		55

		5				古賀市工業団地 工場直売所		1,394		のこのしまアイランドパーク		183		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		173		櫛田神社 クシダ ジンジャ		814		天神地下街 テンジン チカガイ		38				5		櫛田神社 クシダ ジンジャ		2,305		JR博多シティ ハカタ		248		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		258		柳橋連合市場 ヤナギバシレンゴウイチバ		540		友泉亭公園 ユウセンテイ コウエン		49





		Ｈ30.5				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.11		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		3,550		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		378		キャナルシティ博多 ハカタ		417		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,447		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		73				1		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		2,948		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		513		キャナルシティ博多 ハカタ		569		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,280		天神地下街 テンジンチカガイ		80

		2				のこのしまアイランドパーク		3,212		天神地下街 テンジン チカガイ		376		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		282		キャナルシティ博多 ハカタ		1,402		キャナルシティ博多 ハカタ		66				2		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		2,748		東長寺 トウチョウジ		422		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		343		キャナルシティ博多 ハカタ		967		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		63

		3				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,724		東長寺 トウチョウジ		301		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		251		舞鶴公園 マイヅル コウエン		883		天神地下街 テンジン チカガイ		49				3		櫛田神社 クシダジンジャ		2,205		天神地下街 テンジンチカガイ		422		万葉の湯 マンヨウ ユ		306		櫛田神社 クシダジンジャ		847		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		63

		4				白糸の滝		1,626		櫛田神社 クシダ ジンジャ		292		博多ポートタワー ハカタ		216		天神地下街 テンジン チカガイ		806		マリノアシティ		41				4		東長寺 トウチョウジ		2,118		櫛田神社 クシダジンジャ		416		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		303		天神地下街 テンジンチカガイ		596		キャナルシティ博多 ハカタ		53

		5				福岡タワー		1,403		福岡タワー フクオカ		131		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		167		のこのしまアイランドパーク		603		福岡タワー フクオカ		41				5		福岡タワー フクオカ		1,771		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		307		福岡タワー フクオカ		230		舞鶴公園 マイヅル コウエン		574		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		52





		Ｈ30.6				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.12		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,003		天神地下街 テンジン チカガイ		305		キャナルシティ博多 ハカタ		413		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		1,755		キャナルシティ博多 ハカタ		73				1		柳橋連合市場 ヤナギバシレンゴウイチバ		2,282		天神地下街 テンジン チカガイ		426		キャナルシティ博多 ハカタ		688		キャナルシティ博多 ハカタ		1,068		天神地下街 テンジンチカガイ		87

		2				のこのしまアイランドパーク		1,920		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		254		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		310		キャナルシティ博多 ハカタ		1,519		福岡タワー フクオカ		51				2		櫛田神社 クシダジンジャ		1,803		櫛田神社 クシダ ジンジャ		408		香椎花園 カシイカエン		611		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		960		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		83

		3				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,763		東長寺 トウチョウジ		249		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		262		櫛田神社 クシダ ジンジャ		895		天神地下街 テンジン チカガイ		48				3		福岡タワー フクオカ		1,754		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		350		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		386		櫛田神社 クシダ ジンジャ		811		キャナルシティ博多 ハカタ		62

		4				白糸の滝		1,461		櫛田神社 クシダ ジンジャ		245		柳橋連合市場 ヤナギバシ レンゴウ イチバ		257		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョ シジョウ		847		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		45				4		博多デイトス ハカタ		1,596		東長寺 トウチョウジ		279		福岡タワー フクオカ		311		天神地下街 テンジン チカガイ		622		櫛田神社 クシダジンジャ		59

		5				福岡タワー		1,436		川端通商店街 カワバタ ツウ ショウテンガイ		120		博多ポートタワー ハカタ		240		天神地下街		716		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		34				5		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,276		柳橋連合市場 ヤナギバシレンゴウイチバ		250		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		293		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		539		福岡市鮮魚市場 フクオカシセンギョシジョウ		58





		30
年間 ネンカン		順位 ジュンイ		日本語 ニホンゴ				英語 エイゴ				韓国語 カンコクゴ				中国語（繁体字） チュウゴクゴ タイ ジ				中国語（簡体字） チュウ コクゴ カン タイ ジ						29
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		1		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		37,125		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		4,272		キャナルシティ博多 ハカタ		6,269		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		20,735		キャナルシティ博多 ハカタ		871				1		のこのしまアイランドパーク		26,844		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,531		キャナルシティ博多 ハカタ		4,665		キャナルシティ博多 ハカタ		13,275		キャナルシティ博多 ハカタ		513

		2		2		のこのしまアイランドパーク		29,018		天神地下街 テンジン チカガイ		3,841		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		3,979		キャナルシティ博多 ハカタ		16,405		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		710				2		櫛田神社 クシダ ジンジャ		19,347		天神地下街 テンジン チカガイ		2,459		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		3,602		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		7,406		福岡ﾀﾜー フクオカ		424

		3		3		櫛田神社 クシダジンジャ		23,200		櫛田神社 クシダ ジンジャ		3,719		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		3,151		櫛田神社 クシダジンジャ		9,850		天神地下街 テンジンチカガイ		659				3		福岡タワー フクオカ		16,011		福岡タワー フクオカ		1,986		福岡タワー フクオカ		2,427		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョ シジョウ		5,150		舞鶴公園 マイヅル コウエン		340

		4		4		福岡タワー フクオカ		18,156		東長寺 トウチョウジ		3,200		福岡タワー フクオカ		2,597		天神地下街 テンジンチカガイ		8,360		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		536				4		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		13,886		東長寺 トウチョウジ		1,925		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		2,082		能古島アイランドパーク		4,830		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		313

		5		5		白糸の滝 シライト タキ		17,781		JR博多シティ ハカタ		1,889		博多ポートタワー ハカタ		2,437		舞鶴公園 マイヅル コウエン		7,852		福岡タワー フクオカ		508				5		かしかえん		12,004		櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,870		大濠公園日本庭園 オオホリコウエン ニホン テイエン		1,732		櫛田神社 クシダ ジンジャ		4,290		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		302









ツアー

		（ツアー）



		Ｈ30.1		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.7		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		福岡オープントップバス フクオカ		612		屋台きっぷで屋台入門		74		屋台きっぷで屋台入門		232		屋台きっぷで屋台入門		383		屋台きっぷで屋台入門		32				1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		664		福岡ウォーキングツアー フクオカ		47		屋台きっぷで屋台入門		120		屋台きっぷで屋台入門		347		福岡オープントップバス フクオカ		22

		2		屋台きっぷで屋台入門		599		福岡ウォーキングツアー フクオカ		70		福岡オープントップバス フクオカ		132		福岡タワー フクオカ		158		福岡オープントップバス フクオカ		17				2		中洲クルーズ ナカス		633		福岡オープントップバス フクオカ		45		福岡オープントップバス フクオカ		101		福岡オープントップバス フクオカ		121		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		10

		3		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		285		福岡オープントップバス フクオカ		57		60分間握りずし体験教室		91		着物で楽しむ福岡博多		137		着物で楽しむ福岡博多		11				3		福岡オープントップバス フクオカ		583		松月堂　博多人形絵付体験		29		町家で食事と邦楽を愉しむ		74		着物で楽しむ福岡博多		103		老舗提灯店でオリジナル提灯をつくろう		6

		4		着物で楽しむ福岡博多		194		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		23		松月堂　博多人形絵付体験		65		博多まち歩きぶらぶら福岡		89		寿司づくり体験 スシ タイケン		9				4		博多まち歩き山笠バージョン ハカタ アル ヤマカサ		337		博多まち歩きぶらぶら福岡		27		寿司づくり体験 スシ タイケン		53		博多まち歩きぶらぶら福岡		43		お寺で日本舞踊体験		5

		5		博多まち歩き無料定時ツアー		182		福岡城址散策 フクオカ ジョウシ サンサク		23		着物で楽しむ福岡博多		61		松月堂　博多人形絵付体験		46		博多まち歩きぶらぶら福岡		7				5		屋台きっぷで屋台入門		297		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		24		着物体験とぜんざいの提供		45		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		41		屋台きっぷで屋台入門		5





		Ｈ30.2		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.8		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		屋台きっぷで屋台入門		682		屋台きっぷで屋台入門		88		屋台きっぷで屋台入門		212		屋台きっぷで屋台入門		315		屋台きっぷで屋台入門		37				1		中洲クルーズ ナカス		1,397		福岡オープントップバス フクオカ		76		福岡オープントップバス フクオカ		129		屋台きっぷで屋台入門		349		福岡オープントップバス フクオカ		23

		2		福岡オープントップバス フクオカ		551		福岡ウォーキングツアー フクオカ		56		60分間握りずし体験教室		123		福岡オープントップバス フクオカ		131		福岡オープントップバス フクオカ		33				2		禅寺で本格座禅体験		669		福岡ウォーキングツアー フクオカ		68		屋台きっぷで屋台入門		113		福岡オープントップバス フクオカ		187		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		13

		3		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		235		福岡オープントップバス フクオカ		56		福岡オープントップバス フクオカ		120		着物で楽しむ福岡博多		130		博多まち歩きぶらぶら福岡		20				3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		552		博多織工房見学 ハカタオリ コウボウ ケンガク		34		町家で食事と邦楽を愉しむ		53		着物で楽しむ福岡博多		70		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		10

		4		自分だけの和菓子を作ろう ジブン ワガシ ツク		223		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		25		着物で楽しむ福岡博多		64		博多まち歩きぶらぶら福岡		87		松月堂　博多人形絵付体験		16				4		福岡オープントップバス フクオカ		519		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		34		着物体験とぜんざいの提供		47		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		28		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		5

		5		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		209		SUITOFUKUOKA博多人形絵付体験 ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		20		松月堂　博多人形絵付体験		49		松月堂　博多人形絵付体験		36		着物で楽しむ福岡博多		16				5		屋台きっぷで屋台入門		447		SUITO寿司づくり体験 スシ タイケン		23		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		46		博多まち歩きぶらぶら福岡		26		ふるさと館博多曲物絵付体験 カン ハカタ マ モノ エツケ タイケン		5





		Ｈ30.3		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.9		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		屋台きっぷで屋台入門		822		屋台きっぷで屋台入門		93		屋台きっぷで屋台入門		266		屋台きっぷで屋台入門		594		屋台きっぷで屋台入門		54				1		中洲クルーズ ナカス		1,385		福岡オープントップバス フクオカ		77		福岡オープントップバス フクオカ		198		屋台きっぷで屋台入門		427		福岡オープントップバス フクオカ		13

		2		福岡オープントップバス フクオカ		688		福岡ウォーキングツアー フクオカ		64		福岡オープントップバス フクオカ		172		福岡オープントップバス フクオカ		222		福岡オープントップバス フクオカ		22				2		禅寺で本格座禅体験		715		福岡ウォーキングツアー フクオカ		57		屋台きっぷで屋台入門		93		福岡オープントップバス フクオカ		161		着物体験とぜんざいの提供		7

		3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		406		福岡オープントップバス フクオカ		59		60分間握りずし体験教室		111		着物で楽しむ福岡博多		204		博多まち歩きぶらぶら福岡		20				3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		659		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		36		町家で食事と邦楽を愉しむ		59		着物で楽しむ福岡博多		77		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		5

		4		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		273		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		50		着物で楽しむ福岡博多		33		博多まち歩きぶらぶら福岡		128		着物で楽しむ福岡博多		18				4		福岡オープントップバス		623		博多まち歩きぶらぶら福岡		25		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		54		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		41		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		4

		5		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		225		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		24		松月堂　博多人形絵付体験		31		松月堂　博多人形絵付体験		41		寿司づくり体験 スシ タイケン		8				5		屋台きっぷで屋台入門		447		SUITO寿司づくり体験 スシ タイケン		24		着物で楽しむ福岡博多		52		博多まち歩きぶらぶら福岡		31		お寺で日本舞踊体験		3





		Ｈ30.4		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.10		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		1,696		福岡ウォーキングツアー フクオカ		71		屋台きっぷで屋台入門		411		屋台きっぷで屋台入門		465		福岡オープントップバス フクオカ		29				1		中洲クルーズ ナカス		1,418		福岡オープントップバス フクオカ		110		福岡オープントップバス フクオカ		210		屋台きっぷで屋台入門		478		福岡オープントップバス フクオカ		44

		2		屋台きっぷで屋台入門		410		福岡オープントップバス フクオカ		58		福岡オープントップバス フクオカ		135		着物で楽しむ福岡博多		170		屋台きっぷで屋台入門		28				2		博多情緒めくり ハカタ ジョウチョ		872		福岡ウォーキングツアー フクオカ		74		屋台きっぷで屋台入門		136		福岡オープントップバス フクオカ		163		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		10

		3		福岡オープントップバス フクオカ		404		屋台きっぷで屋台入門		58		60分間握りずし体験教室		113		福岡オープントップバス フクオカ		166		博多まち歩きぶらぶら福岡		7				3		禅寺で本格座禅体験		783		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		34		町家で食事と邦楽を愉しむ		78		着物で楽しむ福岡博多		55		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		6

		4		食品サンプル製作体験		240		博多まち歩きぶらぶら福岡		26		松月堂　博多人形絵付体験		36		博多まち歩きぶらぶら福岡		88		着物で楽しむ福岡博多		5				4		福岡オープントップバス		759		福岡城址散策 フクオカ ジョウシ サンサク		30		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		70		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		46		お寺で日本舞踊体験		5

		5		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		233		Trip insight着物でまち歩き キモノ アル		24		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		29		松月堂　博多人形絵付体験		40		松月堂　博多人形絵付体験		2				5		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		548		屋台きっぷで屋台入門		25		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		59		博多まち歩きぶらぶら福岡		22		屋台きっぷで屋台入門		5





		Ｈ30.5		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.11		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		455		屋台きっぷで屋台入門		68		屋台きっぷで屋台入門		263		屋台きっぷで屋台入門		843		屋台きっぷで屋台入門		40				1		中洲クルーズ ナカス		1,480		福岡オープントップバス フクオカ		121		福岡オープントップバス フクオカ		179		屋台きっぷで屋台入門		377		福岡オープントップバス フクオカ		26

		2		屋台きっぷで屋台入門		397		福岡オープントップバス フクオカ		48		60分間握りずし体験教室		102		福岡オープントップバス フクオカ		153		福岡オープントップバス フクオカ		35				2		福岡オープントップバス		751		福岡ウォーキングツアー フクオカ		78		屋台きっぷで屋台入門		102		福岡オープントップバス フクオカ		129		町家で食事と邦楽を愉しむ		10

		3		福岡オープントップバス フクオカ		385		福岡ウォーキングツアー フクオカ		44		福岡オープントップバス フクオカ		93		着物で楽しむ福岡博多		151		着物で楽しむ福岡博多		7				3		禅寺で本格座禅体験		726		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		36		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		72		着物で楽しむ福岡博多		45		屋台きっぷで屋台入門		10

		4		食品サンプル製作体験		254		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		31		松月堂　博多人形絵付体験		34		博多まち歩きぶらぶら福岡		86		寿司づくり体験 スシ タイケン		7				4		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		402		博多織工房見学 ハカタオリ コウボウ ケンガク		26		町家で食事と邦楽を愉しむ		56		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		37		着物で楽しむ福岡博多		8

		5		粉から作る！ラーメン・餃子作り		193		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		31		着物で楽しむ福岡博多		26		松月堂　博多人形絵付体験		54		博多まち歩きぶらぶら福岡		6				5		博多情緒めくり ハカタ ジョウチョ		359		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		26		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		56		博多まち歩きぶらぶら福岡		32		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		7





		Ｈ30.6		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.12		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		375		福岡ウォーキングツアー フクオカ		40		屋台きっぷで屋台入門		107		屋台きっぷで屋台入門		317		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		11				1		中洲クルーズ ナカス		1,415		福岡オープントップバス フクオカ		86		福岡オープントップバス フクオカ		180		屋台きっぷで屋台入門		362		福岡オープントップバス フクオカ		29

		2		屋台きっぷで屋台入門		371		博多まち歩きぶらぶら福岡		24		福岡オープントップバス フクオカ		42		福岡オープントップバス フクオカ		74		屋台きっぷで屋台入門		10				2		禅寺で本格座禅体験		514		福岡ウォーキングツアー フクオカ		51		屋台きっぷで屋台入門		100		福岡オープントップバス フクオカ		105		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		13

		3		中洲クルーズ ナカス		367		屋台きっぷで屋台入門		24		町家で食事と邦楽を愉しむ		40		着物で楽しむ福岡博多		63		博多まち歩きぶらぶら福岡		5				3		福岡オープントップバス		496		博多織工房見学 ハカタオリ コウボウ ケンガク		24		町家で食事と邦楽を愉しむ		93		着物で楽しむ福岡博多		54		町家で食事と邦楽を愉しむ		10

		4		福岡オープントップバス フクオカ		226		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		15		60分間握りずし体験教室		40		博多まち歩きぶらぶら福岡		33		福岡オープントップバス フクオカ		5				4		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		350		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		23		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		64		博多まち歩きぶらぶら福岡		52		着物体験とぜんざいの提供		8

		5		粉から作る！ラーメン・餃子作り		198		60分間握りずし体験教室		14		SUITOFUKUOKA博多人形絵付体験 ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		34		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		24		和服に着替えて、人力車で博多の町を散策プラン		4				5		屋台きっぷで屋台入門		319		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		23		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		62		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		38		和服に着替えて、人力車で博多の町を散策プラン		8





		30
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						29
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		中洲クルーズ ナカス		8,992		福岡オープントップバス フクオカ		820		屋台きっぷで屋台入門		2,155		屋台きっぷで屋台入門		5,257		福岡オープントップバス フクオカ		298				1		屋台きっぷで屋台入門		4,744		福岡ウォーキングツアー フクオカ		826		すぐに着られるカンタン着物で、福岡を観光！4時間レンタル		737		博多まち歩きぶらぶら福岡 ハカタ アル フクオカ		2,349		博多まち歩きぶらぶら福岡 ハカタ アル フクオカ		302

		2		福岡オープントップバス フクオカ		6,597		福岡ウォーキングツアー フクオカ		720		福岡オープントップバス フクオカ		1,691		福岡オープントップバス フクオカ		1,770		屋台きっぷで屋台入門		236				2		那珂川水上バス「福博みなと　であい船」クルーズ		3,878		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		435		着物で楽しむ福岡博多 キモノ タノ フクオカ ハカタ		575		着物で楽しむ福岡博多 キモノ タノ フクオカ ハカタ		1,571		着物で楽しむ福岡博多 キモノ タノ フクオカ ハカタ		179

		3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		6,077		屋台きっぷで屋台入門		527		60分間握りずし体験教室		802		着物で楽しむ福岡博多		1,259		博多まち歩きぶらぶら福岡		86				3		すぐに着られるカンタン着物で、福岡を観光！4時間レンタル		3,721		すぐに着られるカンタン着物で、福岡を観光！4時間レンタル		336		60分間握りずし体験教室		567		屋台きっぷで屋台入門		894		60分間握りずし体験教室		119

		4		屋台きっぷで屋台入門		5,394		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		339		着物で楽しむ福岡博多		468		博多まち歩きぶらぶら福岡		717		着物で楽しむ福岡博多		80				4		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		3,578		外国人でも寿司職人になれる！にぎり寿司＆巻きずしを作ろう ガイコク ジン スシ ショクニン スシ マ ツク		234		松月堂　博多人形絵付体験 マツ ツキ ドウ ハカタ ニンギョウ エツ タイケン		472		松月堂　博多人形絵付体験 マツ ツキ ドウ ハカタ ニンギョウ エツ タイケン		863		松月堂　博多人形絵付体験 マツ ツキ ドウ ハカタ ニンギョウ エツ タイケン		100

		5		禅寺で本格座禅体験		3,824		博多まち歩きぶらぶら福岡		236		町家で食事と邦楽を愉しむ		453		松月堂　博多人形絵付体験		317		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		69				5		きもので楽しむ！福岡博多		3,181		博多まち歩きぶらぶら福岡 ハカタ アル フクオカ		212		すぐに着られるカンタン着物体験１時間レンタル タイケン ジカン		459		オープントップバス		388		屋台きっぷで屋台入門		79









特集

		（特集） トクシュウ



		Ｈ30.1		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.7		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		9,064		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		218		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		941		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,308		買い物天国 福岡		121				1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		21,356		買い物天国 福岡		355		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,099		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		2,559		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		180

		2		直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,978		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		166		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		507		夜景スポット ヤケイ		856		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		96				2		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		19,059		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		333		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		898		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,676		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		119

		3		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		3,101		買い物天国 福岡		153		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		485		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		846		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		60				3		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		16,718		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		272		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		583		夜景スポット ヤケイ		701		買い物天国 福岡		102

		4		美術館・博物館めぐり ビジュツカン ハクブツカン		2,828		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		91		夜景スポット ヤケイ		305		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		663		２つの洋館巡り ヨウカン メグ		55				4		おすすめ花火大会 ハナビ タイカイ		9,673		ムスリムフレンドリー		173		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		514		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		614		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		78

		5		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		2,540		博多うどんを食べてみて！ ハカタ タ		87		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		296		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		634		夜景スポット ヤケイ		45				5		直行で行ける「離島」の楽しみ方		5,232		菜の花スポット ナ ハナ		152		和を感じる博多 ワ カン ハカタ		256		金印を見に行こう キンイン ミ イ		470		旧市街フォトジェニックスポット キュウシガイ		63





		Ｈ30.2		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.8		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		10,220		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		217		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		845		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,702		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		119				1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		24,141		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		353		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		789		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,543		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		133

		2		直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,643		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		160		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		504		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,013		買い物天国 福岡		97				2		おすすめ花火大会 ハナビ タイカイ		18,197		買い物天国 福岡		282		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		350		夜景スポット ヤケイ		866		買い物天国 福岡		94

		3		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		2,339		買い物天国 福岡		152		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		395		夜景スポット ヤケイ		789		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		60				3		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		13,488		ムスリムフレンドリー		184		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		343		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		644		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		83

		4		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		2,282		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		104		夜景スポット ヤケイ		273		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		556		２つの洋館巡り ヨウカン メグ		58				4		博多で楽しむ夏まつり ハカタ タノ ナツ		9,581		旧市街体験プログラム キュウシガイ タイケン		151		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		286		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		524		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		80

		5		美術館・博物館めぐり ビジュツカン ハクブツカン		2,203		モダンシティ福岡 フクオカ		99		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		264		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		484		こころ落ち着く「日本庭園」		57				5		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		7,847		夜景スポット ヤケイ		139		和を感じる博多 ワ カン ハカタ		245		旧市街体験プログラム キュウシガイ タイケン		522		神社参拝方法 ジンジャ サンパイ ホウホウ		61





		Ｈ30.3		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.9		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		22,290		菜の花スポット ナ ハナ		622		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		1,506		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		2,908		桜スポット サクラ		309				1		コスモススポット		16,841		コスモススポット		415		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		766		コスモススポット		1,939		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		124

		2		菜の花スポット ナ ハナ		8,988		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		417		菜の花スポット ナ ハナ		654		菜の花スポット ナ ハナ		2,334		菜の花スポット ナ ハナ		134				2		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		13,313		買い物天国 福岡		378		コスモススポット		701		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,164		コスモススポット		115

		3		直行で行ける「離島」の楽しみ方		5,373		買い物天国 福岡		337		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		618		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,669		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		112				3		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		3,827		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		254		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		446		夜景スポット ヤケイ		793		買い物天国 福岡		98

		4		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		3,156		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		270		桜スポット サクラ		562		桜スポット サクラ		1,510		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		104				4		アジアンパーティ		3,602		ムスリムフレンドリー		203		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		378		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		458		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		97

		5		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		2,807		桜スポット サクラ		227		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		551		夜景スポット ヤケイ		1,053		買い物天国 福岡		85				5		直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,576		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		138		夜景スポット ヤケイ		356		旧市街フォトジェニックスポット キュウシガイ		450		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		80





		Ｈ30.4		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.10		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		26,831		菜の花スポット ナ ハナ		490		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		1,042		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		2,534		買い物天国 福岡		181				1		コスモススポット		60,007		コスモススポット		782		コスモススポット		918		コスモススポット		2,194		コスモススポット		167

		2		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		8,211		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		337		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		768		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,857		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		130				2		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		9,913		買い物天国 福岡		438		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		864		紅葉スポット コウヨウ		1,235		紅葉スポット コウヨウ		122

		3		直行で行ける「離島」の楽しみ方		4,690		買い物天国 福岡		248		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		636		菜の花スポット ナ ハナ		1,280		菜の花スポット ナ ハナ		101				3		紅葉スポット コウヨウ		6,003		紅葉スポット コウヨウ		337		紅葉スポット コウヨウ		769		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,132		買い物天国 福岡		119

		4		菜の花スポット ナ ハナ		3,270		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		206		菜の花スポット ナ ハナ		420		夜景スポット ヤケイ		974		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		91				4		博多秋博 ハカタ アキヒロ		4,452		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		223		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		528		夜景スポット ヤケイ		779		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		107

		5		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		2,329		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		195		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		239		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		769		桜スポット サクラ		75				5		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		2,507		ムスリムフレンドリー		223		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		394		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		445		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		87





		Ｈ30.5		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.11		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		25,860		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		329		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		944		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		2,198		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		140				1		コスモススポット		16,585		コスモススポット		589		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		914		紅葉スポット コウヨウ		1,811		コスモススポット		212

		2		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		9,623		菜の花スポット ナ ハナ		309		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		617		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,959		買い物天国 福岡		124				2		紅葉スポット コウヨウ		14,105		買い物天国 福岡		497		紅葉スポット コウヨウ		795		コスモススポット		1,010		紅葉スポット コウヨウ		190

		3		直行で行ける「離島」の楽しみ方		4,527		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		217		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		466		菜の花スポット ナ ハナ		906		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		93				3		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		6,026		紅葉スポット コウヨウ		442		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		628		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		956		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		103

		4		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		3,197		買い物天国 福岡		201		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		289		夜景スポット ヤケイ		805		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		77				4		博多秋博 ハカタ アキヒロ		3,249		ムスリムフレンドリー		249		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		410		夜景スポット ヤケイ		684		買い物天国 福岡		96

		5		美術館・博物館めぐり ビジュツカン ハクブツカン		2,144		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		138		菜の花スポット ナ ハナ		205		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		701		夜景スポット ヤケイ		55				5		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		3,176		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		191		コスモススポット		343		旧市街フォトジェニックスポット キュウシガイ		378		桜スポット サクラ		74





		Ｈ30.6		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.12		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		18,680		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		282		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		867		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		2,653		買い物天国 福岡		177				1		イルミネーションスポット		4,276		買い物天国 福岡		396		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		1,281		恵比須かきを食べに行こう！		1,341		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		109

		2		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		8,719		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		240		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		824		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,942		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		115				2		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,656		恵比須かきを食べに行こう！		318		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		765		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		914		恵比須かきを食べに行こう！		101

		3		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		4,201		菜の花スポット ナ ハナ		240		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		455		夜景スポット ヤケイ		839		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		113				3		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		3,280		ムスリムフレンドリー		298		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		517		夜景スポット ヤケイ		733		桜スポット サクラ		91

		4		直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,759		買い物天国 福岡		199		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		356		菜の花スポット ナ ハナ		603		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		78				4		紅葉スポット コウヨウ		1,912		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		201		夜景スポット ヤケイ		391		紅葉スポット コウヨウ		556		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		90

		5		バーベキュースポット		3,128		ムスリムフレンドリー		144		博多うどんを食べてみて！ ハカタ タ		245		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		542		こころ落ち着く「日本庭園」		62				5		日帰りで楽しめる天然温泉 ヒガエ タノ テンネン オンセン		1,836		コスモススポット		199		恵比須かきを食べに行こう！		372		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		488		夜景スポット ヤケイ		80





		30
年間 ネン アイダ		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						29
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		191,350		買い物天国 福岡		3,636		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		9,993		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		19,977		買い物天国 福岡		1,371				1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		241,441		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,160		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		7,042		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		16,439		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		1,092

		2		コスモススポット		98,893		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,355		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		7,694		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		14,667		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,214				2		コスモススポット		67,525		買い物天国 福岡 カ モノ テンゴク フクオカ		2,260		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		6,707		夜景スポット ヤケイ		9,034		買い物天国 福岡 カ モノ テンゴク フクオカ		1,026

		3		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		64,048		コスモススポット		2,710		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		6,643		夜景スポット ヤケイ		9,872		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		1,090				3		直行で行ける「離島」の楽しみ方 チョッコウ イ リトウ タノ カタ		58,601		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		2,185		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		5,761		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		8,547		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		1,019

		4		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		45,319		菜の花スポット ナ ハナ		2,204		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,605		コスモススポット		7,238		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		902				4		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		55,418		菜の花スポット		1,197		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,815		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		7,845		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		916

		5		直行で行ける「離島」の楽しみ方		40,551		ムスリムフレンドリー		2,021		夜景スポット ヤケイ		3,264		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		6,966		桜スポット サクラ		687				5		1時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		44,462		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,143		夜景スポット ヤケイ		3,239		菜の花スポット		3,072		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		581










ｽﾎﾟｯﾄ

		（スポット）



		H30.1				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.7		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				櫛田神社 クシダ ジンジャ		2,600		櫛田神社 クシダ ジンジャ		237		キャナルシティ博多 ハカタ		723		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		829		キャナルシティ博多 ハカタ		83				1		白糸の滝		3,756		櫛田神社 クシダ ジンジャ		278		キャナルシティ博多 ハカタ		498		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,556		キャナルシティ博多 ハカタ		90

		2				河原谷の大つらら（通称：難所ヶ滝）		1,673		東長寺 トウチョウジ		220		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		368		櫛田神社 クシダ ジンジャ		783		福岡タワー フクオカ		52				2		白石浜海水浴場		3,022		天神地下街 テンジン チカガイ		228		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		442		キャナルシティ博多 ハカタ		1,475		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		65

		3				福岡タワー フクオカ		1,130		天神地下街 テンジン チカガイ		218		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		327		天神地下街 テンジン チカガイ		633		十日恵比須神社 トオカ エビス ジンジャ		49				3		海の中道海浜公園		2,277		東長寺 トウチョウジ		199		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		326		櫛田神社 クシダジンジャ		790		天神地下街 テンジンチカガイ		57

		4				東長寺 トウチョウジ		1,112		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		202		住吉神社 スミヨシ ジンジャ		255		舞鶴公園 マイヅル コウエン		491		舞鶴公園 マイヅル コウエン		47				4		のこのしまアイランドパーク		2,181		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		192		柳橋連合市場 ヤナギバシ レンゴウ イチバ		310		天神地下街 テンジンチカガイ		535		マリンワールド海の中道 ウミ ナカミチ		53

		5				九州国立博物館		986		福岡タワー フクオカ		116		福岡タワー フクオカ		199		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		474		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		45				5		韓国料理ハンアリ		1,959		JR博多シティ ハカタ		175		福岡タワー フクオカ		288		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョシジョウ		510		櫛田神社 クシダジンジャ		44





		Ｈ30.2				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.8		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,951		櫛田神社 クシダ ジンジャ		314		キャナルシティ博多 ハカタ		549		キャナルシティ博多 ハカタ		1,378		キャナルシティ博多 ハカタ		119				1		白糸の滝		5,769		櫛田神社 クシダ ジンジャ		275		キャナルシティ博多 ハカタ		493		キャナルシティ博多 ハカタ		1,570		キャナルシティ博多 ハカタ		56

		2				河原谷の大つらら（通称：難所ヶ滝）		1,787		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		271		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		373		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		1,014		舞鶴公園 マイヅル コウエン		67				2		海の中道海浜公園		3,762		天神地下街 テンジンチカガイ		266		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		380		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,468		天神地下街 テンジンチカガイ		55

		3				東長寺 トウチョウジ		1,341		天神地下街 テンジン チカガイ		262		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		336		舞鶴公園 マイヅル コウエン		700		福岡タワー フクオカ		57				3		のこのしまアイランドパーク		2,711		東長寺 トウチョウジ		206		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		211		櫛田神社 クシダジンジャ		841		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		46

		4				福岡タワー フクオカ		1,215		東長寺 トウチョウジ		216		住吉神社 スミヨシ ジンジャ		191		櫛田神社 クシダ ジンジャ		685		天神地下街 テンジン チカガイ		45				4		白石浜海水浴場		2,286		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		201		マリンワールド海の中道 ウミ ナカミチ		208		天神地下街		686		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		41

		5				のこのしまアイランドパーク		1,158		福岡タワー フクオカ		117		福岡タワー フクオカ		189		天神地下街 テンジン チカガイ		637		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		44				5		福岡タワー		1,847		JR博多シティ ハカタ		201		福岡タワー フクオカ		203		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョシジョウ		549		福岡タワー フクオカ		39





		Ｈ30.3				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.9		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		4,130		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		507		キャナルシティ博多 ハカタ		446		舞鶴公園 マイヅル コウエン		2,451		舞鶴公園 マイヅル コウエン		151				1		海の中道海浜公園		3,782		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		303		キャナルシティ博多 ハカタ		516		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,500		キャナルシティ博多 ハカタ		80

		2				のこのしまアイランドパーク		3,698		舞鶴公園 マイヅル コウエン		353		舞鶴公園 マイヅル コウエン		308		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,285		キャナルシティ博多 ハカタ		74				2		のこのしまアイランドパーク		2,581		天神地下街 テンジンチカガイ		290		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		315		キャナルシティ博多 ハカタ		1,423		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		68

		3				筵内のなの花の道		1,956		櫛田神社 クシダ ジンジャ		324		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		258		キャナルシティ博多 ハカタ		1,639		西公園 ニシ コウエン		74				3		櫛田神社		1,919		櫛田神社 クシダジンジャ		270		アサヒビール福岡工場 フクオカコウジョウ		245		櫛田神社 クシダジンジャ		745		天神地下街 テンジンチカガイ		68

		4				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,656		東長寺 トウチョウジ		302		博多ポートタワー ハカタ		249		のこのしまアイランドパーク		1,260		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		68				4		博多デイトス		1,697		東長寺 トウチョウジ		211		福岡タワー フクオカ		206		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョシジョウ		649		福岡市鮮魚市場 フクオカシセンギョシジョウ		50

		5				福岡タワー フクオカ		1,445		天神地下街 テンジン チカガイ		301		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		245		天神地下街 テンジン チカガイ		951		のこのしまアイランドパーク		60				5		白糸の滝		1,575		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		180		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		206		天神地下街 テンジンチカガイ		581		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		48





		Ｈ30.4				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.10		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		4,999		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		553		キャナルシティ博多 ハカタ		426		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		3,456		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		101				1		海の中道海浜公園		6,988		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		548		キャナルシティ博多 ハカタ		531		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		2,185		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		65

		2				のこのしまアイランドパーク		3,898		東長寺 トウチョウジ		308		博多ポートタワー ハカタ		224		キャナルシティ博多 ハカタ		1,431		キャナルシティ博多 ハカタ		52				2		キリンビアパーク福岡		5,601		天神地下街 テンジンチカガイ		442		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		360		キャナルシティ博多 ハカタ		1,230		キャナルシティ博多 ハカタ		63

		3				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,506		天神地下街 テンジン チカガイ		305		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		216		舞鶴公園 マイヅル コウエン		1,164		舞鶴公園 マイヅル コウエン		45				3		観世音寺 カンゼオンジ		4,653		櫛田神社 クシダジンジャ		367		友泉亭公園 ユウセンテイ コウエン		311		櫛田神社 クシダジンジャ		849		櫛田神社 クシダ ジンジャ		58

		4				福岡タワー フクオカ		1,466		櫛田神社 クシダ ジンジャ		293		福岡タワー フクオカ		209		天神地下街 テンジン チカガイ		915		のこのしまアイランドパーク		43				4		のこのしまアイランドパーク		4,569		東長寺 トウチョウジ		287		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		298		天神地下街 テンジン チカガイ		682		福岡タワー フクオカ		55

		5				古賀市工業団地 工場直売所		1,394		のこのしまアイランドパーク		183		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		173		櫛田神社 クシダ ジンジャ		814		天神地下街 テンジン チカガイ		38				5		櫛田神社 クシダ ジンジャ		2,305		JR博多シティ ハカタ		248		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		258		柳橋連合市場 ヤナギバシレンゴウイチバ		540		友泉亭公園 ユウセンテイ コウエン		49





		Ｈ30.5				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.11		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		3,550		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		378		キャナルシティ博多 ハカタ		417		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,447		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		73				1		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		2,948		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		513		キャナルシティ博多 ハカタ		569		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,280		天神地下街 テンジンチカガイ		80

		2				のこのしまアイランドパーク		3,212		天神地下街 テンジン チカガイ		376		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		282		キャナルシティ博多 ハカタ		1,402		キャナルシティ博多 ハカタ		66				2		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		2,748		東長寺 トウチョウジ		422		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		343		キャナルシティ博多 ハカタ		967		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		63

		3				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,724		東長寺 トウチョウジ		301		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		251		舞鶴公園 マイヅル コウエン		883		天神地下街 テンジン チカガイ		49				3		櫛田神社 クシダジンジャ		2,205		天神地下街 テンジンチカガイ		422		万葉の湯 マンヨウ ユ		306		櫛田神社 クシダジンジャ		847		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		63

		4				白糸の滝		1,626		櫛田神社 クシダ ジンジャ		292		博多ポートタワー ハカタ		216		天神地下街 テンジン チカガイ		806		マリノアシティ		41				4		東長寺 トウチョウジ		2,118		櫛田神社 クシダジンジャ		416		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		303		天神地下街 テンジンチカガイ		596		キャナルシティ博多 ハカタ		53

		5				福岡タワー		1,403		福岡タワー フクオカ		131		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		167		のこのしまアイランドパーク		603		福岡タワー フクオカ		41				5		福岡タワー フクオカ		1,771		友泉亭公園 ユウセンテイコウエン		307		福岡タワー フクオカ		230		舞鶴公園 マイヅル コウエン		574		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		52





		Ｈ30.6				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.12		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,003		天神地下街 テンジン チカガイ		305		キャナルシティ博多 ハカタ		413		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		1,755		キャナルシティ博多 ハカタ		73				1		柳橋連合市場 ヤナギバシレンゴウイチバ		2,282		天神地下街 テンジン チカガイ		426		キャナルシティ博多 ハカタ		688		キャナルシティ博多 ハカタ		1,068		天神地下街 テンジンチカガイ		87

		2				のこのしまアイランドパーク		1,920		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		254		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		310		キャナルシティ博多 ハカタ		1,519		福岡タワー フクオカ		51				2		櫛田神社 クシダジンジャ		1,803		櫛田神社 クシダ ジンジャ		408		香椎花園 カシイカエン		611		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		960		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		83

		3				櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,763		東長寺 トウチョウジ		249		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		262		櫛田神社 クシダ ジンジャ		895		天神地下街 テンジン チカガイ		48				3		福岡タワー フクオカ		1,754		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		350		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		386		櫛田神社 クシダ ジンジャ		811		キャナルシティ博多 ハカタ		62

		4				白糸の滝		1,461		櫛田神社 クシダ ジンジャ		245		柳橋連合市場 ヤナギバシ レンゴウ イチバ		257		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョ シジョウ		847		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		45				4		博多デイトス ハカタ		1,596		東長寺 トウチョウジ		279		福岡タワー フクオカ		311		天神地下街 テンジン チカガイ		622		櫛田神社 クシダジンジャ		59

		5				福岡タワー		1,436		川端通商店街 カワバタ ツウ ショウテンガイ		120		博多ポートタワー ハカタ		240		天神地下街		716		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		34				5		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		1,276		柳橋連合市場 ヤナギバシレンゴウイチバ		250		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		293		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		539		福岡市鮮魚市場 フクオカシセンギョシジョウ		58





		30
年間 ネンカン		順位 ジュンイ		日本語 ニホンゴ				英語 エイゴ				韓国語 カンコクゴ				中国語（繁体字） チュウゴクゴ タイ ジ				中国語（簡体字） チュウ コクゴ カン タイ ジ						29
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ		スポット名 メイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		1		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		37,125		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		4,272		キャナルシティ博多 ハカタ		6,269		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		20,735		キャナルシティ博多 ハカタ		871				1		のこのしまアイランドパーク		26,844		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		2,531		キャナルシティ博多 ハカタ		4,665		キャナルシティ博多 ハカタ		13,275		キャナルシティ博多 ハカタ		513

		2		2		のこのしまアイランドパーク		29,018		天神地下街 テンジン チカガイ		3,841		シーサイドももち海浜公園 カイヒンコウエン		3,979		キャナルシティ博多 ハカタ		16,405		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチカイヒンコウエン		710				2		櫛田神社 クシダ ジンジャ		19,347		天神地下街 テンジン チカガイ		2,459		シーサイドももち海浜公園 カイヒン コウエン		3,602		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		7,406		福岡ﾀﾜー フクオカ		424

		3		3		櫛田神社 クシダジンジャ		23,200		櫛田神社 クシダ ジンジャ		3,719		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		3,151		櫛田神社 クシダジンジャ		9,850		天神地下街 テンジンチカガイ		659				3		福岡タワー フクオカ		16,011		福岡タワー フクオカ		1,986		福岡タワー フクオカ		2,427		福岡市鮮魚市場 フクオカシ センギョ シジョウ		5,150		舞鶴公園 マイヅル コウエン		340

		4		4		福岡タワー フクオカ		18,156		東長寺 トウチョウジ		3,200		福岡タワー フクオカ		2,597		天神地下街 テンジンチカガイ		8,360		太宰府天満宮 ダザイフテンマングウ		536				4		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		13,886		東長寺 トウチョウジ		1,925		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		2,082		能古島アイランドパーク		4,830		太宰府天満宮 ダザイフ テンマングウ		313

		5		5		白糸の滝 シライト タキ		17,781		JR博多シティ ハカタ		1,889		博多ポートタワー ハカタ		2,437		舞鶴公園 マイヅル コウエン		7,852		福岡タワー フクオカ		508				5		かしかえん		12,004		櫛田神社 クシダ ジンジャ		1,870		大濠公園日本庭園 オオホリコウエン ニホン テイエン		1,732		櫛田神社 クシダ ジンジャ		4,290		海の中道海浜公園 ウミ ナカミチ カイヒン コウエン		302









ツアー

		（ツアー）



		Ｈ30.1		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.7		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		福岡オープントップバス フクオカ		612		屋台きっぷで屋台入門		74		屋台きっぷで屋台入門		232		屋台きっぷで屋台入門		383		屋台きっぷで屋台入門		32				1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		664		福岡ウォーキングツアー フクオカ		47		屋台きっぷで屋台入門		120		屋台きっぷで屋台入門		347		福岡オープントップバス フクオカ		22

		2		屋台きっぷで屋台入門		599		福岡ウォーキングツアー フクオカ		70		福岡オープントップバス フクオカ		132		福岡タワー フクオカ		158		福岡オープントップバス フクオカ		17				2		中洲クルーズ ナカス		633		福岡オープントップバス フクオカ		45		福岡オープントップバス フクオカ		101		福岡オープントップバス フクオカ		121		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		10

		3		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		285		福岡オープントップバス フクオカ		57		60分間握りずし体験教室		91		着物で楽しむ福岡博多		137		着物で楽しむ福岡博多		11				3		福岡オープントップバス フクオカ		583		松月堂　博多人形絵付体験		29		町家で食事と邦楽を愉しむ		74		着物で楽しむ福岡博多		103		老舗提灯店でオリジナル提灯をつくろう		6

		4		着物で楽しむ福岡博多		194		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		23		松月堂　博多人形絵付体験		65		博多まち歩きぶらぶら福岡		89		寿司づくり体験 スシ タイケン		9				4		博多まち歩き山笠バージョン ハカタ アル ヤマカサ		337		博多まち歩きぶらぶら福岡		27		寿司づくり体験 スシ タイケン		53		博多まち歩きぶらぶら福岡		43		お寺で日本舞踊体験		5

		5		博多まち歩き無料定時ツアー		182		福岡城址散策 フクオカ ジョウシ サンサク		23		着物で楽しむ福岡博多		61		松月堂　博多人形絵付体験		46		博多まち歩きぶらぶら福岡		7				5		屋台きっぷで屋台入門		297		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		24		着物体験とぜんざいの提供		45		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		41		屋台きっぷで屋台入門		5





		Ｈ30.2		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.8		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		屋台きっぷで屋台入門		682		屋台きっぷで屋台入門		88		屋台きっぷで屋台入門		212		屋台きっぷで屋台入門		315		屋台きっぷで屋台入門		37				1		中洲クルーズ ナカス		1,397		福岡オープントップバス フクオカ		76		福岡オープントップバス フクオカ		129		屋台きっぷで屋台入門		349		福岡オープントップバス フクオカ		23

		2		福岡オープントップバス フクオカ		551		福岡ウォーキングツアー フクオカ		56		60分間握りずし体験教室		123		福岡オープントップバス フクオカ		131		福岡オープントップバス フクオカ		33				2		禅寺で本格座禅体験		669		福岡ウォーキングツアー フクオカ		68		屋台きっぷで屋台入門		113		福岡オープントップバス フクオカ		187		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		13

		3		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		235		福岡オープントップバス フクオカ		56		福岡オープントップバス フクオカ		120		着物で楽しむ福岡博多		130		博多まち歩きぶらぶら福岡		20				3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		552		博多織工房見学 ハカタオリ コウボウ ケンガク		34		町家で食事と邦楽を愉しむ		53		着物で楽しむ福岡博多		70		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		10

		4		自分だけの和菓子を作ろう ジブン ワガシ ツク		223		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		25		着物で楽しむ福岡博多		64		博多まち歩きぶらぶら福岡		87		松月堂　博多人形絵付体験		16				4		福岡オープントップバス フクオカ		519		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		34		着物体験とぜんざいの提供		47		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		28		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		5

		5		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		209		SUITOFUKUOKA博多人形絵付体験 ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		20		松月堂　博多人形絵付体験		49		松月堂　博多人形絵付体験		36		着物で楽しむ福岡博多		16				5		屋台きっぷで屋台入門		447		SUITO寿司づくり体験 スシ タイケン		23		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		46		博多まち歩きぶらぶら福岡		26		ふるさと館博多曲物絵付体験 カン ハカタ マ モノ エツケ タイケン		5





		Ｈ30.3		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.9		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		屋台きっぷで屋台入門		822		屋台きっぷで屋台入門		93		屋台きっぷで屋台入門		266		屋台きっぷで屋台入門		594		屋台きっぷで屋台入門		54				1		中洲クルーズ ナカス		1,385		福岡オープントップバス フクオカ		77		福岡オープントップバス フクオカ		198		屋台きっぷで屋台入門		427		福岡オープントップバス フクオカ		13

		2		福岡オープントップバス フクオカ		688		福岡ウォーキングツアー フクオカ		64		福岡オープントップバス フクオカ		172		福岡オープントップバス フクオカ		222		福岡オープントップバス フクオカ		22				2		禅寺で本格座禅体験		715		福岡ウォーキングツアー フクオカ		57		屋台きっぷで屋台入門		93		福岡オープントップバス フクオカ		161		着物体験とぜんざいの提供		7

		3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		406		福岡オープントップバス フクオカ		59		60分間握りずし体験教室		111		着物で楽しむ福岡博多		204		博多まち歩きぶらぶら福岡		20				3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		659		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		36		町家で食事と邦楽を愉しむ		59		着物で楽しむ福岡博多		77		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		5

		4		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		273		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		50		着物で楽しむ福岡博多		33		博多まち歩きぶらぶら福岡		128		着物で楽しむ福岡博多		18				4		福岡オープントップバス		623		博多まち歩きぶらぶら福岡		25		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		54		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		41		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		4

		5		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		225		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		24		松月堂　博多人形絵付体験		31		松月堂　博多人形絵付体験		41		寿司づくり体験 スシ タイケン		8				5		屋台きっぷで屋台入門		447		SUITO寿司づくり体験 スシ タイケン		24		着物で楽しむ福岡博多		52		博多まち歩きぶらぶら福岡		31		お寺で日本舞踊体験		3





		Ｈ30.4		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.10		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		1,696		福岡ウォーキングツアー フクオカ		71		屋台きっぷで屋台入門		411		屋台きっぷで屋台入門		465		福岡オープントップバス フクオカ		29				1		中洲クルーズ ナカス		1,418		福岡オープントップバス フクオカ		110		福岡オープントップバス フクオカ		210		屋台きっぷで屋台入門		478		福岡オープントップバス フクオカ		44

		2		屋台きっぷで屋台入門		410		福岡オープントップバス フクオカ		58		福岡オープントップバス フクオカ		135		着物で楽しむ福岡博多		170		屋台きっぷで屋台入門		28				2		博多情緒めくり ハカタ ジョウチョ		872		福岡ウォーキングツアー フクオカ		74		屋台きっぷで屋台入門		136		福岡オープントップバス フクオカ		163		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		10

		3		福岡オープントップバス フクオカ		404		屋台きっぷで屋台入門		58		60分間握りずし体験教室		113		福岡オープントップバス フクオカ		166		博多まち歩きぶらぶら福岡		7				3		禅寺で本格座禅体験		783		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		34		町家で食事と邦楽を愉しむ		78		着物で楽しむ福岡博多		55		ふるさと館博多人形絵付体験 カン ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		6

		4		食品サンプル製作体験		240		博多まち歩きぶらぶら福岡		26		松月堂　博多人形絵付体験		36		博多まち歩きぶらぶら福岡		88		着物で楽しむ福岡博多		5				4		福岡オープントップバス		759		福岡城址散策 フクオカ ジョウシ サンサク		30		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		70		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		46		お寺で日本舞踊体験		5

		5		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		233		Trip insight着物でまち歩き キモノ アル		24		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		29		松月堂　博多人形絵付体験		40		松月堂　博多人形絵付体験		2				5		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		548		屋台きっぷで屋台入門		25		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		59		博多まち歩きぶらぶら福岡		22		屋台きっぷで屋台入門		5





		Ｈ30.5		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.11		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		455		屋台きっぷで屋台入門		68		屋台きっぷで屋台入門		263		屋台きっぷで屋台入門		843		屋台きっぷで屋台入門		40				1		中洲クルーズ ナカス		1,480		福岡オープントップバス フクオカ		121		福岡オープントップバス フクオカ		179		屋台きっぷで屋台入門		377		福岡オープントップバス フクオカ		26

		2		屋台きっぷで屋台入門		397		福岡オープントップバス フクオカ		48		60分間握りずし体験教室		102		福岡オープントップバス フクオカ		153		福岡オープントップバス フクオカ		35				2		福岡オープントップバス		751		福岡ウォーキングツアー フクオカ		78		屋台きっぷで屋台入門		102		福岡オープントップバス フクオカ		129		町家で食事と邦楽を愉しむ		10

		3		福岡オープントップバス フクオカ		385		福岡ウォーキングツアー フクオカ		44		福岡オープントップバス フクオカ		93		着物で楽しむ福岡博多		151		着物で楽しむ福岡博多		7				3		禅寺で本格座禅体験		726		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		36		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		72		着物で楽しむ福岡博多		45		屋台きっぷで屋台入門		10

		4		食品サンプル製作体験		254		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		31		松月堂　博多人形絵付体験		34		博多まち歩きぶらぶら福岡		86		寿司づくり体験 スシ タイケン		7				4		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		402		博多織工房見学 ハカタオリ コウボウ ケンガク		26		町家で食事と邦楽を愉しむ		56		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		37		着物で楽しむ福岡博多		8

		5		粉から作る！ラーメン・餃子作り		193		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		31		着物で楽しむ福岡博多		26		松月堂　博多人形絵付体験		54		博多まち歩きぶらぶら福岡		6				5		博多情緒めくり ハカタ ジョウチョ		359		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		26		明太子食べ比べ メンタイコ タ クラ		56		博多まち歩きぶらぶら福岡		32		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		7





		Ｈ30.6		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.12		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		375		福岡ウォーキングツアー フクオカ		40		屋台きっぷで屋台入門		107		屋台きっぷで屋台入門		317		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		11				1		中洲クルーズ ナカス		1,415		福岡オープントップバス フクオカ		86		福岡オープントップバス フクオカ		180		屋台きっぷで屋台入門		362		福岡オープントップバス フクオカ		29

		2		屋台きっぷで屋台入門		371		博多まち歩きぶらぶら福岡		24		福岡オープントップバス フクオカ		42		福岡オープントップバス フクオカ		74		屋台きっぷで屋台入門		10				2		禅寺で本格座禅体験		514		福岡ウォーキングツアー フクオカ		51		屋台きっぷで屋台入門		100		福岡オープントップバス フクオカ		105		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		13

		3		中洲クルーズ ナカス		367		屋台きっぷで屋台入門		24		町家で食事と邦楽を愉しむ		40		着物で楽しむ福岡博多		63		博多まち歩きぶらぶら福岡		5				3		福岡オープントップバス		496		博多織工房見学 ハカタオリ コウボウ ケンガク		24		町家で食事と邦楽を愉しむ		93		着物で楽しむ福岡博多		54		町家で食事と邦楽を愉しむ		10

		4		福岡オープントップバス フクオカ		226		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		15		60分間握りずし体験教室		40		博多まち歩きぶらぶら福岡		33		福岡オープントップバス フクオカ		5				4		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		350		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		23		和服に着替えて、人力車で博多の寺町を巡る		64		博多まち歩きぶらぶら福岡		52		着物体験とぜんざいの提供		8

		5		粉から作る！ラーメン・餃子作り		198		60分間握りずし体験教室		14		SUITOFUKUOKA博多人形絵付体験 ハカタ ニンギョウ エツケ タイケン		34		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		24		和服に着替えて、人力車で博多の町を散策プラン		4				5		屋台きっぷで屋台入門		319		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		23		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		62		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		38		和服に着替えて、人力車で博多の町を散策プラン		8





		30
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						29
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

				件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		中洲クルーズ ナカス		8,992		福岡オープントップバス フクオカ		820		屋台きっぷで屋台入門		2,155		屋台きっぷで屋台入門		5,257		福岡オープントップバス フクオカ		298				1		屋台きっぷで屋台入門		4,744		福岡ウォーキングツアー フクオカ		826		すぐに着られるカンタン着物で、福岡を観光！4時間レンタル		737		博多まち歩きぶらぶら福岡 ハカタ アル フクオカ		2,349		博多まち歩きぶらぶら福岡 ハカタ アル フクオカ		302

		2		福岡オープントップバス フクオカ		6,597		福岡ウォーキングツアー フクオカ		720		福岡オープントップバス フクオカ		1,691		福岡オープントップバス フクオカ		1,770		屋台きっぷで屋台入門		236				2		那珂川水上バス「福博みなと　であい船」クルーズ		3,878		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		435		着物で楽しむ福岡博多 キモノ タノ フクオカ ハカタ		575		着物で楽しむ福岡博多 キモノ タノ フクオカ ハカタ		1,571		着物で楽しむ福岡博多 キモノ タノ フクオカ ハカタ		179

		3		きもの体験「舞遊の館」 タイケン マイ ユウ ヤカタ		6,077		屋台きっぷで屋台入門		527		60分間握りずし体験教室		802		着物で楽しむ福岡博多		1,259		博多まち歩きぶらぶら福岡		86				3		すぐに着られるカンタン着物で、福岡を観光！4時間レンタル		3,721		すぐに着られるカンタン着物で、福岡を観光！4時間レンタル		336		60分間握りずし体験教室		567		屋台きっぷで屋台入門		894		60分間握りずし体験教室		119

		4		屋台きっぷで屋台入門		5,394		地酒好きなら必ず行きたい！福岡の地酒・利き酒体験		339		着物で楽しむ福岡博多		468		博多まち歩きぶらぶら福岡		717		着物で楽しむ福岡博多		80				4		組紐体験『君の名は』で話題のブレスレット作り		3,578		外国人でも寿司職人になれる！にぎり寿司＆巻きずしを作ろう ガイコク ジン スシ ショクニン スシ マ ツク		234		松月堂　博多人形絵付体験 マツ ツキ ドウ ハカタ ニンギョウ エツ タイケン		472		松月堂　博多人形絵付体験 マツ ツキ ドウ ハカタ ニンギョウ エツ タイケン		863		松月堂　博多人形絵付体験 マツ ツキ ドウ ハカタ ニンギョウ エツ タイケン		100

		5		禅寺で本格座禅体験		3,824		博多まち歩きぶらぶら福岡		236		町家で食事と邦楽を愉しむ		453		松月堂　博多人形絵付体験		317		ふるさと館博多独楽絵付体験 カン ハカタ コマ エツ タイケン		69				5		きもので楽しむ！福岡博多		3,181		博多まち歩きぶらぶら福岡 ハカタ アル フクオカ		212		すぐに着られるカンタン着物体験１時間レンタル タイケン ジカン		459		オープントップバス		388		屋台きっぷで屋台入門		79









特集

		（特集） トクシュウ



		Ｈ30.1				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.7		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		9,064		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		218		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		941		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,308		買い物天国 福岡		121				1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		21,356		買い物天国 福岡		355		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,099		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		2,559		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		180

		2				直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,978		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		166		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		507		夜景スポット ヤケイ		856		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		96				2		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		19,059		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		333		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		898		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,676		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		119

		3				「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		3,101		買い物天国 福岡		153		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		485		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		846		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		60				3		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		16,718		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		272		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		583		夜景スポット ヤケイ		701		買い物天国 福岡		102

		4				美術館・博物館めぐり ビジュツカン ハクブツカン		2,828		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		91		夜景スポット ヤケイ		305		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		663		２つの洋館巡り ヨウカン メグ		55				4		おすすめ花火大会 ハナビ タイカイ		9,673		ムスリムフレンドリー		173		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		514		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		614		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		78

		5				博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		2,540		博多うどんを食べてみて！ ハカタ タ		87		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		296		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		634		夜景スポット ヤケイ		45				5		直行で行ける「離島」の楽しみ方		5,232		菜の花スポット ナ ハナ		152		和を感じる博多 ワ カン ハカタ		256		金印を見に行こう キンイン ミ イ		470		旧市街フォトジェニックスポット キュウシガイ		63





		Ｈ30.2				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.8		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		10,220		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		217		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		845		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,702		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		119				1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		24,141		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		353		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		789		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,543		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		133

		2				直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,643		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		160		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		504		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,013		買い物天国 福岡		97				2		おすすめ花火大会 ハナビ タイカイ		18,197		買い物天国 福岡		282		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		350		夜景スポット ヤケイ		866		買い物天国 福岡		94

		3				博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		2,339		買い物天国 福岡		152		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		395		夜景スポット ヤケイ		789		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		60				3		１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		13,488		ムスリムフレンドリー		184		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		343		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		644		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		83

		4				「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		2,282		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		104		夜景スポット ヤケイ		273		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		556		２つの洋館巡り ヨウカン メグ		58				4		博多で楽しむ夏まつり ハカタ タノ ナツ		9,581		旧市街体験プログラム キュウシガイ タイケン		151		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		286		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		524		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		80

		5				美術館・博物館めぐり ビジュツカン ハクブツカン		2,203		モダンシティ福岡 フクオカ		99		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		264		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		484		こころ落ち着く「日本庭園」		57				5		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		7,847		夜景スポット ヤケイ		139		和を感じる博多 ワ カン ハカタ		245		旧市街体験プログラム キュウシガイ タイケン		522		神社参拝方法 ジンジャ サンパイ ホウホウ		61





		Ｈ30.3				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.9		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		22,290		菜の花スポット ナ ハナ		622		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		1,506		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		2,908		桜スポット サクラ		309				1		コスモススポット		16,841		コスモススポット		415		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		766		コスモススポット		1,939		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		124

		2				菜の花スポット ナ ハナ		8,988		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		417		菜の花スポット ナ ハナ		654		菜の花スポット ナ ハナ		2,334		菜の花スポット ナ ハナ		134				2		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		13,313		買い物天国 福岡		378		コスモススポット		701		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,164		コスモススポット		115

		3				直行で行ける「離島」の楽しみ方		5,373		買い物天国 福岡		337		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		618		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,669		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		112				3		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		3,827		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		254		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		446		夜景スポット ヤケイ		793		買い物天国 福岡		98

		4				「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		3,156		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		270		桜スポット サクラ		562		桜スポット サクラ		1,510		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		104				4		アジアンパーティ		3,602		ムスリムフレンドリー		203		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		378		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		458		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		97

		5				博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		2,807		桜スポット サクラ		227		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		551		夜景スポット ヤケイ		1,053		買い物天国 福岡		85				5		直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,576		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		138		夜景スポット ヤケイ		356		旧市街フォトジェニックスポット キュウシガイ		450		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		80





		Ｈ30.4				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.10		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		26,831		菜の花スポット ナ ハナ		490		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		1,042		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		2,534		買い物天国 福岡		181				1		コスモススポット		60,007		コスモススポット		782		コスモススポット		918		コスモススポット		2,194		コスモススポット		167

		2				「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		8,211		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		337		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		768		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,857		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		130				2		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		9,913		買い物天国 福岡		438		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		864		紅葉スポット コウヨウ		1,235		紅葉スポット コウヨウ		122

		3				直行で行ける「離島」の楽しみ方		4,690		買い物天国 福岡		248		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		636		菜の花スポット ナ ハナ		1,280		菜の花スポット ナ ハナ		101				3		紅葉スポット コウヨウ		6,003		紅葉スポット コウヨウ		337		紅葉スポット コウヨウ		769		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,132		買い物天国 福岡		119

		4				菜の花スポット ナ ハナ		3,270		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		206		菜の花スポット ナ ハナ		420		夜景スポット ヤケイ		974		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		91				4		博多秋博 ハカタ アキヒロ		4,452		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		223		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		528		夜景スポット ヤケイ		779		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		107

		5				１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		2,329		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		195		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		239		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		769		桜スポット サクラ		75				5		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		2,507		ムスリムフレンドリー		223		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		394		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		445		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		87





		Ｈ30.5				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.11		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		25,860		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		329		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		944		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		2,198		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		140				1		コスモススポット		16,585		コスモススポット		589		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		914		紅葉スポット コウヨウ		1,811		コスモススポット		212

		2				「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		9,623		菜の花スポット ナ ハナ		309		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		617		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,959		買い物天国 福岡		124				2		紅葉スポット コウヨウ		14,105		買い物天国 福岡		497		紅葉スポット コウヨウ		795		コスモススポット		1,010		紅葉スポット コウヨウ		190

		3				直行で行ける「離島」の楽しみ方		4,527		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		217		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		466		菜の花スポット ナ ハナ		906		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		93				3		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		6,026		紅葉スポット コウヨウ		442		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		628		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		956		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		103

		4				１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		3,197		買い物天国 福岡		201		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		289		夜景スポット ヤケイ		805		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		77				4		博多秋博 ハカタ アキヒロ		3,249		ムスリムフレンドリー		249		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		410		夜景スポット ヤケイ		684		買い物天国 福岡		96

		5				美術館・博物館めぐり ビジュツカン ハクブツカン		2,144		博多町家ふるさと館絵付け体験 ハカタ マチ イエ カン エツ タイケン		138		菜の花スポット ナ ハナ		205		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		701		夜景スポット ヤケイ		55				5		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		3,176		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		191		コスモススポット		343		旧市街フォトジェニックスポット キュウシガイ		378		桜スポット サクラ		74





		Ｈ30.6				日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン						Ｈ30.12		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1				「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		18,680		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		282		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		867		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		2,653		買い物天国 福岡		177				1		イルミネーションスポット		4,276		買い物天国 福岡		396		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		1,281		恵比須かきを食べに行こう！		1,341		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		109

		2				「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		8,719		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		240		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		824		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		1,942		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		115				2		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,656		恵比須かきを食べに行こう！		318		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		765		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		914		恵比須かきを食べに行こう！		101

		3				１時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		4,201		菜の花スポット ナ ハナ		240		君の膵臓をたべたい キミ スイゾウ		455		夜景スポット ヤケイ		839		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		113				3		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		3,280		ムスリムフレンドリー		298		美術館・博物館巡り ビジュツカン ハクブツカン メグ		517		夜景スポット ヤケイ		733		桜スポット サクラ		91

		4				直行で行ける「離島」の楽しみ方		3,759		買い物天国 福岡		199		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		356		菜の花スポット ナ ハナ		603		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		78				4		紅葉スポット コウヨウ		1,912		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		201		夜景スポット ヤケイ		391		紅葉スポット コウヨウ		556		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		90

		5				バーベキュースポット		3,128		ムスリムフレンドリー		144		博多うどんを食べてみて！ ハカタ タ		245		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		542		こころ落ち着く「日本庭園」		62				5		日帰りで楽しめる天然温泉 ヒガエ タノ テンネン オンセン		1,836		コスモススポット		199		恵比須かきを食べに行こう！		372		福岡市動物園 フクオカシドウブツエン		488		夜景スポット ヤケイ		80





		30
年間 ネン アイダ		順位 ジュンイ		日本語 ニホンゴ				英語 エイゴ				韓国語 カンコクゴ				中国語（繁体字） チュウゴクゴ タイ ジ				中国語（簡体字） チュウ コクゴ カン タイ ジ						29
年間 ネンカン		日 ニチ				英 エイ				韓 カン				中繁 チュウ				中簡 チュウ カン

						件名・場所等 ケンメイ バショ トウ		ＰＶ		件名・場所等 ケンメイ バショ トウ		ＰＶ		件名・場所等 ケンメイ バショ トウ		ＰＶ		件名・場所等 ケンメイ バショ トウ		ＰＶ		件名・場所等 ケンメイ バショ トウ		ＰＶ						件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ		件名 ケンメイ		ＰＶ

		1		1		能古島・志賀島		191,350		買い物スポット
（天神・博多等） テンジン ハカタ トウ		3,636		もつ鍋・水炊き		9,993		能古島・志賀島		19,977		買い物スポット
（天神・博多等） テンジン ハカタ トウ		1,371				1		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		241,441		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,160		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		7,042		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		16,439		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		1,092

		2		2		コスモススポット
（海の中道・能古島等） ウミ ナカミチ ノコノシマ トウ		98,893		能古島・志賀島		3,355		映画ロケ地
「君の膵臓をたべたい」 エイガ チ キミ スイゾウ		7,694		山笠・博多どんたく		14,667		能古島・志賀島		1,214				2		コスモススポット		67,525		買い物天国 福岡 カ モノ テンゴク フクオカ		2,260		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		6,707		夜景スポット ヤケイ		9,034		買い物天国 福岡 カ モノ テンゴク フクオカ		1,026

		3		3		山笠・博多どんたく		64,048		コスモススポット
（海の中道・能古島等） ウミ ナカミチ ノコノシマ トウ		2,710		山笠・博多どんたく		6,643		夜景スポット
（片江展望台・水上バス等） ヤケイ カタ エ テンボウダイ スイジョウ トウ		9,872		もつ鍋・水炊き		1,090				3		直行で行ける「離島」の楽しみ方 チョッコウ イ リトウ タノ カタ		58,601		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		2,185		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		5,761		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		8,547		「もつ鍋」と「水炊き」の通な食べ方		1,019

		4		4		ビーチスポット
（シーサイドももち・志賀島等） シカノシマ トウ		45,319		菜の花スポット
（海の中道・能古島等） ナ ハナ ウミ ナカミチ ノコノシマ トウ		2,204		能古島・志賀島		3,605		コスモススポット
（海の中道・能古島等） ウミ ナカミチ ノコノシマ トウ		7,238		山笠・博多どんたく		902				4		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		55,418		菜の花スポット		1,197		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		3,815		こころ落ち着く「こころ落ち着く「日本庭園」」		7,845		「能古島」と「志賀島」の観光・楽しみ方		916

		5		5		直行便で行く離島
（対馬・壱岐・五島等） ビン イ ツシマ ゴトウ トウ		40,551		ムスリムフレンドリー
レストラン		2,021		夜景スポット
（片江展望台・水上バス等） ヤケイ カタ エ テンボウダイ スイジョウ トウ		3,264		福岡市動物園 フクオカシ ドウブツエン		6,966		桜スポット
（西公園・舞鶴公園等） サクラ ニシ コウエン マイヅル コウエン トウ		687				5		1時間以内で行けるビーチ ジカン イナイ イ		44,462		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		1,143		夜景スポット ヤケイ		3,239		菜の花スポット		3,072		「山笠」と「博多どんたく」の楽しみ方		581
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５-１ 福岡市における国際会議等の状況 

●  国際会議開催件数 参加者1,000名以上の大規模会議増加傾向 
 
●  会議開催分野は ①「科学・技術・自然」②「芸術・文化・教育」③「医学」 の順に多く， 
   開催場所は 大学 が 129件（43.6％） 
 
●  国際会議等開催後には 市内各地への立ち寄り がみられ，大型国際会議時には 外国人観光客による消費が期待 される 
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資料：日本政府観光局（JNTO）「国際会議統計」 

ＪＮＴＯ国際会議統計の選定基準 
 
以下の①～④を全て満たす国際会議を「国際会議」とする。 
①主催者：「国際機関・国際団体（各国支部を含む）」又は「国家機関・国内団体」 
   ※「特定企業の利益を追求することを目的とした会議」の主催者を除く。 

②参加者総数：50名以上     ③参加国：日本を含む3カ国以上     ④開催期間：1日以上 

都市別 国際会議の開催状況 

8 

（単位：件数）

年 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 8位

東京 福岡 横浜 京都 大阪 名古屋 千里 神戸

531 253 226 176 172 143 113 93

東京 福岡 京都 横浜 名古屋 大阪 千里 札幌

543 336 202 200 163 130 106 101

東京 福岡 仙台 京都 横浜 名古屋 大阪 神戸

557 363 221 218 190 178 139 113

東京 福岡 京都 神戸 名古屋 横浜 大阪 仙台・札幌

574 383 278 260 203 189 180 115

東京 神戸 京都 福岡 名古屋 横浜 大阪 北九州

608 405 306 296 183 176 139 134

資料：日本政府観光局（JNTO) 国際会議統計

2015

2017

2016

2014

2013

５年間で2.4倍 

資料：日本政府観光局（JNTO）「国際会議統計」より抽出 



2015年 2016年 2017年 

大学 198 210 129 

ホテル 51 47 48 

WF施設※ 32 29 36 

その他※ 

 
82 97 83 

５-２ 福岡市における国際会議等の状況 

（件） 

※ WF施設：福岡国際会議場，マリンメッセ福岡，福岡国際センター  
        福岡サンパレス 
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資料：日本政府観光局（JNTO）「国際会議統計」より抽出 

（件） 
（363件） （383件） （296件） 

 
 

会場別開催件数 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

資料：日本政府観光局（JNTO）「国際会議統計」より抽出 

※ その他：会議施設やホールなど 



５-3 福岡市におけるコンベンションの波及効果 

10 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

市内その他 

キャナルシティ博多 

中洲・川端 

福岡城址・大濠公園 

福岡ヤフオクドーム・

シーサイドももち 

志賀島 

海の中道海浜公園 

能古島 

美術館 

博物館 

神社仏閣 

3.5% 

21.2% 

23.8% 

7.7％ 

3.5% 

1.5% 

2.3% 

2.3% 

1.9% 

6.2% 

9.6% 

2.5% 

10.6% 

26.4% 

3.7% 

6.2% 

1.1% 

2.1% 

0.4% 

2.0% 

2.1% 

4.8% 

催事開催前後の立ち寄り先（2015年調査） 

国内会議・学会 

国際会議・学会 

資料：（一財）福岡コンベンションセンター「福岡市のコンベンションゾーンにおける経済波及効果等調査」 
    2016年３月 

 
 ●飲食店調査結果 
 ・ 大会期間中の外国人客来店者数：平均123.4人 
 ・ 大会期間中の外国人客一人当たりの客単価：平均3,619円 
  
   ●外国人向けに特典を用意した商店街において， 

 
「外国人客数が平常時の２倍になった。」 
「毎日10名以上の買上げがあった。」 
「インドの女性団体客によるまとめ買いがあった。」 
 

  などの意見があった。 
 
 
 （ライオンズクラブ国際大会における調査結果) 
   (2016年６月24日～28日) 

N＝793 

● 事業者の声（国際会議） 

N＝260 

既存ＭＩＣＥ施設における 
 ●  経済波及効果（全国）     ：約2,000億円   
 ●    〃   （市内）     ：約1,400億円 
 
※ 福岡市のコンベンションゾーンにある4施設（マリンメッセ福岡， 
 福岡国際センター，福岡国際会議場，福岡サンパレス）において， 
 平成29年度に開催されたMICEによってもたらされた経済波及効果 
 の推計を行ったもの。 
 
※ 上記とは別に，今後，第2期展示場等の整備により経済波及効果 
 （全国）は約600億円の増加を見込んでいる。   
  
 資料：平成30年度 公益財団法人 九州経済調査協会による試算 



福岡タワー 太宰府天
満宮 商業施設 商業施設 

マリンワールド 商業施設 商業施設 櫛田神社 

海の中道海浜
公園 油山牧場 天神地区

ショッピング 
天神地区

ショッピング 

６ 福岡市におけるクルーズの状況 

●  クルーズ船寄港回数 ４年連続日本一 
 ・ 寄港するクルーズ船の大型化が進展 
 
●  寄港地観光ツアーの多様化の働きかけにより，訪問先の分散化が進展 
 ・ 大濠公園，福岡城跡，マリンワールド，櫛田神社，油山牧場，天神，友泉亭公園，筥崎宮，宗像大社，九州国立博物館 等 
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  259 

（回） 

115 112 

38 

328 

55 

  279 

資料：福岡市港湾空港局 

326 

クルーズ船の大型化の進展 

クルーズ客のツアー行程（例） 

11 
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７-１ 宿泊の状況 

●  外国人延べ宿泊者数は三大都市圏より地方部の伸びが高い 
  ・ 三大都市圏：1.8倍  2,907万人泊（2014年） → 5,223万人泊（2018年） 
  ・ 地方部  ：2.3倍  1,575万人泊（2014年） → 3,636万人泊（2018年） 
 
●  福岡市外国人延べ宿泊者数（推計）は地方部の伸び率を超える 
 ・ 2.8倍 120万人泊（2014年） → 337万人泊（2017年） 
  

2.3倍 地方部伸び率 

資料：観光庁 「宿泊旅行統計調査」   12 

（万人泊） 

※観光庁 「宿泊旅行統計調査」を基に推計   
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福岡市外国人延べ宿泊者数（推計）の推移 

2.8倍 
（万人泊） 

（速報値） 



●  福岡市におけるホテル・旅館の客室数は 2018年で 28,329室 （前年から2,807 室増加） 
 
●  福岡市において，2019～2020年度の間 計 47棟 6,680室 増加見込み 
 
●  福岡市における客室稼働率は 5年連続 80％以上 で高水準を維持 

資料：経済観光文化局調べ 2019.3.1現在の見込み 

24,106  23,871  23,979  
24,495  

24,502  

25,522  

28,329  

73.0% 
76.6% 

80.4% 
83.2% 84.3% 
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22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

福岡市におけるホテル・旅館の客室数及び客室稼働率の推移 

ホテル・旅館の客室数 客室稼働率 

（客室稼働率） （客室数） 

７-２ 宿泊の状況 

3,349(29) 3,349(29) 

3,331(18) 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2019年 2020年 

今後のホテル増加見込み 

増加見込み客室・棟数（2019年） 増加見込み客室・棟数（2020年） 

（客室数） 

計6,680(47棟) 

資料（客室稼働率）：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
資料（客室数）  ：「福岡市内旅館施設一覧表」詳細は次頁 

※ 2018年客室稼働率は速報値 
※ 客室数は各年12月末時点 

※ 当該増加見込みはあくまでも計画段階のものであり，増減することがありうる。 

13 

客室数は急増 

（左目盛り） （右目盛り） 



７-３ 宿泊の状況（参考データ） 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」を基に推計 

資料：「福岡市内旅館施設一覧表」 

14 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 
 

 

 

韓国, 48.4% 

台湾, 16.3% 

香港, 11.2% 

中国, 10.7% 

北米, 2.9% 

タイ, 2.3% 

イギリス， 
ドイツ， 
フランス， 
オーストラリア, 

1.4% その他地域, 
6.8% 

福岡市の外国人延べ宿泊客数の国籍別割合（2017年） 

イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア, 1.4% 

宿泊施設数等 （単位：軒，人，室）

区分

 数(軒)  客 室 数  定 員 数

※福岡市が営業を許可している宿泊施設のうち，旅館業法の分類によるホテル・旅館・簡易宿所の集計したもの（資料：「福岡市内旅館施設一覧表」）
　 なお，下宿営業，社員寮や保養所，風俗関連営業を除いた施設を対象。ただし，社員寮・保養所のうち一般客受入のある施設は，ホテル・旅館に含めている。
　 2015年より，新たに簡易宿所についても記載。

7,491 549 29,526 55,5752018年 299 28,329 48,084 250 1,197

ホテル・旅館

定員数 数（軒）

2013年 198 23,871 36,773

3,355 241

2014年 196 23,979 37,261
簡易宿所（2015年から新たに記載） 合計

数（軒） 客室数

3,938 252

客室数 定員数

2015年 198 24,495 38,308 43 305

6,050 372

24,800 41,663

2016年 197 24,502 39,022 55 372

26,371 47,730

24,874 42,960

2017年 208 25,522 41,680 164 849

外国人延べ宿泊数〈推計値〉

（単位：千人）

国・地域

構成比

韓国 274 285 410 781 1,034 1,630 48.4%

中国 63 60 105 254 323 361 10.7%

香港 38 61 121 238 320 377 11.2%

台湾 155 198 267 424 523 547 16.3%

アメリカ 39 47 51 58 104 84 2.5%

カナダ 3 5 6 11 13 13 0.4%

イギリス 5 6 7 12 19 17 0.5%

ドイツ 5 4 5 5 9 7 0.2%

フランス 3 3 4 7 8 6 0.2%

シンガポール 8 12 24 39 42 43 1.3%

タイ 25 30 70 110 101 78 2.3%

オーストラリア 8 6 9 13 17 16 0.5%
その他 66 90 122 143 198 186 5.5%
外国人計 692 807 1,201 2,095 2,711 3,365 100.0%

対前年比 124.2 116.6 148.8 174.4 129.4 124.1 -

※観光庁の「宿泊旅行統計調査」を基に推計。

2014年 2016年
2017年2015年2012年 2013年

【参考】 
住宅宿泊事業法に基づく 
届出数（2019年2月末時点） 
 668件 



７-４ 宿泊の状況 ～市内宿泊者の動態調査～ 

● 福岡市内宿泊者が福岡県内を訪問・滞在した割合          13.5％ 
● 福岡市内宿泊者が九州各県（福岡県を除く）を訪問・滞在した割合  46.7％   
● 福岡市内宿泊者が福岡市内を訪問・滞在した割合          39.8％            

データ提供：株式会社NTTアド C NTT空間情報 

福岡県
13.5％ 

大分県
18.0％ 

熊本県
9.7％ 

長崎県 
8.8％ 

宮崎県
1.7％ 

鹿児島県 
2.1％ 

佐賀県
6.4％ 

訪問・滞在時間のイメージ図 

福岡市内宿泊者の九州における訪問・滞在の割合（サンプル数：13,640人） 調査期間：2016年４月～2018年９月 

【参考】Wi-Fiの接続履歴による福岡市内宿泊者の動態 

福岡市
39.8％ 
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データ提供：株式会社NTTＢＰ 

 
 

  
 

 

福岡市 福岡県 40,760人 13.5%
福岡市 福岡県 九州各県 18,933人 6.3%
福岡市 九州各県 53,353人 17.7%
福岡市 188,138人 62.5%

100.0%福岡市内宿泊者（2017年10月～2018年9月）

福岡市内のみ回遊
九州各県を回遊

福岡県内を回遊
福岡県内と九州各県を回遊

説明接続ポイント
301,184人

福岡県内 
（福岡市除く） 

13.5% 

○株式会社NTTアドが，観光アプリ”Japan Travel Guide” 
 のGPS（緯度・経度位置情報）データをもとに分析し提供 
  
○福岡市内宿泊者の，九州各地における訪問・滞在時間を 
 数値化し割合として示したもの 

 株式会社NTTBPが，フリーWi-Fiの接続・認証履歴データをもとに分析し提供 

福岡市内 
39.8% 

九州各県 
46.7% 

福岡県内 
（福岡市除く） 

13.5% 



８-１ 福岡市における入込観光客数の推移 

●  入込観光客数（推計） 2,000万人超を更新！  
              
                                     ６年連続で過去最高！ 

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

宿泊客 510 524 539 580 631 727 805

日帰り客 1,168 1,216 1,243 1,275 1,343 1,323 1,329

入込観光客数(宿泊客数＋日帰り客数) 1,678 1,740 1,782 1,855 1,974 2,050 2,134

1,168  
1,216  1,243  1,275  

1,343  1,323  1,329  

510  
524  539  

580  
631  727  805  1,678  

1,740  1,782  
1,855  

1,974  
2,050  

2,134  

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

入込観光客数（推計）の推移 

日帰り客 宿泊客 入込観光客数(宿泊客数＋日帰り客数) 16 

（万人） 



８-２ 市内の主要な観光施設の入込状況 

17 

 

施設名 人数 施設名 人数 施設名 人数 施設名 人数 施設名 人数

ＪＲ博多シティ 46,990,000 ＪＲ博多シティ 48,430,000 ＪＲ博多シティ 48,560,000 JR博多シティ 69,797,000 JR博多シティ 72,032,000

＊
キャナルシティ博多

14,600,000
＊
キャナルシティ博多

15,300,000
＊
キャナルシティ博多

16,480,000
＊
キャナルシティ博多

16,380,000 キャナルシティ博多 17,000,000

＊
マリノアシティ福岡

6,190,000
＊
マリノアシティ福岡

6,000,000
＊
マリノアシティ福岡

6,000,000
＊
マリノアシティ福岡

5,700,000
＊
マリノアシティ福岡

5,300,000

ヤフオクドーム 3,086,996
博多リバレイン
（イニミニマニモ）

3,396,000
博多リバレイン
（イニミニマニモ）

3,669,000
博多リバレイン(イニミニ
マニモ)

3,675,000
博多リバレイン(イニミニ
マニモ)

3,736,000

博多リバレイン
（イニミニマニモ）

2,460,000 ヤフオクドーム 3,158,774 ヤフオクドーム 3,168,462 福岡ヤフオク!ドーム 3,096,961 福岡ヤフオク!ドーム 3,326,521

ベイサイドプレイス
博多

2,230,000
ベイサイドプレイス
博多

2,165,000
ベイサイドプレイス
博多

2,206,000 ベイサイドプレイス博多 2,201,000 ベイサイドプレイス博多 2,250,000

福岡タワー 1,157,576 福岡タワー 1,222,860 福岡タワー 1,510,203 福岡タワー 1,846,826 福岡タワー 2,015,799

海の中道海浜公園 1,036,256 海の中道海浜公園 1,024,921 海の中道海浜公園 1,137,081 マリゾン 1,122,437 マリゾン 1,150,788

福岡市動植物園 912,640 福岡市動植物園 1,020,565 福岡市動植物園 940,646 海の中道海浜公園 1,076,303 海の中道海浜公園 1,085,358

マリゾン 785,943 マリゾン 831,148 マリゾン 937,618 福岡市動植物園 808,003
マリンワールド海の中
道

909,845

※　各施設へ照会を行ったものであり、カウント方法は施設毎に異なる。
　　    ＊キャナルシティ博多の人数は2016年まで年度集計（4月1日から３月31日まで）。
　　　  ＊マリノアシティ福岡の2017年の人数は2016年11月1日から2017年10月31日まで。

2017年2014年2013年 2015年 2016年

主要観光施設入込状況


Ⅰ１(1)入込 (万)

						Ⅰ　本　市　の　観　光　概　況

						　　１　本市の入込観光客数

						　　（１）交通手段別入込観光客数状況〈推計値〉 シュダンスイケイチ

																				（単位：万人） タンイバンニン

						年		ＪＲ		路線バス		乗用車		航空機		船舶		その他		合計 ゴウケイ

						10		4,220,719		1,291,574		3,380,619		1,739,819		46,214		4,155,343		14,834,288

								(2,399,806)

								97.4		97.4		99.3		101.2		102.0		99.6		98.9

								28.5		8.7		22.8		11.7		0.3		28.0		100.0

						11		4,113,300		1,207,624		3,427,948		1,882,464		51,876		3,965,264		14,648,476

								(2,297,173)

								97.5		93.5		101.4		108.2		112.3		95.4		98.7

								28.1		8.2		23.4		12.9		0.4		27.1		100.0

						12		3,920,117		1,220,907		3,869,774		2,104,398		60,442		4,420,865		15,596,503

								(2,122,435)

								95.3		101.1		112.9		111.8		116.5		111.5		106.5

								25.1		7.8		24.8		13.5		0.4		28.3		100.0

						13		384		123		392		209		6		460		1,574

								97.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								24.4		7.8		24.9		13.3		0.4		29.2		100.0

						14		386		120		410		209		6		457		1,588

								100.7		97.0		104.8		99.7		101.0		99.3		100.9

								24.3		7.5		25.8		13.1		0.4		28.8		100.0

						15		391		112		425		201		6		458		1,594

								101.3		93.6		103.5		96.5		91.8		100.4		100.3

								24.6		7.0		26.6		12.6		0.4		28.8		100.0

						16		436		108		435		202		9		445		1,635

								111.4		96.6		102.4		100.1		155.6		97.0		102.6

								26.7		6.6		26.6		12.3		0.6		27.2		100.0

						17		455		107		444		203		9		424		1,642

								104.3		98.7		102.0		100.7		101.8		95.4		100.5

								27.7		6.5		27.0		12.4		0.6		25.8		100.0

						20		454		111		456		188		10		442		1,660

								99.8		103.6		102.6		92.6		105.4		104.3		101.1

								27.3		6.7		27.4		11.3		0.6		26.6		100.0

						21		432		106		465		176		9		425		1,614

								95.3		96.1		102.1		93.7		91.7		96.0		97.2

								26.8		6.6		28.8		10.9		0.6		26.3		100.0

						24		513		107		484		194		11		431		1,740

								118.6		100.3		104.1		110.4		119.5		101.5		107.8

								29.5		6.1		27.8		11.2		0.6		24.9		100.0

						25		527		111		509		211		10		415		1,782

								102.8		103.9		105.1		108.7		88.0		96.1		102.4

								29.6		6.2		28.6		11.9		0.5		23.4		100.0

						26		532		115		514		280		37		376		1,855

								101.1		104.1		100.9		132.4		390.5		90.8		104.1

								28.7		6.2		27.7		15.1		2.0		20.4		100.0

						27		545		113		530		350		75		361		1,974

								102.3		98.0		103.2		124.9		200.8		95.9		106.4

								27.6		5.7		26.9		17.7		3.8		18.4		100.0

						28		545		113		544		394		101		352		2,050

								100.0		100.2		102.7		112.6		135.2		97.6		103.9

								26.6		5.5		26.6		19.2		4.9		17.3		100.0

						29		537		114		553		475		85		368		2,134

								98.6		100.9		101.7		120.7		84.1		104.7		104.1

								25.2		5.4		25.9		22.3		4.0		17.4		100.0

						※中段は前年比、下段は構成比

						※単位未満は原則として四捨五入したため、「合計」とその内訳の計とは必ずしも一致しない。 タンイミマンゲンソクシシャゴニュウゴウケイウチワケケイカナライッチ





Ⅰ１(1)入込

				Ⅰ　本　市　の　観　光　概　況

				　　１　本市の入込観光客数

				　　（１）交通機関別入込観光客数状況〈推計値〉 スイケイチ

				年		ＪＲ		路線バス		乗用車		航空機		船舶		その他		合計 ゴウケイ

				10		4,220,719		1,291,574		3,380,619		1,739,819		46,214		4,155,343		14,834,288

						(2,399,806)

						97.4		97.4		99.3		101.2		102.0		99.6		98.9

						28.5		8.7		22.8		11.7		0.3		28.0		100.0

				11		4,113,300		1,207,624		3,427,948		1,882,464		51,876		3,965,264		14,648,476

						(2,297,173)

						97.5		93.5		101.4		108.2		112.3		95.4		98.7

						28.1		8.2		23.4		12.9		0.4		27.1		100.0

				12		3,920,117		1,220,907		3,869,774		2,104,398		60,442		4,420,865		15,596,503

						(2,122,435)

						95.3		101.1		112.9		111.8		116.5		111.5		106.5

						25.1		7.8		24.8		13.5		0.4		28.3		100.0

				13		3,835,117		1,233,725		3,916,212		2,094,312		64,073		4,597,142		15,740,581

						-2103344

						97.8		101.0		101.2		99.5		106.0		104.0		100.9

						24.4		7.8		24.9		13.3		0.4		29.2		100.0

				14		3,863,846		1,196,715		4,104,191		2,087,603		64,694		4,566,676		15,883,725

						-2063681

						100.7		97.0		104.8		99.7		101.0		99.3		100.9

						24.3		7.5		25.8		13.1		0.4		28.8		100.0

				15		3,914,753		1,120,126		4,246,607		2,013,813		59,392		4,584,429		15,939,120

						-2096209

						101.3		93.6		103.5		96.5		91.8		100.4		100.3

						24.6		7.0		26.6		12.6		0.4		28.8		100.0

				16		4,360,143		1,082,074		4,349,578		2,015,942		92,397		4,448,887		16,349,021

						-2258541

						111.4		96.6		102.4		100.1		155.6		97.0		102.6

						26.7		6.6		26.6		12.3		0.6		27.2		100.0

				17		4,548,728		1,068,094		4,437,865		2,029,870		94,100		4,244,197		16,422,854

						-2756352

						104.3		98.7		102.0		100.7		101.8		95.4		100.5

						27.7		6.5		27.0		12.4		0.6		25.8		100.0

				20		4,538,025		1,106,516		4,555,421		1,880,668		99,193		4,424,918		16,604,741

						99.8		103.6		102.6		92.6		105.4		104.3		101.1

						27.3		6.7		27.4		11.3		0.6		26.6		100.0

				21		4,322,715		1,063,764		4,651,378		1,762,240		90,952		4,249,239		16,140,288

						95.3		96.1		102.1		93.7		91.7		96.0		97.2

						26.8		6.6		28.8		10.9		0.6		26.3		100.0

				24		5,125,977		1,067,086		4,843,292		1,944,687		108,652		4,312,007		17,401,701

						118.6		100.3		104.1		110.4		119.5		101.5		107.8

						29.5		6.1		27.8		11.2		0.6		24.8		100.0

				25		5,267,539		1,108,549		5,090,985		2,113,381		95,639		4,145,071		17,821,164

						102.8		103.9		105.1		108.7		88.0		96.1		102.4

						29.6		6.2		28.6		11.9		0.5		23.3		100.0

				26		5,323,774		1,153,559		5,136,969		2,797,702		373,435		3,761,810		18,547,249

						101.1		104.1		100.9		132.4		390.5		90.8		104.1

						28.7		6.2		27.7		15.1		2.0		20.3		100.0

				27		5,447,817		1,130,816		5,303,520		3,495,482		749,732		3,608,260		19,735,627

						102.3		98.0		103.2		124.9		200.8		95.9		106.4

						27.6		5.7		26.9		17.7		3.8		18.3		100.0

				28		5,446,898		1,133,223		5,444,708		3,936,789		1,013,870		3,520,360		20,495,848

						100.0		100.2		102.7		112.6		135.2		97.6		103.9

						26.6		5.5		26.6		19.2		4.9		17.2		100.0

				29		5,369,977		1,143,973		5,534,687		4,749,856		853,038		3,684,233		21,335,764

						98.6		100.9		101.7		120.7		84.1		104.7		104.1

						25.2		5.4		25.9		22.3		4.0		17.3		100.0

				※中段は前年比、下段は構成比



福岡市:

福岡市:

福岡市:

福岡市:

福岡市:

福岡市:

福岡市:

福岡市:

福岡市:



★Ⅰ１(2)宿泊 (万)

		

						（2）日帰り・宿泊別・県内外観光客数状況〈推計値〉 スイケイチ

																				　　　　（単位：万人、　％） マン

										日帰り・宿泊の別 ヒガエシュクハクベツ								　　 　　　　発　　地　　別

						年		　入込観光客数						宿泊者の利用施設内訳 シュクハクシャリヨウシセツウチワケ

										　　日帰り客　		　 　宿泊客		旅館・ホテル等 トウ		寮・保養所		　  県 外 客		　  県 内 客

								14834288.0		10,751,499		4,082,789		4,052,200		30,589		7,669,327		7,164,961

						10		98.9		99.8		96.5		0.0		0.0		98.9		98.9

								100.0		72.5		27.5		99.3		0.7		51.7		48.3

								14648476.0		10,156,412		4,492,064		4,455,898		36,166		7,573,262		7,075,214

						11		98.7		94.5		110.0		110.0		118.2		98.7		98.7

								100.0		69.3		30.7		99.2		0.8		51.7		48.3

								15596503.0		10,844,960		4,751,543						8562480		7,034,023

						12		106.5		106.8		105.8						113.1		99.4

								100.0		69.5		30.5						54.9		45.1

								1,574		1,114		460		4,919,207		27,471		864		710

						13		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								100.0		70.8		29.2		99.4		5553.4		54.9		45.1

								1,588		1,128		461		4,919,207		27,471		872		716

						14		100.9		101.2		100.2		100.0		100.0		100.9		100.9

								100.0		71.0		29.0		99.4		5553.4		54.9		45.1

								1,594		1,099		495		4,919,207		27,471		875		719

						15		100.3		97.5		107.4		100.0		100.0		100.3		100.3

								100.0		69.0		31.0		99.4		5553.4		54.9		45.1

								1,635		1,151		484						948		687

						16		102.6		104.7		97.9		0.0		0.0		108.4		95.5

								100.0		70.4		29.6		0.0		0.0		58.0		42.0

						17		1,642		1,169		473						953		690

								100.5		101.6		97.6		0.0		0.0		100.5		100.5

								100.0		71.2		28.8		0.0		0.0		58.0		42.0

						18

						19		1,686		1,195		491						978		708

														0.0		0.0

						20		1,660		1,161		499						963		697

								98.5		97.2		101.6		0.0		0.0		98.5		98.5

								100.0		69.9		30.1		0.0		0.0		58.0		42.0

						21		1,614		1,135		479						936		678

								97.2		97.7		96.1		0.0		0.0		97.2		97.2

								100.0		70.3		29.7		0.0		0.0		58.0		42.0

						22		1,642		1,152		490						969		673

								101.7		101.5		102.2		0.0		0.0		103.5		99.3

								100.0		70.2		29.8		0.0		0.0		59.0		41.0

						25		1,782		1,243		539						1,051		731

								108.5		107.9		110.1		0.0		0.0		108.5		108.5

								100.0		69.7		30.3		0.0		0.0		59.0		41.0

						26		1,855		1,275		580						1,094		760

								104.1		102.6		107.5		0.0		0.0		104.1		104.1

								100.0		68.7		31.3		0.0		0.0		59.0		41.0

						27		1,974		1,343		631						1,164		809

								106.4		105.3		108.8		0.0		0.0		106.4		106.4

								100.0		68.0		32.0		0.0		0.0		59.0		41.0

						28		2,050		1,323		727						1,243		807

								103.9		98.5		115.2		0.0		0.0		106.7		99.7

								100.0		64.5		35.5		0.0		0.0		59.0		41.0

						29		2,134		1,329		805						1,294		840

								104.1		100.5		110.7		0.0		0.0		104.1		104.1

								100.0		62.3		37.7		0.0		0.0		59.0		41.0

						※下段は前年比 カダンゼンネンヒ

								96.1		66.3101518559		29.7438289211		0		0		75.4		24.6

								243.9

																				0





★Ⅰ１(2)宿泊

		

				（2）日帰り・宿泊別・県内外観光客数状況〈推計値〉 スイケイチ

																　　　　（単位　人　％）

								日帰り・宿泊の別 ヒガエシュクハクベツ								　　 　　　　発　　地　　別

				年		　入込観光客数						宿泊者の利用施設内訳 シュクハクシャリヨウシセツウチワケ

								　　日帰り客　		　 　宿泊客		旅館・ホテル等 トウ		寮・保養所		　  県 外 客		　  県 内 客

						14834288.0		10,751,499		4,082,789		4,052,200		30,589		7,669,327		7,164,961

				10		98.9		99.8		96.5		0.0		0.0		98.9		98.9

						100.0		72.5		27.5		99.3		0.7		51.7		48.3

						14648476.0		10,156,412		4,492,064		4,455,898		36,166		7,573,262		7,075,214

				11		98.7		94.5		110.0		110.0		118.2		98.7		98.7

						100.0		69.3		30.7		99.2		0.8		51.7		48.3

						15596503.0		10,844,960		4,751,543						8562480		7,034,023

				12		106.5		106.8		105.8						113.1		99.4

						100.0		69.5		30.5						54.9		45.1

						15,740,581		11,141,145		4,599,436		4,570,363		29,073		8,641,579		7,099,002

				13		100.9		102.7		96.8						100.9		100.9

						100.0		70.8		29.2		99.2		0.6		54.9		45.1

						15,883,725		11,275,856		4,607,869		4,582,130		25,739		8,720,165		7,163,560

				14		100.9		101.2		100.2		100.3		88.5		100.9		100.9

						100.0		71.0		29.0		92.6		0.5		54.9		45.1

						15,939,120		10,992,442		4,946,678		4,919,207		27,471		8,750,577		7,188,543

				15		100.3		97.5		107.4		107.4		106.7		100.3		100.3

						100.0		69.0		31.0		99.4		0.6		54.9		45.1

						16,349,021		11,505,401		4,843,620						9,482,432		6,866,589

				16		102.6		104.7		97.9		0.0		0.0		108.4		95.5

						100.0		70.4		29.6		0.0		0.0		58.0		42.0

				17		16,422,854		11,694,024		4,728,830						9,525,255		6,897,599

						100.5		101.6		97.6		0.0		0.0		100.5		100.5

						100.0		71.2		28.8		0.0		0.0		58.0		42.0

				20		16,604,741		11,613,821		4,990,920						9,630,750		6,973,991

						101.1		99.3		105.5		0.0		0.0		101.1		101.1

						100.0		69.9		30.1		0.0		0.0		58.0		42.0

				21		16,140,288		11,345,528		4,794,760						9,522,770		6,617,518

						97.2		97.7		96.1		0.0		0.0		98.9		94.9

						100.0		70.3		29.7		0.0		0.0		59.0		41.0

				22		16,420,498		11,519,547		4,900,951						9,688,094		6,732,404

						101.7		101.5		102.2		0.0		0.0		101.7		101.7

						100.0		70.2		29.8		0.0		0.0		59.0		41.0

				25		17,821,164		12,426,965		5,394,199						10,514,487		7,306,677

						108.5		107.9		110.1		0.0		0.0		108.5		108.5

						100.0		69.7		30.3		0.0		0.0		59.0		41.0

				26		18,547,249		12,750,707		5,796,542						10,942,877		7,604,372

						104.1		102.6		107.5		0.0		0.0		104.1		104.1

						100.0		68.7		31.3		0.0		0.0		59.0		41.0

				27		19,735,627		13,427,654		6,307,973						11,967,684		7,767,943

						106.4		105.3		108.8		0.0		0.0		109.4		102.2

						100.0		68.0		32.0		0.0		0.0		60.64		39.36

				28		20,495,848		13,227,074		7,268,774						12,428,682		8,067,166

						103.9		98.5		115.2		0.0		0.0		103.9		103.9

						100.0		64.5		35.5		0.0		0.0		60.64		39.36

				29		21,335,765		13,287,353		8,048,412						12,938,008		8,397,757

						104.1		100.5		110.7		0.0		0.0		104.1		104.1

						100.0		62.3		37.7		0.0		0.0		60.64		39.36

				※中段は前年比、下段は構成比 チュウダンゼンネンヒカダンコウセイヒ





★Ⅰ２ 宿施施設（H30.12末）

						２　宿泊施設状況

		　				（１）施設数等〈実数〉 シセツスウトウジッスウ

												　

						区分		　　      旅　　　　　館						　      　ホ　　テ　　ル						　　     寮 ・ 保 養 所						　　　　         　計

								数(軒)		客 室 数		定 員 数		数(軒)		客 室 数		定 員 数		数(軒)		客 室 数		定 員 数		数(軒)		客 室 数		定 員 数

						１３年		96		2,028		4,295		118		18,553		25,436		8		151		430		222		20,732		30,161

						１４年 ネン		94		2,095		4,330		117		18,535		25,960		8		155		437		219		20,785		30,727

						１５年 ネン		93		2,063		4,199		118		18,862		26,148		8		155		437		219		21,080		30,784

						※Ｈ１５年までは、当該年の開廃状況を各保健所、及び宿泊施設へのアンケート調査に基づき集計を行った。 ネントウガイネンヒラキハイジョウキョウカクホケンジョ

						宿泊施設数等						（単位：軒，人，室）

						区分		ホテル・旅館 リョカン

								数(軒)		客 室 数		定 員 数

						１６年 ネン		211		20,632		30,496

						１７年 ネン		208		20,620		30,336

						１９年 ネン

								195		21,910		32,387

						２０年 ネン

								197		22,691		34,306

						２１年 ネン

								201		23,826		35,827

						２２年 ネン		202		24,061		36,503

						2013年 ネン		198		23,871		36,773

						2014年 ネン		196		23,979		37,261		簡易宿所（2015年から新たに記載） カンイシュクショネンヘイネンアラキサイ						合計 ゴウケイ

														数（軒） スウケン		客室数 キャクシツスウ		定員数 テイインスウ		数（軒） スウケン		客室数 キャクシツスウ		定員数 テイインスウ

						2015年 ネン		198		24,495		38,308		43		305		3,355		241		24,800		41,663

						2016年 ネン		197		24,502		39,022		55		372		3,938		252		24,874		42,960

						2017年 ネン		208		25,522		41,680		164		849		6,050		372		26,371		47,730

						2018年 ネン		299		28,329		48,084		250		1,197		7,491		549		29,526		55,575

						※福岡市が営業を許可している宿泊施設のうち，旅館業法の分類によるホテル・旅館・簡易宿所の集計したもの（資料：「福岡市内旅館施設一覧表」） フクオカシエイギョウキョカシュクハクシセツリョカンギョウホウブンルイリョカンカンイシュクショシュウケイシリョウフクオカシナイリョカンシセツイチランヒョウ

						　 なお，下宿営業，社員寮や保養所，風俗関連営業を除いた施設を対象。ただし，社員寮・保養所のうち一般客受入のある施設は，ホテル・旅館に含めている。 ゲシュクエイギョウシャインリョウホヨウジョフウゾクカンレンエイギョウノゾシセツタイショウシャインリョウホヨウジョイッパンキャクウケイレシセツリョカンフク

						　 2015年より，新たに簡易宿所についても記載。 ネンアラカンイシュクショキサイ



【参考】
住宅宿泊事業法に基づく届出数
（2019年2月末時点）
　668件



【梅丸追加】Ⅱ１(外国人宿泊)

						Ⅱ　外国人

						外国人延べ宿泊数〈推計値〉 スイケイチ

																												（単位：千人） タンイセンニン

						国・地域 クニチイキ		19年 ネン		21年		22年		23年		2012年 ネン		2013年		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

																												構成比						（円単位） エンタンイ

						韓国 カンコク		304		143		263		248		274		285		410		781		1,034		1,630		48.4%				48.4398216939		1034461.16483945

						中国 チュウゴク		29		27		56		54		63		60		105		254		323		361		10.7%				10.7280832095		323235.536484338

						香港 ホンコン		23		25		22		25		38		61		121		238		320		377		11.2%				11.2035661218		320048.891302089

						台湾 タイワン		96		57		88		103		155		198		267		424		523		547		16.3%				440.7735697019		522562.216272627

						アメリカ		27		23		28		24		39		47		51		58		104		84		2.5%				2.4962852897		104357.744462328

						カナダ		3		3		4		4		3		5		6		11		13		13		0.4%				0.3863298663		12962.5280524784

						イギリス		4		3		3		6		5		6		7		12		19		17		0.5%				0.5052005944		18517.9981775364

						ドイツ		3		5		4		1		5		4		5		5		9		7		0.2%				0.2080237741		8648.8841572715

						フランス		3		4		3		1		3		3		4		7		8		6		0.2%				0.1783060921		8006.9724002431

						シンガポール		12		14		9		7		8		12		24		39		42		43		1.3%				1.2778603269		42424.0668666763

						タイ		24		17		18		18		25		30		70		110		101		78		2.3%				2.3179791976		101481.072886519

						オーストラリア		4		4		5		4		8		6		9		13		17		16		0.5%				0.4754829123		16962.8166915472

						その他 タ		53		56		67		62		66		90		122		143		198		186		5.5%				5.5274888559		197581.82945069

						外国人計 ガイコクジンケイ		585		382		570		557		692		807		1,201		2,095		2,711		3,365		100.0%						2711251.72204379

						対前年比 タイゼンネンヒ		0.0		65.4		149.1		97.7		124.2		116.6		148.8		174.4		129.4		124.1		-

						※観光庁の「宿泊旅行統計調査」を基に推計。 モトスイケイ

																								46

						※観光庁の「宿泊旅行統計調査」の結果を利用し，宿泊客数を把握。
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Ⅰ３(観光施設）

		

																																																				主要観光施設入込状況

				１０年				１１年				１２年				１３年								１４年				１５年				１６年				１７年				２１年 ネン				２２年 ネン								2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

				施設名		人数		施設名		人数		施設名		人数		施設名		人数						施設名		人数		施設名		人数		施設名		人数		施設名		人数		施設名		人数		施設名		人数						施設名		人数		施設名 シセツメイ		人数 ニンズウ		施設名 シセツメイ		人数 ニンズウ		施設名 シセツメイ		人数 ニンズウ		施設名 シセツメイ		人数 ニンズウ

				キャナルシティ博多		13,280,000		キャナルシティ博多		12,900,000		ホークスタウン		18,920,000		＊　ホークスタウン
(ﾎﾃﾙ､ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、ﾄﾞｰﾑ）		19,000,000						＊　ホークスタウン
(ﾎﾃﾙ､ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、ﾄﾞｰﾑ）		19,050,000		＊　ホークスタウン
（同左） ドウサ		20,100,000		＊　ホークスタウン
(ﾎﾃﾙ､ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、ﾄﾞｰﾑ）		19,040,000		＊
キャナルシティ博多		12,200,000		＊
キャナルシティ博多		12,300,000		＊
キャナルシティ博多		11,600,000						ＪＲ博多シティ ハカタ		46,990,000		ＪＲ博多シティ ハカタ		48,430,000		ＪＲ博多シティ ハカタ		48,560,000		JR博多シティ		69,797,000		JR博多シティ		72,032,000

				ホークスタウン		11,150,000		ホークスタウン		11,500,000		キャナルシティ博多		12,100,000		キャナルシティ博多		12,900,000						キャナルシティ博多		13,200,000		キャナルシティ博多		13,000,000		キャナルシティ博多		12,610,000		ホークスタウンモール		6,400,000		＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		6,482,626		＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		7,150,000						＊
キャナルシティ博多		14,600,000		＊
キャナルシティ博多		15,300,000		＊
キャナルシティ博多		16,480,000		＊
キャナルシティ博多		16,380,000		キャナルシティ博多		17,000,000

				ベイサイドプレイス
博多埠頭		3,247,800		博多リバレイン		7,736,000		博多リバレイン		7,388,000		博多リバレイン		6,849,000						博多リバレイン		5,747,000		博多リバレイン		7,052,687		博多リバレイン		7,383,153		博多リバレイン		7,406,010		博多リバレイン		5,037,841		ヤフードーム		2,902,921						＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		6,190,000		＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		6,000,000		＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		6,000,000		＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		5,700,000		＊
マリノアシティ福岡 フクオカ		5,300,000

				マリゾン		1,039,068		ベイサイドプレイス
博多埠頭		2,939,700		ベイサイドプレイス
博多埠頭		2,809,700		マリノアシティ
ピアウォーク		5,730,000						マリノアシティ福岡 フクオカ		5,700,000		マリノアシティ福岡 フクオカ		5,300,000		マリノアシティ福岡 フクオカ		5,600,000		マリノアシティ福岡 フクオカ		6,320,000		ヤフードーム		3,180,048		博多リバレイン		2,460,000						ヤフオクドーム		3,086,996		博多リバレイン
（イニミニマニモ）		3,396,000		博多リバレイン
（イニミニマニモ）		3,669,000		博多リバレイン(イニミニマニモ)		3,675,000		博多リバレイン(イニミニマニモ) ハカタ		3,736,000

				福岡市動植物園		771,699		マリゾン		936,187		マリノアシティ
ピアウォーク		1,634,153		ベイサイドプレイス
博多埠頭		2,667,000						ベイサイドプレイス
博多埠頭		2,577,700		ベイサイドプレイス
博多埠頭		3,181,700		ベイサイドプレイス
博多埠頭		3,016,300		ベイサイドプレイス
博多埠頭		2,679,600		ベイサイドプレイス
博多		1,880,512		イニミニマニモ		2,460,000						博多リバレイン
（イニミニマニモ）		2,460,000		ヤフオクドーム		3,158,774		ヤフオクドーム		3,168,462		福岡ヤフオク!ドーム		3,096,961		福岡ヤフオク!ドーム フクオカ		3,326,521

				海の中道海浜公園		720,797		福岡市動植物園		727,698		マリゾン		845,588		中世博多展 チュウセイハカタテン		920,123						海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		783,747		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		950,036		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		895,601		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		746,712		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		983,423		ベイサイドプレイス
博多		1,823,032						ベイサイドプレイス
博多		2,230,000		ベイサイドプレイス
博多		2,165,000		ベイサイドプレイス
博多		2,206,000		ベイサイドプレイス博多		2,201,000		ベイサイドプレイス博多		2,250,000

				マリンワールド
海の中道		714,696		海の中道海浜公園		694,310		福岡市動植物園		751,212		福岡市動植物園		769,102						福岡市動植物園		717,125		福岡市美術館 ビジュツカン		709,668		福岡市美術館 ビジュツカン		879,476		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		676,118		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		771,117		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		998,219						福岡タワー フクオカ		1,157,576		福岡タワー フクオカ		1,222,860		福岡タワー フクオカ		1,510,203		福岡タワー		1,846,826		福岡タワー		2,015,799

				福岡市美術館		621,916		マリンワールド
海の中道		680,540		海の中道海浜公園		744,276		マリゾン		737,247						マリンワールド
海の中道		658,177		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		692,985		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		676,961		マリンワールド
海の中道 ウミナカミチ		615,375		マリンワールド
海の中道 ウミナカミチ		666,169		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		752,815						海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		1,036,256		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		1,024,921		海の中道海浜公園 ウミチュウドウカイヒンコウエン		1,137,081		マリゾン		1,122,437		マリゾン		1,150,788

				福岡市博物館		565,819		福岡市美術館		621,826		マリンワールド
海の中道		695,853		海の中道海浜公園		719,068						エバーグリーン
マリノア
（大観覧車） ダイカンランシャ		625,700		マリンワールド
海の中道 ウミナカミチ		655,051		マリンワールド
海の中道 ウミナカミチ		657,654		博多座 ハカタザ		540,346		博多座 ハカタザ		553,118		マリンワールド
海の中道 ウミナカミチ		592,723						福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		912,640		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		1,020,565		福岡市動植物園 フクオカシドウショクブツエン		940,646		海の中道海浜公園		1,076,303		海の中道海浜公園		1,085,358

				油山牧場		520,041		油山牧場		430,214		福岡市美術館		648,793		マリンワールド
海の中道		643,250						マリゾン		617,645		マリゾン		513,971		博多座 ハカタザ		513,845		福岡市美術館 ビジュツカン		435,146		マリゾン		482,624		マリゾン		587,268						マリゾン		785,943		マリゾン		831,148		マリゾン		937,618		福岡市動植物園		808,003		マリンワールド海の中道		909,845

								　																																												※　各施設へ照会を行ったものであり、カウント方法は施設毎に異なる。 カクシセツショウカイオコナホウホウシセツゴトコト

																																																				　　    ＊キャナルシティ博多の人数は2016年まで年度集計（4月1日から３月31日まで）。 ハカタニンズウネンドシュウケイガツヒガツヒ

																																																				　　　  ＊マリノアシティ福岡の2017年の人数は2016年11月1日から2017年10月31日まで。 フクオカネンニンズウネンガツヒネンガツヒ

																																												　　 　博多リバレインについては、22年よりイニミニマニモと分けて回答を得ている。 ハカタネンワカイトウエ
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（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２４年56.263.866.760.561.559.163.576.562.361.868.966.163.8


前年増減0.90.61.86.30.42.7-0.36.4-2.42.99.08.32.9


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２５年57.765.967.561.465.461.268.078.967.063.669.567.366.1


前年増減2.42.72.67.24.34.84.28.82.34.79.69.55.2


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２５年57.765.967.561.465.461.268.078.967.063.669.567.366.1


前年増減2.42.72.67.24.34.84.28.82.34.79.69.55.2


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２５年57.765.967.561.465.461.268.078.967.063.669.567.366.1


前年増減1.42.10.80.93.92.14.52.44.71.80.61.22.3


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２５年57.765.967.561.465.461.268.078.967.063.669.567.366.1


前年増減1.42.10.80.93.92.14.52.44.71.80.61.22.3


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


61.167.169.664.875.665.270.576.767.473.176.474.470.1


前年増減


3.41.22.13.410.14.02.6-2.20.49.56.97.14.0


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


61.167.169.664.875.665.270.576.767.473.176.474.470.1


前年増減


3.41.22.13.410.14.02.6-2.20.49.56.97.14.0


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。




（３）客室稼働率


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


２５年


68.678.778.471.576.872.978.785.578.474.680.574.976.6


前年増減


2.61.40.91.89.52.83.0-1.90.79.96.68.33.8


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（３）客室稼働率


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


２５年


68.678.778.471.576.872.978.785.578.474.680.574.976.6


前年増減


2.61.40.91.89.52.83.0-1.90.79.96.68.33.8


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（３）客室稼働率


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


前年増減


2.61.40.91.89.52.83.0-1.90.79.96.68.33.8


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（３）客室稼働率


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


前年増減


2.61.40.91.89.52.83.0-1.90.79.96.68.33.8


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（３）客室稼働率（従業者数10人以上）


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２６年


71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


前年増減


2.61.40.91.89.52.83.0-1.90.79.96.68.33.8


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（２）客室稼働率（従業者数10人以上）


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２４年65.574.176.870.870.170.571.278.272.172.680.073.973.0


２５年68.678.778.471.576.872.978.785.578.474.680.574.976.6


２６年71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


２７年73.485.383.581.081.577.584.685.585.788.088.683.383.2


２８年80.388.786.183.982.082.984.184.784.283.787.73/3発表－


２７年-２６年2.25.24.27.7-4.81.82.91.96.63.51.50.12.7


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（２）客室稼働率（従業者数10人以上）


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


２４年65.574.176.870.870.170.571.278.272.172.680.073.973.0


２５年68.678.778.471.576.872.978.785.578.474.680.574.976.6


２６年71.280.179.373.386.375.781.783.679.184.587.183.280.4


２７年73.485.383.581.081.577.584.685.585.788.088.683.383.2


２８年80.388.786.183.982.082.984.184.784.283.787.7未公表－


２７年-２６年2.25.24.27.7-4.81.82.91.96.63.51.50.12.7


　※資料：観光庁宿泊旅行統計調査




（２）定員稼働率〈推計値〉


（単位：％）


１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均


１９年55.167.168.559.763.461.266.776.963.761.366.961.664.3


前年増減0.7-1.11.3-2.7-1.22.6-1.03.0-0.7-4.7-1.32.9-0.2


　※定員稼働率：宿泊定員に対する稼働率


　※H１９年からは、国土交通省の「宿泊旅行統計調査」結果を利用した。






９ 福岡市の観光消費額と経済波及効果 

●  観光消費額（2017年推計） 
  ・ ５年間で     1.48倍  3,357億円(2013年） → 4,983億円（2017年）  
  ・ 前年比   約10％UP  
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観光消費額の推移 

 観光消費額 

1.48倍 
観光消費額 経済波及効果 雇用効果 税収効果 

2010年 3,213億円 4,680億円※1 3.3万人 51.2億円 

2017年 4,983億円 5,670億円※2 増加 増加 

※１ 資料：福岡観光・集客戦略2013  
 
※２   2011年産業連関表を使用。観光客の消費構成を下記の資料から推計したもの。 
    
   国内観光客の消費構成：観光庁 「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」 
   訪日外国人の消費構成：観光庁 「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」 
              経済産業省，内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局） 
              「地域経済分析システム（RESAS）」外国人消費の構造 
 
 
  
    

観光による経済効果（2010年試算値等）  
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（億円） 
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資料：観光庁 「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」（2018年３月） 

※2016年の観光消費額26.4兆円，生産波及効果53.8兆円の場合の主な他産業への波及効果 

【参考-１】 観光消費がもたらす他産業への経済波及効果（全国ベースによる考察） 
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資料：中小企業庁「平成28年度商店街インバウンド実態調査」       資料：平成29年度福岡市商店街実態調査 

 
 

 
 

 
 

 

  

【参考-２】 商店街を訪れる外国人の状況（全国比較による考察） 

●  福岡市内の商店街は，全国と比較して，外国人の来街状況は多い   
 
● 外国人客の購入品は「飲食店の利用」，「菓子類」，「医薬品・健康グッズ」など 
 
● 市内の商店街による，外国人旅行者をターゲットとした取組み例 
 ・ Wi-Fi（インターネット環境の整備），ホームページの多言語化，街内案内板・サインの設置 
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●市内商店街の約２割が外国人旅行者をターゲットとした取組みを 
 実施（市内商店街は127団体（連合会組織を除く）） 
 
●主な取組み内容 
 Wi-Fi（インターネット環境の整備）（54.8％） 
 ホームページの多言語化（45.2％） 
 街内案内板・サインの設置（38.7％） 
 商店街マップ・小冊子の多言語化（38.7％） 
 多言語によるメニューやＰＯＰ表示（38.7％） 
 決済端末の導入（25.8％） 
 情報発信ツール（アプリ等）の整備（22.6％） 

【平成29年度福岡市商店街実態調査】 

福岡市内の商店街の外国人来街状況 

外国人の来街 
 計 39.2％ 

外国人の来街 
 計 84.8％ 

 
 

たまに見かける， 
56.3% 
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