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● RESAS にみる区内観光地点の検証 

 

  RESAS「観光マップ-目的地分析」で、指定した表示年月に、ウェブサイトや携帯電話・スマート 

 フォンで月間約 2,700 万人が利用するナビゲーションサービスを使って経路検索された、指定地域  

 （都道府県）内の目的地を把握することができる。今回は、直近の調べ（2016 年１月～３月）から、 

 葛飾区内の施設に対して、どの程度の検索実績があるのかを把握するために調べた。なお、検索回 

 数は、同一ユーザの重複を除いた月間のユニークユーザ数である。また、結果は、「平日」と「休日」 

 に分かれ、交通手段も「自動車」と「公共交通」に分かれている。 

  

   【平日の検索結果】 
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【休日の検索結果】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  検索結果から、平日と休日の検索地や交通手段の違い等の傾向が見えてくる。検索回数のトップ 

は、全て「柴又帝釈天題経寺」であり、「寅さん記念館」「帝釈天参道」を含め、柴又地域への来街

者が多いことを示すひとつのデータとなっている。それに次ぐものが、「アリオ亀有」というショッ

ピング施設となっている。この施設は、出発地点として葛飾区内のみならず、近隣の足立区、江戸

川区、千葉県松戸市からの検索が多いのも特徴であり、特に休日になると、葛飾区内よりも区外か

らの検索が多くなっている。「アリオ亀有」には「こち亀ゲームぱ～く」をはじめ、国内・海外から

の観光客にとって魅力ある施設があり、このような地元ショッピングとのコラボレーションなどは、

今後の観光施策の展開策としては、有効であろう。 
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また、本検証では、近年、柴又地域（特に「柴又帝釈天題経寺」をはじめとする観光スポット）の

自動車による経路検索が増加傾向にあることが見てとれた。例えば、2014 年は、「柴又帝釈天題経寺」

のナビゲーション検索は、葛飾区の観光施設の中では、第 3 位（第 1 位は水元公園、第 2 位はアリオ

亀有）であったが、2015 年は、アリオ亀有に次いで第 2 位になり、2016 年は、第 1 位となっている。

平日と休日の違いなども含め、柴又地域を訪れる観光客の自動車利用について、今後、その実態を把

握・研究していくことも有益となるかもしれない。 

さらに、「柴又帝釈天題経寺」「寅さん記念館」「帝釈天参道」の検索回数を合計してみると、「自動

車」が 914 回、「公共交通」が 629 回で概ね６対４の割合になるのに対し、「水元公園」は、「自動車」

が 247 回、「公共交通」が 120 回で概ね７対３の割合となり、自動車あるいは公共交通機関の利用の傾

向が見てとれる。 
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インターネット調査（日本人葛飾区訪問経験者）【調査設問】 

[スクリーニング+フェイスシート]

S1 あなたの性別をお答え下さい。

1. 男性

2. 女性

S2 あなたの年齢をお答え下さい。

1. 16歳未満

2. 16歳～19歳

3. 20歳代

4. 30歳代

5. 40歳代

6. 50歳代

7. 60歳代

8. 70歳代

9. 80歳代以上

S3-1 あなたの居住地（都道府県）をお答え下さい。　（プルダウンメニューから回答）

S3-2 居住地が東京都の方は、市区町村をお答え下さい。　（プルダウンメニューから回答）

S4 あなたは過去に、東京の葛飾区内の観光地を訪れたことがありますか。

1. 2016年４月１日以降にある

2. 2016年３月31日以前にある

3. 全くない

[本調査]

≪ここからは、直近の葛飾区への来訪についてお聞きします。≫

Ｑ1 来訪の目的は何ですか。（あてはまるもの全てをお答えください）

1. 名所・旧跡巡り

2. グルメ・食べ歩き

3. 買い物

4. 銭湯巡り

5. 釣り

6. スポーツ

7. ビジネス・会議

8. 博物館・資料館

9. イベント・祭り

10. 漫画・アニメキャラクター巡り

11. ロケ地巡り

12. まち歩き・ウォーキング

13. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考資料２ 
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どなたと一緒に葛飾区を来訪されましたか。

あなた自身を含めた同行者数をお教えください。

1. ひとり　

2. 夫婦

3. お子様連れの家族

4. その他の家族

5. 友人／知人

6. 仕事仲間

7. 団体

8. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【同行者数：　　　　　　　　　　　　　　】

来訪されるにあたり、葛飾区等の観光情報を何から得ましたか。

（あてはまるもの全てをお答えください）

1. テレビ

2. 新聞

3. 雑誌・ガイドブック

4. 観光案内所

5. 旅行会社のパンフレット

6. 駅等に置かれている無料のパンフレットや雑誌　　

7. 口コミ

8. 区のメディア（広報、ホームページ、ガイドブック）　

9. インターネット

10. Facebook、Twitter、Instagram等のソーシャルメディア  

11. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12. 特に参考としなかった

Ｑ4 旅行の形態は次のうちどれですか。

1. 団体旅行（旅行会社やバス会社を活用した地域や職場、学校などの団体旅行）　　　　

2. パッケージツアー（旅行会社やバス会社のツアーでスケジュールが決まっている）　　

3. フリープランパッケージ（旅行会社やバス会社のツアーでスケジュールは自由に決めることができる）

4. 個人旅行（交通、宿泊などを自分で手配するもの）　

Ｑ5 直近の来訪は何度目の葛飾区への来訪ですか。

1. 初めて来た　

2. ２回目　

3. ３回目　

4. ４回目　

5. ５回以上

Ｑ6 直近の来訪での葛飾区内の滞在時間はどの位ですか。

1. １時間程度

2. ２～３時間

3. 半日

4. １日

5. ２日以上

Ｑ7 直近の来訪ではどちらにお泊りになりましたか。

1. 葛飾区内

2. 葛飾区外　（具体場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3. 宿泊しない（日帰り）

Ｑ2

Ｑ3
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Ｑ8

Ｑ9 それぞれの地域への交通手段は何ですか。下部の表から選んでください。

1. 柴又地域

（柴又帝釈天・参道、寅さん記念館　等）　

2. 金町・水元地域

（水元公園、東京理科大学、しばられ地蔵　等）　

3. 堀切地域

（堀切菖蒲園　等）　

4. 亀有地域

（両さん像、亀有公園、郷土と天文の博物館　等）　

5. 四つ木・立石地域

（立石駅周辺商店街、キャプテン翼像　等）　

6. 新小岩地域

（モンチッチ公園、モンチッチマンホール　等）　

7. 東京都内観光地（葛飾区以外）

【具体スポット名：　　　　　　　　　　　】

8. その他観光地

【具体スポット名：　　　　　　　　　　　】

【Ｑ９　交通機関の表】

１.ＪＲ　　　　　 　　　２. 私鉄・地下鉄　　 　　 ３. 路線バス      　　 　４. 貸切バス　　　　　　

５. タクシー　　 　　 ６. 自家用車　　　　　　  ７. レンタカー　　 　　　 ８. バイク　　　　

９. 自転車　　　  　10. その他（　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ10 葛飾区滞在中に何をお買い求めになりましたか。以下からお選びください。（いくつでも）

また、具体的な品目をお答えください。

【　例　：　　☑　　1.　　伝統工芸品（江戸切子、印伝など）　　　（　　　　江戸切子のグラス　　　　　　）　】

1. 伝統工芸品（江戸切子、印伝など）　　　　　 （ ）

2. （ ）

3. （ ）

4. 電気製品等（カメラ・ビデオカメラ・時計含む） （ ）

5. 化粧品・香水 （ ）

6. 衣料品・かばん・靴 （ ）

7. 日用雑貨 （ ）

8. 宝石・貴金属 （ ）

9. マンガ・アニメ等関連商品 （ ）

10. その他（書籍、ＤＶＤ等を含む） （ ）

葛飾区内への来訪時に使った金額はいくらですか。【一人あたりのおおよその金額をお教えください。】

また、具体的な食べたもの、入場したところを記入ください

【金額】 【具体品目】

1. 交通費 （ ） 円

2. 宿泊費 （ ） 円

3. 飲食費 （ ） 円 （ ） 【食べたもの】

4. 土産･買物費 （ ） 円

5. 入場観覧費 （ ） 円 （ ） 【入場箇所】

6. その他 （ ） 円 （ ）

7. 金額合計 （ ） 円

□ （　　　　）

□ （　　　　） （　　　　）

□ （　　　　） （　　　　）

□ （　　　　）

食料品（菓子類を含む）、飲料（酒類を含む）

≪旅行中消費用≫

（　　　　）

□ （　　　　）

□ （　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

Ｑ11

食料品（菓子類を含む）、飲料（酒類を含む）

≪土産として≫

直近の来訪では立ち寄った地域はどこですか。（あてはまる地域全て）また、覚えておられたら、立ち寄った順番を記入ください。

Ｑ８

立寄り有無

Ｑ８

立寄り順

Ｑ９

交通機関

□ （　　　　） （　　　　）

□ （　　　　） （　　　　）

（　　　　）



7 

 

 

≪葛飾区の観光資源についてお聞きします。≫

Ｑ12 来訪時に感じた葛飾区の魅力は何ですか。（あてはまるもの全てをお答えください）

1. 自然

2. 歴史・文化

3. 農業

4. ものづくり

5. 食事

6. 人とのふれあい

7. 映画やドラマ、アニメ等のキャラクター

8. お土産・ショッピング

9. 下町の風情

10. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ13 来訪時に困ったことや不便だと感じたことはありましたか。 （あてはまるもの全てをお答えください） 

1. 観光情報を収集しにくい

2. 区内の移動が不便　　　　

3. トイレが少ない

4. 観光案内窓口等情報を入手できるところが少ない　　　

5. バリアフリー対応が不十分

6. 案内表示が少ない・わからない　　

7. 人々の対応が親切でない

8. 宿泊施設が少ない　　　　

9. 通信環境（Wi-Fi等）が不十分　　　　

10. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

11. 特に困ったことや不便だと感じたことはない

以下の葛飾区の観光資源で知っているものはどれですか。　（いくつでも）

行ったことがあるものはどれですか。　（いくつでも）

行ってみたい（また行きたい）のはどれですか。　（いくつでも）

1. 柴又帝釈天・参道 □ □ □
2. 寅さん記念館・山田洋次ミュージアム □ □ □
3. 山本亭 □ □ □
4. 両さん像 □ □ □
5. キャプテン翼像 □ □ □
6. 矢切の渡し □ □ □
7. 水元公園 □ □ □
8. 堀切菖蒲園　 □ □ □
9. 立石駅前商店街　  □ □ □
10. 町工場見学    　 □ □ □
11. 伝統産業（江戸切子等）の見学・体験 　 □ □ □
12. 銭湯 □ □ □
13. 寅さん像・さくら像 □ □ □
14. モンチッチ公園・モンチッチマンホール □ □ □
15. 郷土と天文の博物館（プラネタリウム） □ □ □
16. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ □ □

Ｑ15 今後、葛飾区を来訪（再訪）したいと思いますか。

1. とても訪れたい

2. 訪れたい

3. どちらともいえない

4. あまり訪れたくない

5. 訪れたくない

知っている 行ったことがある
行ってみたい

（また行きたい）

Ｑ14
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インターネット調査（日本人葛飾区訪問未経験者）【調査設問】 

 

 

[スクリーニング+フェイスシート]

S1 あなたの性別をお答え下さい。

1. 男性

2. 女性

S2 あなたの年齢をお答え下さい。

1. 16歳未満

2. 16歳～19歳

3. 20歳代

4. 30歳代

5. 40歳代

6. 50歳代

7. 60歳代

8. 70歳代

9. 80歳代以上

S3-1 あなたの居住地（都道府県）をお答え下さい。　（プルダウンメニューから回答）

S3-2 居住地が東京都の方は、市区町村をお答え下さい。　（プルダウンメニューから回答）

S4 あなたは過去に、東京の葛飾区内の観光地を訪れたことがありますか。

1. 2016年４月１日以降にある

2. 2016年３月31日以前にある

3. 全くない

[本調査]

≪葛飾区の観光資源等についてお聞きします。　≫

Ｑ1 国内旅行を計画する時は、観光情報を何から得ますか。（あてはまるもの全てをお答えください）

1. テレビ

2. 新聞

3. 雑誌・ガイドブック

4. 観光案内所

5. 旅行会社のパンフレット

6. 駅等に置かれている無料のパンフレットや雑誌　　

7. 口コミ

8. 行政のメディア（広報、ホームページ、ガイドブック）　

9. インターネット

10. Facebook、Twitter、Instagram等のソーシャルメディア  

11. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考資料３ 
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Ｑ2 東京とその周辺の観光スポットで行ったことがあるところを、訪問回数の多い物から５つまで選んでお答えください。

1. 秋葉原

2. 浅草

3. 池袋

4. 上野

5. お台場　

6. 銀座

7. 皇居  

8. 渋谷

9. 新宿

10. 高尾山

11. 築地市場

12. 東京都庁舎

13. 東京駅

14. 東京スカイツリー

15. 東京タワー

16. 東京ディズニーリゾート

17. 原宿

18. 明治神宮

19. 横浜　

20. 両国

21. 六本木

22. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ3 葛飾区の観光イメージで近いものは何ですか。（あてはまるもの全てをお答えください）

1. 自然

2. 歴史・文化

3. 農業

4. ものづくり

5. 食事

6. 人とのふれあい

7. 映画やドラマ、アニメ等のキャラクター

8. お土産・ショッピング

9. 下町の風情

10. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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葛飾区の観光資源で知っているもの、行ってみたいところは何ですか。

※あてはまるものがない場合は「あてはまるものがない」をお選びください。

1. 柴又帝釈天・参道 □ □
2. 寅さん記念館・山田洋次ミュージアム □ □
3. 山本亭 □ □
4. 両さん像 □ □
5. キャプテン翼像 □ □
6. 矢切の渡し □ □
7. 水元公園 □ □
8. 堀切菖蒲園　 □ □
9. 立石駅前商店街　  □ □
10. 町工場見学    　 □ □
11. 伝統産業（江戸切子等）の見学・体験 　 □ □
12. 銭湯 □ □
13. 寅さん像・さくら像 □ □
14. モンチッチ公園・モンチッチマンホール □ □
15. 郷土と天文の博物館（プラネタリウム） □ □
16. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ □
17. あてはまるものはない □ □

Ｑ5 今後、また葛飾区を来訪したいと思いますか。

1. とても訪れたい

2. 訪れたい

3. どちらともいえない

4. あまり訪れたくない

5. 訪れたくない

知っている
行ってみたい

（また行きたい）

Ｑ4
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葛飾区観光調査 調査票 

 

アンケート調査へのご協力のお願い 

―葛飾区が行う調査― 

葛飾区の観光統計作成のための重要な調査です。 

所要時間は５分程度、個人情報は取得しません 

回答は５分程度で終了します。 

あなたの居住地域や、今回の旅行の訪問先、旅行に使った費用等について 

お聞きします。 

氏名や住所等、個人を特定する情報は取得いたしません。 

ぜひ、ご協力をお願いいたします。 

 

○あなたについてお教えください。（属性） 

性別 １. 男性  ２. 女性 

年齢 
１. 16歳～19歳   ２. 20歳代   ３. 30歳代   ４. 40歳代   

５. 50歳代       ６. 60歳代    ７. 70歳代    ８. 80歳以上  

お住まい １. 区内  ２. それ以外（       都・県       区・市） 

 

○今回のご来訪についてお聞きします。  

Ｑ１ 今回の来訪の目的は何ですか。（あてはまるもの全てに○） 

１. 名所・旧跡巡り   ２. グルメ・食べ歩き   ３. 買い物 

４. 銭湯巡り      ５. 釣り         ６. スポーツ 

７. ビジネス・会議   ８. 博物館・資料館    ９. イベント・祭り 

10. 漫画・アニメキャラクター巡り   11. ロケ地巡り   12. まち歩き・ウォーキング 

13. その他（             ） 

 

Ｑ２ どなたと一緒に葛飾区を来訪されましたか。（〇は一つだけ） 

   あなたご自身を含めた同行者をお教えください。 

１. ひとり    ２. 夫婦    ３. お子様連れの家族   ４. その他の家族 

５. 友人／知人  ６. 仕事仲間  ７. 団体   ８. その他（          ） 

【同行者数：         名】 

 

Ｑ３ 来訪されるにあたり、葛飾区等の観光情報を何から得ましたか。（あてはまるもの全てに○） 

１. テレビ    ２. 新聞   ３. 雑誌・ガイドブック   ４. 観光案内所   

５. 旅行会社のパンフレット  ６. 駅等に置かれている無料のパンフレットや雑誌   

７. 口コミ          ８. 区のメディア（広報、ホームページ、ガイドブック）  

９. インターネット   10. Facebook、Twitter、Instagram等のソーシャルメディア   

11. その他（                 ）   12. 特に参考としなかった 

 

ヒアリング調査（日本人）【調査票】 

-1- 

参考資料４ 
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Ｑ４ 旅行の形態は次のうちどれですか。（〇は一つだけ） 

１. 団体旅行（旅行会社やバス会社を活用した地域や職場、学校などの団体旅行）     

２. パッケージツアー（旅行会社やバス会社のツアーでスケジュールが決まっている）   

３. フリープランパッケージ（旅行会社やバス会社のツアーでスケジュールは自由に決め 

  ることができる） 

４. 個人旅行（交通、宿泊などを自分で手配するもの）   

 

Ｑ５ この度の来訪は何度目の葛飾区への来訪ですか。（葛飾区民の方は当観光スポットへの来訪

回数） （〇は一つだけ） 

１. 初めて来た    ２. ２回目   ３. ３回目    ４. ４回目   ５. ５回以上 

 

Ｑ６ 今回の旅行における葛飾区内の滞在時間はどの位（の予定）ですか。（〇は一つだけ） 

１. １時間程度    ２. ２～３時間   ３. 半日    ４. １日   ５. ２日以上 

 

Ｑ７ 今回の旅行ではどちらにお泊りになりましたか（お泊りになる予定ですか）。 

（〇は一つだけ） 

１. 葛飾区内         ２. 葛飾区外（具体場所              ） 

３. 宿泊しない（日帰り） 

 

Ｑ８ 今回の旅行で立ち寄った（もしくは立ち寄る予定の）地域はどこですか。（あてはまる地域

全てに○）また、立ち寄った順番を記入ください。 

Ｑ９ それぞれの地域への交通機関は何ですか。下部の表から選んでください。 

（〇は一つだけ） 

地  域 
Ｑ８ 

立寄り有無 

Ｑ８ 

立寄り順 

Ｑ９ 

交通機関 

１. 柴又地域 

（柴又帝釈天・参道、寅さん記念館等 等）  

   

２. 金町・水元地域 

（水元公園、東京理科大学、しばられ地蔵 等）  

   

３. 堀切地域 

（堀切菖蒲園 等）  

   

４. 亀有地域 

（両さん像、亀有公園、郷土と天文の博物館 等）  

   

５. 四つ木・立石地域 

（立石駅周辺商店街、キャプテン翼像 等）  

   

６. 新小岩地域 

（モンチッチ公園、モンチッチマンホール 等）  

   

７. 東京都内観光地（葛飾区以外） 

【具体スポット：                】 

   

８. その他観光地 

【具体スポット：                】 

   

【Ｑ９交通機関の表】 

１.ＪＲ       ２. 私鉄・地下鉄    ３. 路線バス        ４. 貸切バス    

５. タクシー     ６. 自家用車      ７. レンタカー    ８. バイク     

９. 自転車      10. その他（             ） 

-2- 
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Ｑ１０ 葛飾区滞在中に何をお買い求めになりましたか。以下からお選びください。（あてはまる

もの全てをお答えください）また、具体的な品目をお答えください。 

【例： １. 伝統工芸品（江戸切子、印伝など）   （  江戸切子のグラス  ） 】 

１. 伝統工芸品（江戸切子、印伝など）    （                ） 

２. 食料品（菓子類を含む）、飲料（酒類を含む）（                ） 

  ≪土産として≫    

３. 食料品（菓子類を含む）、飲料（酒類を含む）（                ） 

  ≪旅行中消費として≫ 

４. 電気製品等（カメラ・ビデオカメラ・時計含む）（               ） 

５. 化粧品・香水                               （               ） 

６. 衣料品・かばん・靴                         （               ） 

７. 日用雑貨                                   （               ） 

８. 宝石・貴金属                              （               ） 

９. マンガ・アニメ等関連商品                   （               ） 

10. その他 （書籍、ＤＶＤ等を含む）        （               ） 

 

Ｑ１１ 区内への来訪時に使った（使う予定の）金額はいくらですか。【一人あたりのおおよその

金額をお教えください。】 

また、具体的な食べたもの、入場したところを記入ください。 

 金額 具体品目  

交通費    

宿泊費    

飲食費  (                                ) （食べたもの） 

土産･買物費    

入場観覧費  (                                ) （入場箇所） 

その他    
金額合計    

  

○葛飾区の観光資源についてお聞きします。 

Ｑ１２ 来訪時に感じた葛飾区の魅力は何ですか。（あてはまるもの全てに○） 

１. 自然     ２. 歴史・文化    ３. 農業     ４. ものづくり    

５. 食事     ６. 人とのふれあい  ７. 映画やドラマ、アニメ等のキャラクター  

８. お土産・ショッピング    ９. 下町の風情     

10. その他（                   ） 

 

Ｑ１３ 来訪時に困ったことや不便だと感じたことはありましたか。 

（あてはまるもの全てに○） 

１. 観光情報を収集しにくい    ２. 区内の移動が不便     

３. トイレが少ない        ４. 観光案内窓口等情報を入手できるところが少ない  

５. バリアフリー対応が不十分   ６. 案内表示が少ない・わからない   

７. 人々の対応が親切でない    ８. 宿泊施設が少ない     

９. 通信環境（Wi-Fi等）が不十分    10. その他（          ） 

11. 特に困ったことや不便だと感じたことはない 

-3- 
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Ｑ１４ 葛飾区の観光資源で知っているもの、行ったことがあるもの、行ってみたいところは何

ですか。 

 

 

Ｑ１５ 今後、葛飾区を再訪したいと思いますか。（〇はひとつだけ） 

１. とても訪れたい        ２.訪れたい       ３. どちらともいえない   

４. あまり訪れたくない      ５. 訪れたくない 

 

（Ｑ１５で「３.どちらともいえない」以外と回答した方へ） 

Ｑ１６ その理由は何ですか。 

 

 

 

                     

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
 

1 2 3

知
っ

て

い

る

行
っ

た

こ

と

が

あ

る

行
っ

て

み

た

い

　

ま

た

行

き

た

い

１.柴又帝釈天・参道

２.寅さん記念館・山田洋次ミュージアム

３.山本亭

４.両さん像

５.キャプテン翼像

６.矢切の渡し

７.水元公園

８.堀切菖蒲園

９.立石駅前商店街

10.町工場見学

11.伝統産業（江戸切子等）の見学・体験

12.銭湯巡り

13.寅さん像・さくら像

14.モンチッチ公園・モンチッチマンホール

15.郷土と天文の博物館（プラネタリウム）

-4- 
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※葛飾区内の観光スポット（インターネット調査、留め置き調査で例示） 

 

 

1　柴又帝釈天・参道 2　寅さん記念館・山田洋次ミュージアム
　　映画『男はつらいよ』シリーズの舞台 　　映画『男はつらいよ』の世界にくまなく触れることが

　　できる。

　　　葛飾柴又寅さん記念館©松竹（株）

　　　山田洋次ミュージアム©松竹（株）

3　山本亭 4　両さん像
　　書院造に西洋建築を取り入れた、近代和風の建造物 　　JR亀有駅周辺にある人気漫画「こちら葛飾区亀有

　　公園前派出所」キャラクター銅像（15体）

©秋本治・アトリエびーだま／集英社    

5　キャプテン翼像 6　矢切の渡し
漫画の原作者、高橋陽一氏の地元、四つ木・立石地区に 　　江戸時代に設けられた、現在は都内唯一の渡し舟
作られたキャラクターの銅像（８体）

©高橋陽一／集英社　　

7　水元公園 8　堀切菖蒲園　
　　都内では珍しい水郷の景観が美しい広大な公園。 　　花菖蒲の名所。６月上旬から中旬に約２００種の
　　１万４千株の花菖蒲も見事。 　　花菖蒲が見頃となる。
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9 立石駅前商店街　  10 町工場見学    　
　　昭和レトロの空気が流れ、安くて美味しい飲食店が並ぶ。 　　葛飾区は、23区内で4番目の工場数を誇る集積地で、

　　金属、ゴム、おもちゃ等の企業が立地。

11 伝統産業（江戸切子等）の見学・体験 　 12 銭湯
　　葛飾区内の様々な伝統産業品を展示・販売。     下町に残る昔ながらの「銭湯」。番台やペンキ絵
　　製作体験もできる。     など、昭和の面影を色濃く残す。

13 寅さん像・さくら像 14 モンチッチ公園・モンチッチマンホール
　　柴又駅前広場に建てられた「フーテンの寅」像と 　　モンチッチ公園やモンチッチがデザインされた
　　「見送るさくら」像 　　マンホールが楽しめるモンチッチに会えるまち。

　　モンチッチのラッピングバスも運行中。

©SEKIGUCHI　　
　　　　©松竹（株）

15 郷土と天文の博物館（プラネタリウム）
　　古代から昭和までの葛飾の歴史を並べた博物館と
　　プラネタリウムが併設
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インターネット調査（外国人）【調査設問】 

 

 

[スクリーニング+フェイスシート]

S1 あなたの性別をお答え下さい。

1. 男性

2. 女性

S2 あなたの年齢をお答え下さい。

1. 16歳未満

2. 16歳～19歳

3. 20歳代

4. 30歳代

5. 40歳代

6. 50歳代

7. 60歳代

8. 70歳代

9. 80歳代以上

S3 居住地（略）

S4 あなたは過去に、東京の葛飾区内の観光地を訪れたことがありますか。

1. 2016年４月１日以降にある

2. 2016年３月31日以前にある

3. 全くない　

[本調査]

≪直近の葛飾区訪問についてお聞きします。≫

どなたと一緒に葛飾区を来訪されましたか。

あなた自身を含めた同行者数をお教えください。

1. 自分ひとり　

2. 夫婦・パートナー

3. 家族・親族

4. 職場の同僚・友人

5. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【同行者数：　　　　　　　　　　　　　　】

Ｑ2 来訪の目的は何ですか。

1. 観光・レジャー

2. ビジネス

3. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ3 旅行の形態は次のうちどれですか。

1. 旅行会社等が企画した団体ツアーに参加した

2. 往復航空（船舶）券と宿泊等がセットになった個人旅行向けパッケージ商品を利用した

3. 往復航空（船舶）券や宿泊等を個別に手配した

Ｑ1

参考資料５ 
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Ｑ4 あなたが日本に来たのは何回ありますか

1. １回

2. ２回

3. ３回

4. ４～９回

5. １０回以上

Ｑ5 あなたが葛飾区に来たのは何回ありますか

1. １回

2. ２回

3. ３回

4. ４～９回目　

5. １０回以上

Ｑ6 葛飾区に関する情報は何から得ましたか。（いくつでも）

1. 観光案内所

2. 旅行会社ホームページ

3. 葛飾区観光ポータルサイト

4. 観光協会ホームページ

5. 宿泊予約サイト

6. 口コミサイト（トリップアドバイザー等）  

7. SNS（Facebook/Twitter/Instagram/微信等）  

8. 個人のブログ   

9. 動画サイト（YouTube/土豆網等）   

10. その他インターネット   

11. 旅行ガイドブック　　

12. 観光地・施設のパンフレット

13. 自国の親族・知人   

14. 日本在住の親族・知人   

15. テレビ番組

16. 新聞

17. 旅行専門誌

18. その他雑誌

19. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ7 直近の訪問で訪れたところをお教えください。（いくつでも）

【Ｑ７-1　葛飾区内】　

1. 柴又帝釈天・参道

2. 寅さん記念館・山田洋次ミュージアム

3. 山本亭

4. 両さん像

5. キャプテン翼像

6. 矢切の渡し

7. 水元公園

8. 堀切菖蒲園　

9. 立石駅前商店街　  

10. 町工場見学    　

11. 伝統産業（江戸切子等）の見学・体験 　

12. 銭湯

13. 寅さん像・さくら像

14. モンチッチ公園・モンチッチマンホール

15. 郷土と天文の博物館（プラネタリウム）

16. 区内のその他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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【Ｑ７-2　東京とその近郊】　

1. 東京スカイツリー

2. 東京ディズニーリゾート

3. 浅草

4. 上野

5. 秋葉原

6. 新宿

7. 渋谷

8. お台場

9. 六本木・赤坂

10. 東京とその近郊のその他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【Ｑ７-3　東京以外】　　具体的な観光地等を記入ください （ 例 ：富士山、日光　）

東京以外の訪問地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ8 葛飾区滞在中に、何に関する情報があると便利だと思いましたか。（いくつでも）

1. 宿泊施設   

2. 交通手段   

3. 飲食店   

4. 観光施設   

5. 現地ツアー

6. イベント   

7. 土産物   

8. 買物場所   

9. 無料Ｗｉ-Ｆｉ   

10. 両替所

11. 海外発行のカードが使えるＡＴＭ

12. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

13. 特になし

Ｑ9 葛飾区滞在中に、何をしましたか。（いくつでも）

1. 日本食を食べること

2. ホテル・旅館に宿泊

3. 街歩き

4. 銭湯・入浴

5. 自然・景勝地観光

6. 映画・アニメ縁の地を訪問

7. 日本の歴史・伝統文化体験

8. その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

葛飾区滞在中に何をお買い求めになりましたか。以下からお選びください。（いくつでも）

また、具体的な品目をお答えください。

【　例　：　　☑　　1.　　伝統工芸品（江戸切子、印伝など）　　　（　　　　江戸切子のグラス　　　　　　）　】

1. 伝統工芸品（江戸切子、印伝など）　　　　　 （ ）

2. （ ）

3. （ ）

4. 電気製品等（カメラ・ビデオカメラ・時計含む） （ ）

5. 化粧品・香水 （ ）

6. 衣料品・かばん・靴 （ ）

7. 日用雑貨 （ ）

8. 宝石・貴金属 （ ）

9. マンガ・アニメ等関連商品 （ ）

10. その他（書籍、ＤＶＤ等を含む） （ ）

食料品（菓子類を含む）、飲料（酒類を含む）

≪土産として≫

食料品（菓子類を含む）、飲料（酒類を含む）

≪旅行中消費用≫

Ｑ10
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葛飾区内への来訪時に使った金額はいくらですか。【一人あたりのおおよその金額をお教えください。】

また、具体的な食べたもの、入場したところを記入ください

【金額】 【通貨単位】 【具体品目】

1. 交通費 （ ） （　　　　）

2. 宿泊費 （ ） （　　　　）

3. 飲食費 （ ） （　　　　） （ ） 【食べたもの】

4. 土産･買物費 （ ） （　　　　）

5. 入場観覧費 （ ） （　　　　） （ ） 【入場箇所】

6. その他 （ ） （　　　　） （ ）

7. 金額合計 （ ） （　　　　）

≪葛飾区の観光資源についてお聞きします。≫

以下の葛飾区の観光資源で知っているものはどれですか。【Q12－１】　（いくつでも）

行ったことがあるものはどれですか。【Q12－２】　（いくつでも）

行ってみたい（また行きたい）のはどれですか。【Q12－３】　（いくつでも）

1. 柴又帝釈天・参道 □ □ □
2. 寅さん記念館・山田洋次ミュージアム □ □ □
3. 山本亭 □ □ □
4. 両さん像 □ □ □
5. キャプテン翼像 □ □ □
6. 矢切の渡し □ □ □
7. 水元公園 □ □ □
8. 堀切菖蒲園　 □ □ □
9. 立石駅前商店街　  □ □ □
10. 町工場見学    　 □ □ □
11. 伝統産業（江戸切子等）の見学・体験 　 □ □ □
12. 銭湯 □ □ □
13. 寅さん像・さくら像 □ □ □
14. モンチッチ公園・モンチッチマンホール □ □ □
15. 郷土と天文の博物館（プラネタリウム） □ □ □
16. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ □ □

Ｑ13 葛飾区訪問全体での満足度をお答えください。

1. とても満足

2. 満足

3. どちらともいえない

4. 不満

5. とても不満

Ｑ14 今後、葛飾区を来訪（再訪）したいと思いますか。

1. とても訪れたい

2. 訪れたい

3. どちらともいえない

4. あまり訪れたくない

5. 訪れたくない

知っている 行ったことがある
行ってみたい

（また行きたい）

Ｑ12

Ｑ11
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ヒアリング調査（外国人）【調査票】／留め置きによるアンケート調査（外国人）【調査票】 

（英語） 

 

 

Welcome to Katsushika

○Please tell us about yourself.

F１ Gender □１. Male □２. Female

F２ Age □１. 16-19 years old □２. 20-29 years old □３. 30-39 years old □４. 40-49 years old

□５. 50-59 years old □６. 60-69 years old □７. 70-79 years old □８. 80 years old and above

F３ Residing Country □１. South Korea □２. China □３. Taiwan □４. Hong Kong □５. Thailand

□６. Singapore □７. Australia □８. USA □９. Others (Country:　　　　　　　　　　)

F４ Fellow Travellers □１. By myself □２. With my spouse or partner □３. With other family members and relatives

□４. With co-workers and friends □５. With other people (                 )

F５ Party Number (　　　　　　　　　　　　　)　【Including Yourself】

F６ Reason for Trip □１. Sightseeing and leisure □２. Business □３. Other purpose (                 )

□１. I joined a group tour planned by a travel agency, etc.

□２. I used an individual travel package consisting of round trip air (or ship) tickets + accommodation, etc.

□３. I arranged round trip air (or ship) tickets and accommodation, etc. separately

≪Please tell us about this trip≫

Q１ How many times have you visited Japan?

□１.  Once □２.  Twice □３.  3 times □４.   4-9 times □５.  10 times or more

Ｑ２ How many times have you visited Katsushika Ward?

□１.  Once □２.  Twice □３.  3 times □４.   4-9 times □５.  10 times or more

Q３ From where did you obtain information about Katsushika Ward? (Select all that apply)

□１. Tourist information office □２. Travel agency website □３. Katsushika Ward tourism portal site

□４. Tourist association website □５.  Hotel booking website □６. Review website (TripAdvisor, etc.)

□７. Social media (Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, etc.) □８. Personal blog

□９. Video sharing website (YouTube, Tudou, etc.) □10. Other website □11. Travel guidebook

□12. Sightseeing spot/facility brochure □13. Relatives and acquaintances in my country

□14. Relatives and acquaintances living in Japan □15. TV program □16. Newspaper

□17. Travel magazine □18. Other magazine

□19. Other source (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

Ｑ４ Please tell us where you visited (or plan to visit) on this trip. (Select all that apply)

【Ｑ４－１ Places within Katsushika Ward 】

□１.　Shibamata Taishakuten/Taishakuten-Sando (The Approach to Taishakuten)

□２.　Katsushika Shibamata Tora-San Museum / Yamada Yoji Museum □３.　Yamamoto-Tei □４.　Statue of Ryo-san

□５.　Captain Tsubasa statues □６.　Yagiri no Watashi □７.　Mizumoto Park □８.　Horikiri iris garden

□９.　Tateishi station shopping street □10.　Small workshop tours □11.　Traditional industry tours / experience (Edo Kiriko, etc.)

□12.　Public baths □13. Tora-San statue / Sakura statue □14.  Monchhichi Park and Monchhichi manhole covers

□15. Katsushika City Museum (Planetarium) □16. Other places within Katsushika Ward (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

【Ｑ４－２ Places in Tokyo and the surrounding area】

□１.　Tokyo Sky Tree □２.　Tokyo Disney Resort □３.　Asakusa □４.　Ueno

□５.　Akihabara □６.　Shinjuku □７.　Shibuya □８.　Odaiba

□９.　Roppongi / Akasaka □10.Other places in Tokyo and the surrounding area (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

【Ｑ４－３  Places outside Tokyo】　Please specify (example: Mt. Fuji, Nikko)

(                                                                           )

Ｑ５ What kind of information did you feel is convenient to have during your stay in Katsushika Ward? (Select all that apply)

□１.　Information about accommodation facilities □２.　Information about transportation □３.　Information about restaurants

□４.　Information about tourist facilities □５.　Information about local tours □６.　Information about events

□７.　Information about souvenirs □８.　Information about shopping □９.　Information about free Wi-Fi

□10.　Information about currency exchange booths □11.　Information about ATMs that accept foreign cards

□12.　Other information (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) □13.  Nothing in particular

Ｑ６ What did you do during your stay in Katsushika Ward? (Select all that apply)

□１.  Eat Japanese food □２.  Stay in a hotel or Ryokan □３.  Walk around the city streets

□４.  Go to a public bath □５.  Sightseeing in natural and scenic spots

□６.  Visit areas that are the setting of movies and anime □７.  Experience Japanese history and traditional culture

□８.  Other (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

F７
Travel

arrengements

-1-
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Ｑ７ Please select the items that you purchased during your stay in Katsushika Ward. (Select all that apply)

Please also indicate the specific items you purchased in each category.

[Example:　　☑　　1.　　Traditional handicrafts (Edo Kiriko, Inden, etc.)　　　(　　　　Edo Kiriko glass　　　　　　)

□１. Traditional handicrafts (Edo Kiriko, Inden, etc.) （ ）

□２. （ ）

□３. （ ）

□４. Consumer electronics (including cameras, video cameras and watches) （ ）

□５. Cosmetics and perfume （ ）

□６. Clothing, bags and shoes （ ）

□７. Daily necessities （ ）

□８. Jewelry and precious metals （ ）

□９. Items related to Manga and Anime （ ）

□１０. Other items (including books, DVDs, etc.) （ ）

Q８ How much money did you spend during your trip to Katsushika Ward? [Please answer about the approximate amount per person]

Please also describe the specific foods you spent money on and the specific admission fees you paid.

[Amount] [Currency]  [Specific items]   

1. Transportation （ ） （　　　　）

2. Accommodation （ ） （　　　　）

3. Food （ ） （　　　　） （ ） [Things you ate]

4. Souvenirs / shopping （ ） （　　　　）

5. Admission fees （ ） （　　　　） （ ） [Specific admission fees]

6. Other （ ） （　　　　） （ ）

7. Total amount （ ） （　　　　）

Ｑ９ Which of the following tourist spots in Katsushika Ward do you know? [Q9-1] (Select all that apply)

Which of these spots have you visited? [Q9-2] (Select all that apply)

Which of these spots would you like to visit (or like to visit again) in the future? [Q9-3] (Select all that apply)

1

2

3 Yamamoto-Tei

4 Statue of Ryo-san

5 Captain Tsubasa statues

6 Yagiri no Watashi

7 Mizumoto Park

8 Horikiri iris garden

9 Tateishi station shopping stree

10 Small workshop tours

11

12 Public baths

13 Tora-San statue / Sakura statue

14 Monchhichi Park and Monchhichi manhole covers

15 Katsushika City Museum (Planetarium)

16 Other places within Katsushika Ward (　　　　　　　　　　　)

Ｑ10 Overall, how satisfied were you with your visit to Katsushika Ward?

□１.  Very satisfied □２.  Satisfied □３.  Can't say either way □４.  Dissatisfied □５.  Very dissatisfied

Ｑ11 Do you want to visit Katsushika Ward again in the future?

Spots I'd like to visit

(or like to visit again)

□

□

□

□ □

□ □

□ □

□

□ □

□１.
  Really want to

  visit again

□

Foods (including confectionery) and beverages

(including alcoholic beverages)<<As souvenirs>>

Foods (including confectionery) and beverages

 (including alcoholic beverages)<<For consumption during the trip>>

Spots I know

□

□

□

Shibamata Taishakuten/Taishakuten-Sando

 (The Approach to Taishakuten)

Katsushika Shibamata Tora-San Museum /

Yamada Yoji Museum

Traditional industry tours / experience

 (Edo Kiriko, etc.)

Spots I've

 visited before

□ □

□ □

□２.  Want to visit again  □３.  Can't say either way

□ □

□ □

□ □

□

□ □ □

□ □ □

□ □

□

□４.
Don't really want to

visit again

-2-

□

□ □ □

□

□ □ □

□ □ □

□

□５.  Don't want to visit again
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1. Shibamata Taishakuten/Taishakuten-Sando 2. Katsushika Shibamata Tora-san Museum / 
     (The Approach to Taishakuten)     Yamada Yoji Museum
　　The setting of the film series "Otoko wa tsurai yo" 　　Here, visitors can experience the entire
     (It’s Tough Being a Man)      "Otoko wa tsurai yo" movie world

      Katsushika Shibamata Tora-san Museum ©SHOCHIKU

   Yamada Yoji Museum ©SHOCHIKU

3. Yamamoto-Tei 4. Statue of Ryo-san
　　Modern Japanese-style building that incorporates Western 　　15 bronze statues of characters from the popular station.
     architecture into the Shoin-zukuri style of Japanese      Kochira Katsushika-ku Kameari Koen Mae Hashutsujo 

     residential architecture      Japanese manga series located around JR Kameari 

©OSAMU AKIMOTO，ATELIER BEEDAMA／SHUEISHA

5. Captain Tsubasa statues 6. Yagiri no Watashi
　　8 bronze statues of characters from the "Captain Tsubasa" 　　Currently the only ferry crossing in Tokyo.
    Japanese manga series located in the Yotsugi and 　　 It dates all the way back to the Edo period.
　　Tateishi area - the hometown of Yoichi Takahashi
 　　(author of Captain Tsubasa)

©TAKAHASHI  YOICHI／SHUEISHA

7. Mizumoto Park 8. Horikiri iris garden
　　A rare park in Tokyo with beautiful vast water landscapes. 　　A well-known iris garden; approximately 200 cultivars
　　The 14,000 iris flowers are also a sight to behold! 　  bloom around early- to mid-June.
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9. Tateishi station shopping street 10. Small workshop tours
　　A street full of cheap dining establishments serving 　　Katsushika Ward boasts the 4th most factories 
    delicious cuisine with a taste of the retro     out of the 23 special wards of Tokyo. 

    Showa atmosphere. 　　Many small workshops producing metal, rubber and toy 
    products are located in Katsushika Ward.

11. Traditional industry tours / experience (Edo Kiriko) 12. Public baths
　　Various traditional industrial products of     Old-fashioned public baths remain in the old town areas

　　Katsushika Ward are exhibited and sold.     of Katsushika Ward.

　　Visitors can also experience producing such products     The raised doorkeeper's seats and paintings are colorful 

　  themselves.     relics of the Showa era.

13. Tora-San statue / Sakura statue 14. Monchhichi Park and Monchhichi manhole covers
　　Statues of "Fūten no Tora" and "Miokuru Sakura" 　　A city in which visitors can enjoy Monchhichi through
     have been erected in Shibamata Station plaza     Monchhichi Park and Monchhichi manhole covers.

　　A bus wrapped in a Monchhichi design is also in service.

©Sekiguchi　　
　　　　©SHOCHIKU

15. Katsushika City Museum (Planetarium)
　　A museum full of Katsushika history from ancient times
    to  the Showa area as well as a planetarium
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ヒアリング調査（外国人）【調査票】／留め置きによるアンケート調査（外国人）【調査票】 

（中国語簡体字） 

 

欢迎光临葛饰区

○请本人填写

F１ 性别 □１.男性 □２.女性

F２ 年龄 □１.16岁～19岁 □２.20岁～29岁 □３.30岁～39岁 □４.40岁～49岁

□５.50岁～59岁 □６.60岁～69岁 □７.70岁～79岁 □８.80岁以上

F３ 居住地 □１. 韩国 □２. 中国 □３. 台湾 □４. 香港 □５. 泰国

□６. 新加坡 □７. 澳大利亚 □８. 美国 □９. 其他（国名：　　　　　　　　　）

F４ 同伴 □１.自己一个人 □２.夫妻、伴侣 □３.家人、亲戚

□４.同事、朋友 □５.其他(                          )

F５ 同伴人数 （　　　　　　　　　　　　　）人【含本人】

F６ 旅游目的 □１.观光、休闲 □２.商务 □３.其他（　　　　　　　　　　　　）

F７ 旅行的安排方式 □１.参加了旅行社等策划的团队游

□２.使用了面向个人旅行的、有配好的往返机票（或船票）与住宿等的套餐类产品

□３.分别安排了往返机票（或船票）及住宿等

≪以下是有关这一次访问葛饰区时的问题。≫

Ｑ１ 您访问过几次日本？  (单选)

□１.１次 □２. ２次 □３. ３次 □４. ４～９次 □５. １０次以上

Ｑ２ 您访问过几次葛饰区？　(单选)

□１.１次 □２. ２次 □３. ３次 □４. ４～９次 □５. １０次以上

Ｑ３ 您从哪里获得有关葛饰区的信息？（可多选）

□１.旅游服务中心 □２.旅行社主页 □３.葛饰区观光门户网站

□４.观光协会主页 □５.住宿预约网站 □６.点评类网站（TripAdvisor（猫途鹰）等）

□７.社交网络（Facebook/Twitter/Instagram/微信等）  □８.个人的博客  □９.视频网站（Youtube/土豆网等）

□10.其他网络途径 □11.旅游导览册 □12.观光地、观光设施的小册子

□13.本国的亲戚、熟人 □14.居住在日本的亲戚、熟人 □15.电视节目

□16.报纸 □17.旅游类杂志 □18.其他杂志

□19.其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ４ 访问过葛饰和其他的哪些地方？（有预定计划了吗？）请选择以下答案。（多选题）

【Ｑ７-1　葛饰区内】　

□１.柴又帝释天 参道 □２.阿寅纪念馆、山田洋次博物馆 □３.山本亭 □４.阿两铜像

□５.大空翼铜像 □６.矢切渡船 □７.水元公园 □８.堀切菖蒲园

□９.立石站前商店街 □10.参观町内工厂　□11.参观、体验传统产业（江户切子等） □12.公共浴场“钱汤”

□13.阿寅铜像、樱花铜像 □14.蒙奇奇公园、蒙奇奇窨井盖 □15.乡土与天文博物馆（天文馆）

□16.区内其他地方　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【Ｑ４－２ 东京及其郊区】　

□１.东京晴空塔 □２.东京迪士尼度假区 □３.浅草 □４.上野

□５.秋叶原 □６.新宿 □７.涩谷 □８.台场

□９.六本木、赤坂 □10.东京及其近郊的其他地方　（　　             )

【Ｑ４－３ 東京以外】　请填写具体的观光地等 （例：富士山、日光）

(                                                                           )

Ｑ５ 在葛饰区逗留期间，您认为哪些方面的信息会让逗留变得更方便？（可多选）

□１.住宿设施 □２.交通方式 □３.餐饮饭店 □４.观光设施

□５.当地旅行 □６.活动 □７.特产礼品 □８.购物场所

□９.免费Wi-Fi □10.外币兑换处 □11.可使用外国发行的银行卡的ATM

□12.其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □13. 没有

Ｑ６ 在葛饰区逗留期间，您做了些什么？（可多选）

□１.品尝日本料理 □２.住宿酒店、日式旅馆 □３.街上散步

□４.去公共浴场“钱汤”、泡澡 □５.观赏自然、风景区 □６.访问电影、动画的圣地

□７. 体验日本的历史、传统文化 □８. 其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

-1-
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Ｑ７ 在葛饰区逗留期间，您买了些什么？请从以下选项中选择符合选项。（可多选）

此外，请告知具体的商品名称。

【　例　：　☑　　1.　传统工艺品（江户切子、印传皮革等）　　　（　　　江户切子的玻璃杯　　　　）　】

□ 1. 传统工艺品（江户切子、印传皮革等）　　　　　（ ）

□ 2. （ ）

□ 3. （ ）

□ 4. 电子产品等（包括相机、摄像机、钟表） （ ）

□ 5. 化妆品、香水 （ ）

□ 6. 服装、包、鞋 （ ）

□ 7. 日用杂货 （ ）

□ 8. 宝石、贵金属 （ ）

□ 9. 动漫相关商品 （ ）

□ 10. 其他（包括书籍、DVD等） （ ）

Ｑ８ 您在访问葛饰区时，大概消费了多少钱？【请告知人均的大致消费金额。】

此外，请具体填写吃了什么、去了哪里。

 【金额】 【货币单位】 【具体内容】

1. 交通费 （ ）(（　　　　）

2. 住宿费 （ ）(（　　　　）

3. 餐饮费 （ ）(（　　　　） （ ）【吃了什么】

4. 伴手礼、购物费 ( ）(（　　　　）

5. 门票观览费 （ ）(（　　　　） （ ）【去了哪里】

6. 其他 （ ）(（　　　　） （ ）

Ｑ９ 请从以下选项中选择您知道的葛饰区观光资源。【Ｑ９－1】　（可多选）

其中，您去过哪些地方？【Ｑ９－2】　（可多选）

您想尝试（或想去）哪些地方？【Ｑ９－3】　（可多选）

１.　柴又帝釈天柴又帝释天 参道

２.　寅さん記念館阿寅纪念馆、山田洋次博物馆

３.　山本亭山本亭

４.　両さん像阿两铜像

５.　キャプテン翼像大空翼铜像

６.　矢切の渡し矢切渡船

７.　水元公園水元公园

８.　堀切菖蒲園堀切菖蒲园

９.　立石駅前商店街立石站前商店街

10.　町工場見学参观町内工厂

11.　伝統産業の見学参观,体验传统产业（江户切子等）

12.　銭湯公共浴场“钱汤”

13.　寅さん像阿寅铜像、樱花铜像

14.　モンチッチ公園蒙奇奇公园、蒙奇奇窨井盖

15.　郷土と天文の博物館（プラネタリウム）乡土与天文博物馆（天文馆）

16.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ10 整体而言，您对葛饰区之旅是否满意？

□１.很满意 □２.满意 □３.不置可否 □４.不满意 □５.很不满意

Ｑ11 以后，您想来（或再来）葛饰区吗？

□１.很想来 □２.想来 □３.不置可否 □４.不太想来 □５.不想来

-2-

食品（包括点心类）、饮料（包括酒类）
≪作为伴手礼≫

食品（包括点心类）、饮料（包括酒类）
≪在旅行中品尝≫

□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □

□
□ □ □
□ □ □

知道 去过
想尝试

（或想去）

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □
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1　柴又帝释天 参道 2　阿寅纪念馆、山田洋次博物馆
　　电影《寅次郎的故事》系列作品的舞台 　　在这里，可以全方位接触电影《寅次郎的故事》

中的世界。

　　　葛饰柴又阿寅纪念馆 ©SHOCHIKU

　　　山田洋次博物馆 ©SHOCHIKU

3　山本亭 4　阿两铜像
　融合了西式建筑风格的书院式建筑，现代日式风格建筑 　　JR龟有站附近摆有人气漫画《乌龙派出所》的

　　角色铜像（共15座）

©OSAMU AKIMOTO，ATELIER BEEDAMA／SHUEISHA  

5　大空翼铜像 6　矢切渡船
　　在《足球小将》漫画原作者高桥阳一的老家 　　始于江户时代，现为东京都内唯一的渡船
　　四木立石地区设有漫画角色铜像（8座）

©TAKAHASHI  YOICHI／SHUEISHA　　

7　水元公园 8　堀切菖蒲园　
　　东京都内少见的拥有水乡美景的大型公园。 　　观赏花菖蒲的知名胜地。6月上旬至中旬，可观赏
　　有1万4千株花菖蒲，十分壮观。 　　约200种正当花期的花菖蒲。



28 

 

 

 

9 立石站前商店街 10 参观町内工厂
　　带有昭和的复古气息， 有大量物美价廉的美食店铺。 　　在东京都23区中，葛饰区是工厂聚集区，工厂数

排名第4，在这里，有金属、橡胶、玩具等相关企业。

11 参观、体验传统产业（江户切子等） 12 公共浴场“钱汤”
　　展示并销售葛饰区内各式各样的传统产业商品。   平民街的历史悠久的公共浴室“钱汤”。高高的
　　也可体验制作。 柜台“番台”和油漆画等带来浓浓的昭和色彩。

13 阿寅铜像、樱花铜像 14 蒙奇奇公园、蒙奇奇窨井盖
　　柴又站前广场设立的“疯疯癫癫的阿寅”铜像和 　　拥有蒙奇奇公园和绘有蒙奇奇图案的
　　“送别的樱花”铜像 　　窨井盖的街道，在这里，可以邂逅蒙奇奇。

　　蒙奇奇外观的巴士正在运营中。

©Sekiguchi  
　　　　©SHOCHIKU

15 乡土与天文博物馆（天文馆）
　　展示葛饰区从古代至昭和时代的历史的博物馆。
　　还设有天文馆。
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ヒアリング調査（外国人）【調査票】／留め置きによるアンケート調査（外国人）【調査票】 

（中国語繁体字） 

 

歡迎來到葛飾區

請本人填寫

F１ 性別 □１. 男性 □２. 女性

F２ 年齢 □２. 20幾歲 □３. 30幾歲 □４. 40幾歲 □５. 50幾歲

□６. 60幾歲 □７. 70幾歲 □８. 80歲以上

F３ 居住地 □１. 韓國 □２. 中國 □３. 台灣 □４. 香港 □５. 泰國

□６. 新加坡 □７. 澳大利亞 □８. 美國 □９.其他（國名：　　　　　　　　　　　）

F４ 同伴 □１. 獨自一人 □２. 夫妻、伴侶 　 □３. 家人、親戚

□４. 職場同事、朋友 □５. 其他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

F５ 同伴人數 （　　　　　　　　　　　　　）人　【含本人】

F６ 旅遊目的 □１. 觀光、休閒娛樂 □２. 商務 □３. 其他

F７ 於本次旅遊的安排方式 □１. 參加了旅行社等所規劃的旅遊團

□２. 利用了包含來回機票（船票）與住宿等專為自由行設計的套裝組合

□３. 個別進行了來回機票（船票）與住宿等預約

≪關於本次旅遊的相關事項。≫

Ｑ１ 請問您總共造訪過日本幾次呢？

□１.  1次　 □２.  2次 　 □３.  3次   □４.  4～9次   □５.  10次以上

Ｑ２ 請問您總共造訪過葛飾區幾次呢？

□１.  1次　 □２.  2次 　 □３.  3次   □４.  4～9次   □５.  10次以上

Ｑ３ 請問您是從何處獲得葛飾區的相關資訊呢？（複選）

□１.觀光導覽處 □２.旅行社網站 □３.葛飾區觀光入口網站

□４.觀光協會網站 □５.住宿預約網站 □６.評價網站（TripAdvisor貓途鷹等）

□７.社群網站（Facebook/Twitter/Instagram/微信等） □８.個人部落格  □９.影音網站（YouTube/土豆網等）

□10.其他網路資訊 □11.旅遊書 □12.觀光地、設施的手冊

□13.本國的親戚、熟人 □14.住在日本的親戚、熟人 □15.電視節目

□16.報紙 □17.旅遊雜誌 □18.其他雜誌

□19. 其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ４ 訪問過葛飾和其他的哪些地方？ （有預定計劃了嗎？）請選擇以下答案。 （多選題）

【Ｑ４－１ 葛飾区内】　

□１.柴又帝釋天・參道 □２.阿寅紀念館・山田洋次博物館 □３.山本亭 □４.阿兩銅像

□５.足球小將翼銅像 □６.矢切渡船 □７.水元公園 □８.堀切菖蒲園

□９.立石站前商店街 □10.參觀城鎮工廠 □11.傳統產業（江戸切子等）的參觀和體驗   □12.公共澡堂

□13.阿寅像、櫻花像 □14.夢奇奇公園、夢奇奇水溝蓋 □15.鄉土和天文的博物館（天文館）

□16. 區內其他地點（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【Ｑ４－２ 東京及近郊】　

□１.東京晴空塔 □２.東京迪士尼度假區 □３.淺草 □４.上野

□５.秋葉原 □６.新宿 □７.澀谷 □８.御台場

□９.六本木・赤坂 □10.東京及近郊的其他地點（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【Ｑ４－３ 東京以外】　（例：富士山、日光　）

(                                                                           )

Ｑ５ 請問當您停留於葛飾區時，覺得若是有何種資訊會比較方便呢？（複選）

□１.住宿設施 □２.交通設施 □３.餐飲店 □４.觀光設施

□５.當地遊 □６.活動 □７.伴手禮 □８.購物場所

□９.免費Wi-Fi □10.兌幣所 □11.可以使用國外發行銀行卡的ATM

□12.其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） □13. 沒特別覺得

Ｑ６ 請問當您停留於葛飾區時做了些什麼呢？（複選）

□１.享用日本料理 □２.住宿於飯店、旅館內 □３.漫步於街道

□４.公共澡堂、泡澡 □５.於自然、風景勝地觀光 □６.造訪電影、動畫的相關場所

□７. 體驗日本歷史、傳統文化 □８. 其他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

-1-

□１. 16歲～19歲

参考資料８ 
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Ｑ７ 請問您在葛飾區停留時購買了什麼呢？請從下列選出符合的答案。（複選）

另外，請回答具體的品項。

【　例　：　　☑　　1.　　傳統工藝品（江戸切子、印傳皮革等）　　　（　　　　江戸切子的玻璃杯　　　　　　）　】

□１. 傳統工藝品（江戸切子、印傳皮革等）　　　　　（ ）

□２. （ ）

□３. （ ）

□４. 電器用品等（包含相機、攝影機、鐘錶） （ ）

□５. 美妝品、香水 （ ）

□６. 衣服、包包、鞋子 （ ）

□７. 日用雜貨 （ ）

□８. 寶石、貴重金屬 （ ）

□９. 漫畫、動畫等相關商品 （ ）

□10. 其他（包含書籍、ＤＶＤ等） （ ）

Ｑ８ 請問您於造訪葛飾區時花費的金額是多少呢？【請回答一人份的大致金額。】

另外，請填寫具體的食物、入場地點等項目。

【金額】 【貨幣單位】 【具體項目】

1. 交通費 （ ） （　　　）

2. 住宿費 （ ） （　　　）

3. 餐飲費 （ ） （　　　） （ ） 【吃過的食物】

4. 伴手禮、購物費 （ ） （　　　）

5. 入場觀覽費 （ ） （　　　） （ ） 【入場地點】

6. 其他 （ ） （　　　） （ ）

Ｑ９ 請問下列的葛飾區觀光資源中，您所知道的有哪些呢？【Ｑ9－１】　（複選）

而您去過的地方有哪些呢？【Ｑ9－２】　（複選）

您想嘗試去（或想去）的又有哪些呢？【Ｑ9－３】　（複選）

１.　柴又帝釋天・參道

２.　阿寅紀念館・山田洋次博物館

３.　山本亭

４.　阿兩銅像

５.　足球小將翼銅像

６.　矢切渡船

７.　水元公園

８.　堀切菖蒲園

９.　立石站前商店街

10.　參觀城鎮工廠

12.　公共澡堂

13.　阿寅像、櫻花像

14.　夢奇奇公園、夢奇奇水溝蓋

15.　鄉土和天文的博物館（天文館）

16.　其他（　 )

Ｑ10 請回答您對於造訪葛飾區的整體滿意度。

□１.  非常滿意 □２.  滿意 □３.  兩者皆非 □４.  不滿意 □５.  非常不滿意

Ｑ11 請問您今後是否會想要造訪（再訪）葛飾區呢？

□１.  非常想造訪 □２.  想造訪 □３.  兩者皆非 □４.  不太想造訪 □５.  不想造訪

-2-

11.　傳統產業（江戸切子等）的參觀和體驗

知道 有去過
想嘗試去

（或想去）

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□

□

□ □ □

□ □

□ □ □

□ □

□

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□

□ □

□ □ □

食品（包含點心類）、飲料（包含酒類）

≪伴手禮用≫

食品（包含點心類）、飲料（包含酒類）

≪旅遊中吃用≫

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□

□
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1　柴又帝釋天・參道 2　阿寅紀念館・山田洋次博物館
　　電影『男人真命苦』系列的舞台 　　可以徹底接觸電影『男人真命苦』的世界。

　　　葛飾柴又阿寅紀念館 ©SHOCHIKU

　　　山田洋次博物館 ©SHOCHIKU

3　山本亭 4　阿兩銅像
　　將西洋建築融入了書院樣式中，現代和風的建築物。 　　位於JR龜有站周邊的人氣漫畫《烏龍派出所》

　　角色銅像（１５座）

©OSAMU AKIMOTO，ATELIER BEEDAMA／SHUEISHA     

5　足球小將翼銅像 6　矢切渡船
　　建造於漫畫原作者高橋陽一先生的老家四木・立石地區 　　設置於江戶時代，是目前東京都內唯一的渡船。
　　的角色銅像（８座）

©TAKAHASHI  YOICHI／SHUEISHA　　

7　水元公園 8　堀切菖蒲園　
　　擁有東京都內罕見的美麗水鄉景觀之公園。 　　花菖蒲的名勝。6月上旬至中旬是大約200種
　　１萬４千株的花菖蒲也十分傲人。 　　花菖蒲的最佳觀賞時期。
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9 立石站前商店街　  10 參觀城鎮工廠   　
飄散著昭和復古氛圍，林立著許多便宜又美味的餐飲店。 　葛飾區是東京23區內工廠數量排名第四的聚集地，

　有金屬、橡膠、玩具等企業在此設廠。

11 傳統產業（江戸切子等）的參觀和體驗 　 12 公共澡堂
　　展示及販售葛飾區內各式各樣的傳統產業商品。     自古留存於城鎮中的「公共澡堂（錢湯）」。
　　還能進行體驗製作。     殘留著接應櫃檯和油漆畫等濃烈的昭和色彩。

13 阿寅像、櫻花像 14 夢奇奇公園、夢奇奇水溝蓋
　　設置於柴又站前廣場的「瘋癲的阿寅」銅像 　　可以觀賞夢奇奇公園與設計有夢奇奇的水溝蓋
　　和「目送阿寅離去的櫻花」銅像 　　能與夢奇奇相遇的歡樂城鎮。

　　還有夢奇奇的裝飾巴士運行其中。

©Sekiguchi  　
　　　　©SHOCHIKU

15 鄉土和天文的博物館（天文館）
　　展示了由古代至昭和為止的葛飾歷史的博物館，
　　同時設有天文館。
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ヒアリング調査（外国人）【調査票】／留め置きによるアンケート調査（外国人）【調査票】 

（韓国語） 

 

카츠시카구에 어서 오세요

○당신 자신에 대해 답해 주십시오.

F１ 성별 □１. 남성 □２. 여성

F２ 연령 □１. 16세～19세 □２. 20대 □３. 30대 □４. 40대 □５. 50대

□６. 60대 □７. 70대 □８. 80세 이상

F３ 거주지 □１. 한국 □２. 중국 □３. 대만 □４. 홍콩 □５. 태국

□６. 싱가폴 □７. 호주 □８. 미국 □９. 기타　(국명：　　　　　　　　　)

F４ 동행 인원 □１. 나 혼자서 □２. 부부ㆍ파트너 □３. 가족ㆍ친척

□４. 직장동료ㆍ친구 □５. 기타　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

F５ 동행인수 (　　　　　　　　　　　　　)인　【자신 포함】

F６ 여행 목적 □１. 관광ㆍ레저 □２. 비즈니스 □３. 기타　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

F７ 여행형태 □１. 여행사 등이 기획한 단체투어에 참가했다

□２. 왕복 항공(선박) 티켓과 숙박 등이 세트로 포함된 개인여행용 패키지 상품을 이용했다

□３. 왕복 항공(선박) 티켓과 숙박 등을 개별적으로 준비했다

≪이번 여행에 대해 질문합니다.≫

Q１ 귀하는 일본을 몇 번 방문하셨습니까?

□１.  １회 □２.  ２회 □３.  ３회 □４.  ４～９회 □５.  １０회 이상

Ｑ２ 귀하는 가쓰시카구에 몇 번 방문하셨습니까?

□１.  １회 □２.  ２회 □３.  ３회 □４.  ４～９회 □５.  １０회 이상

Q３ 가쓰시카구에 관한 정보는 어디에서 얻으셨습니까? (복수선택 가능)

□１. 관광안내소 □２. 여행사 홈페이지 □３. 가쓰시카구 관광 포털사이트

□４. 관광협회 홈페이지 □５.  숙박 예약사이트 □６. 리뷰사이트(트립어드바이저 등)

□７. SNS(Facebook /Twitter /Instagram /카카오스토리 등)　□８. 개인 블로그　　□９. 동영상 사이트(YouTube /네이버TV 등)

□10. 기타 인터넷 □11. 여행가이드북 □12. 관광지ㆍ시설의 팸플릿

□13. 자국의 친척ㆍ지인 □14. 일본에 거주하는 친척ㆍ지인　□15. TV 프로그램

□16. 신문 □17. 여행 전문잡지 □18. 기타 잡지

□19.기타 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

Ｑ４ 이번 여행에서 방문한 곳 (방문하려는 곳)를 가르쳐주세요.(복수선택 가능)

【Ｑ４－１ 카츠 시카 구내】

□１.　시바마타타이샤쿠텐ㆍ참배길 □２.　도라상 기념관ㆍ야마다 요지 박물관 □３.　야마모토테이

□４.　료상 동상 □５.　캡틴 츠바사 동상 □６.　야기리의 나룻배

□７.　미즈모토 공원 □８.　호리키리 창포원 □９.　다테이시역 앞 상점가

□10.　마을공장 견학 □11.　전통산업(에도키리코 유리공예 등)의 견학ㆍ체험

□12.　대중목욕탕 □13. 도라상 동상ㆍ사쿠라 동상 □14.  몬치치 공원ㆍ몬치치 맨홀

□15. 향토와 천문 박물관(플라네타륨) □16. 구내의 기타 장소 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【Ｑ４－２ 도쿄 및 근교】

□１.　도쿄 스카이트리 □２.　도쿄디즈니리조트 □３.　아사쿠사 □４.　우에노

□５.　아키하바라 □６.　신주쿠 □７.　시부야 □８.　오다이바

□９.　롯폰기ㆍ아카사카 □10.도쿄와 그 근교의 기타 장소 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【Ｑ４－３ 도쿄 이외】　구체적인 관광지 등을 기재해 주십시오. (예: 후지산, 닛코)

(                                                                           )

Ｑ５ 가쓰시카구 체재 중에 어떤 정보가 있으면 편리하다고 생각하셨습니까? (복수선택 가능)

□１.　숙박시설 □２.　교통수단 □３.　음식점 □４.　현지 투어

□５.　현지의 여행 □６.　이벤트 □７.　기념품 □８.　쇼핑 장소

□９.　무료 Wi-Fi □10.　환전소 □11.　해외 발행 카드를 사용할 수 있는 ATM

□12.　기타 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □13.  딱히 없음

Ｑ６ 가쓰시카구 체재 중에 무엇을 하셨습니까? (복수선택 가능)

□１.  일본요리 즐기기 □２.  호텔ㆍ전통여관에 숙박 □３.  거리산책

□４.  대중목욕탕ㆍ입욕 □５.  자연ㆍ경승지 관광 □６.  영화ㆍ애니메이션 관련 지역을 방문

□７.  일본의 역사ㆍ전통문화 체험 □８.  기타 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

-1-
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Ｑ７ 가쓰시카구 체재 중에 무엇을 구매하셨습니까? 아래에서 선택해 주십시오. (복수선택 가능)

또, 구체적인 품목을 답해 주십시오. 

【　예　：　　☑　　1.　전통공예품(에도키리코,  인덴 등)　　　（　　　　에도키리코 유리잔　　　　　　）　】

□１. 전통공예품(에도키리코, 인덴 등) （ ）

□２. （ ）

□３. （ ）

□４. 전자제품 등(카메라ㆍ비디오카메라ㆍ시계 포함) （ ）

□５. 화장품ㆍ향수 （ ）

□６. 의류품ㆍ가방ㆍ신발 （ ）

□７. 일용잡화 （ ）

□８. 보석ㆍ귀금속 （ ）

□９. 만화ㆍ애니메이션 등 관련 상품 （ ）

□１０.기타(서적, DVD 등을 포함) （ ）

Q８ 가쓰시카구를 방문하는 동안 사용하신 금액은 얼마입니까? 【한 사람당의 대략적인 금액을 알려 주십시오.】

또, 구체적으로 드신 것, 입장하신 곳을 기재해 주십시오.

【금액】 【화폐단위】 【구체적인 품목】

1. 교통비 （ ） （　　　　）

2. 숙박비 （ ） （　　　　）

3. 음식비 （ ） （　　　　） （ ） 【드신 것】

4. 기념품ㆍ쇼핑 비용 （ ） （　　　　）

5. 입장 관람 비용 （ ） （　　　　） （ ） 【입장 장소】

6. 기타 （ ） （　　　　） （ ）

Ｑ９ 아래 가쓰시카구의 관광자원 중에서 알고 계시는 것은 어느 것입니까? 【Q9-1】 (복수선택 가능)

가본 적이 있는 곳은 어디입니까? 【Q9-2】 (복수선택 가능)

가보고 싶은(다시 가고 싶은) 곳은 어디입니까? 【Q9-3】 (복수선택 가능)

1.시바마타타이샤쿠텐ㆍ참배길

2.도라상 기념관ㆍ야마다 요지 박물관

3.야마모토테이

4.료상 동상

5.캡틴 츠바사 동상

6.야기리의 나룻배

7.미즈모토 공원

8.호리키리 창포원

9.다테이시역 앞 상점가

10.마을공장 견학

12.대중목욕탕

13.도라상 동상ㆍ사쿠라 동상

14.몬치치 공원ㆍ몬치치 맨홀

15.향토와 천문 박물관(플라네타륨)

16.기타 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ10 가쓰시카구 방문 전체를 통틀어 만족도를 답해 주십시오.

□１.  매우 만족 □２.  만족 □３.  어느 쪽이라고 말할 수 없다 □４.  불만 □５.  매우 불만

Ｑ11 앞으로, 가쓰시카구를 방문(재방문)하고 싶다고 생각하십니까?

□１.  매우 방문하고 싶다 □２.  방문하고 싶다 □３.  어느 쪽이라고 말할 수 없다

□４.  별로 방문하고 싶지 않다 □５.  방문하고 싶지 않다

-2-

□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □

□ □
□ □ □

□ □ □

11.전통산업(에도키리코 유리공예 등)의 견

학ㆍ체험

식료품(과자류 포함), 음료(주류 포함)

≪기념선물용≫

식료품(과자류 포함), 음료(주류 포함)

≪여행 중 소비용≫

알고 있다 간 적이 있다
가보고 싶다

（다시 가고 싶다）

□ □ □
□ □ □
□
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1　시바마타타이샤쿠텐ㆍ참배길 2　도라상 기념관ㆍ야마다 요지 박물관
　　영화 『남자는 괴로워』 시리즈의 무대 　　영화 『남자는 괴로워』 세계의 흔적을 두루두루

　　접할 수 있다.

　　　가쓰시카 시바마타 도라상 기념관 ©SHOCHIKU

　　　야마다 요지 박물관 ©SHOCHIKU

3　야마모토테이 4　료상 동상
　　서원양식으로 서양건축을 도입한 근대 일본풍 건축물 　　JR 가메아리역 주변에 있는 인기만화

　　「여기는 잘나가는 파출소」 캐릭터 동상 (15개)

©OSAMU AKIMOTO，ATELIER BEEDAMA／SHUEISHA  

5　캡틴 츠바사 동상 6　야기리의 나룻배
　　만화의 원작자 다카하시 요이치 씨의 출신지, 　　현재 도쿄에서 유일한 에도시대에 만들어진 나룻배
　　요쓰기・다테이시 지구에 설치된 캐릭터 동상 (8개)

©TAKAHASHI  YOICHI／SHUEISHA　

7　미즈모토 공원 8　호리키리 창포원
도쿄에서는 흔치 않은 물의 경관이 아름다운 광대한 공원. 　　창포꽃의 명소. 6월 상순부터 중순에 걸쳐 약 200종의
１만 4천 그루의 창포꽃도 장관을 이룬다 　　창포꽃이 절정을 이룬다.
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9 다테이시역 앞 상점가 10 마을공장 견학
　　쇼와시대의 복고적인 분위기가 흐르고, 싸고 맛있는    가쓰시카구는 23구 내에서 4번째로 많은 공장 수를
음식점이    자랑하는 곳으로 금속, 고무, 장난감 등의 기업이 입지.

11 전통산업(에도키리코 유리공예 등)의 견학ㆍ체험 12 대중목욕탕
    가쓰시카구 내의 다양한 전통산업품을 전시ㆍ판매. 옛 상업지역에 남아있는 옛날 그대로의 「대중목욕탕」.
    제작체험도 할 수 있다. 카운터나 페인트로 그린 벽화 등, 쇼와시대의 흔적이

짙게 남아있다.

13 도라상 동상ㆍ사쿠라 동상 14 몬치치 공원ㆍ몬치치 맨홀
　　시바마타역 앞 광장에 세워진 「떠돌이 도라상」 동상과 　　몬치치 공원과 몬치치 캐릭터가 디자인된
　　「배웅하는 사쿠라」 동상 　　맨홀을 구경하며 몬치치를 만날 수 있는 곳.

　　몬치치로 장식한 버스도 운행 중.

©Sekiguchi　　　　
　　　　©SHOCHIKU

15 향토와 천문 박물관(플라네타륨)
   고대부터 쇼와시대까지 가쓰시카의 역사를 알 수 있는
   박물관과 플라네타륨(천체투영관)이 병설되어 있다.
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