
戦後昭和期観光パンフレット 1 三重県 

  古書店で購入した観光パンフレットのうち、これは三重県のものである。発行年は明らか

にしないが、行事などから類推できるものはそれを付記した。大きさは、縦×横、単位 cm 

である。 

 

 

観光パンフ三重県１ 『みどりを歩く』 近畿日本鉄道 13.5×58.8  三つ折り（写真は表紙と裏表紙見開き

折り込みサイズ 13.5×19.6） 

「花にしようか 山にしようか」「これこそは ゴールデン スポット」「みどりを歩く」「平和

のための防衛博」会場あやめ池 5 月 31 日まで」「よい子の月世界探検フェア 会場養老公園 

5 月 25 日まで」「伊勢参宮博 会場倉田山 5 月 7 日まで」。なお「平和のための防衛大博覧

会」は昭和 33 年 3 月〜5 月、お伊勢大博覧会は昭和２９（１９５４）年３月３１日から５

月３１日まで。 

 

 

観光パンフ三重県 2 『御在所ロープ―ウエイ』御在所ロープーウエイ   18.6×26.5 二つ折り（写         

真は表紙と裏表紙見開き一部折り込み 折り込みサイズ 18.6×10.96） 

「御在所ロープーウエイ直営 山上駅食堂」「三重県御在所ユースホステル」「御在所ロープ

ーウエイ施設の概要」「御在所山上公園計画の概要」「時間表」 



 

観光パンフ三重県 3 『真珠と海女の島 ミキモトパールアイランド』18.5×27.3 三つ折り（写真は表紙と

中頁と裏表紙見開き 折り込みサイズ 18.5×9.1 

「御木本幸吉記念館」「海女スタンド」「ミキモト パール ミュージアム」「パールホール」

「自由の鐘」「御木本真珠島」「御木本幸吉と養殖真珠」「真珠の生まれるまで」 

 

 

観光パンフ三重県 3-2 『真珠と海女の島 ミキモトパールアイランド』18.5×27.3 三つ折り（写真は表紙

と中頁と裏表紙見開き 折り込みサイズ 18.5×9.1  3 におなじ 

「御木本幸吉記念館」「海女スタンド」「ミキモト パール ミュージアム」「パールホール」

「自由の鐘」「御木本真珠島」「御木本幸吉と養殖真珠」「真珠の生まれるまで」 

 



 
観光パンフ三重県 4 『ミキモト真珠ケ島』案内図 13.2×18.8 

「案内図」「養殖真珠とは」「養殖の方法」「海女のはなし」 

 

 

観光パンフ三重県 5『イルカ島海洋遊園地』イルカ島海洋遊園地 38.0×21.0 四つ折り（写真は表紙など四

つ折り見開き 折り込みサイズ 9.5×21.0）  

「海女とイルカの共演」「イルカのはなし」「海洋館」「真珠のふるさと 英虞湾観光島めぐり」

「大阪・名古屋方面と…鳥羽イルカ島を結ぶ時刻表」「イルカ島 海洋遊園地施設」 



 

観光パンフ三重県 6『三重大学概要 1961』三重大学 1961 年 38.0×52.8 ８つ折り（折り込みサイズ 19×

13.2） 

「沿革略」「事務機構」「卒業生および修了生数」「学生数」「学部および学科の組織」など 

 

 

観光パンフ三重県 6-2『三重大学概要 1962 三重大学 1962 年 38.0×52.8 ８つ折り（折り込みサイズ 19

×13.2） 

「沿革略」「事務機構」「卒業生および修了生数」「学生数」「学部および学科の組織」など 



 

観光パンフ三重県 6-3 『三重大学概要 1971』三重大学 1971 年 36.6×51.0 ８つ折り（折り込みサイズ 

12.2×17.0） 

「沿革略」「事務機構」「卒業生および修了生数」「学生数」「学部および学科の組織」など 

 

 

観光パンフ三重県 7『伊勢志摩』三重交通 18.5×51.6 三つ折り（折り込みサイズ 18.5×17.2） 

「伊勢志摩国立公園 探勝のしおり」「伊勢神宮」「英虞湾」「海女」「二見」「伊勢志摩国立公

園というところ」など。 

 

 

 

 

 



 

観光パンフ三重県 7-2『伊勢志摩』三重交通 18.5×51.6 三つ折り（折り込みサイズ 18.5×17.2）。6 と同

じ 

「伊勢志摩国立公園 探勝のしおり」「伊勢神宮」「英虞湾」「海女」「二見」「伊勢志摩国立公

園というところ」など。 

 

 

観光パンフ三重県８『三重県観光案内図』三重県 三重県観光連盟 八つ折り 38.2×52.8（折り込みサイズ

19.1×13.2 

裏一面「三重県観光案内地図」、「水郷県立公園とその近傍」「香肌峡県立公園とその近傍」

「三重県観光連盟推薦観光みやげ」「三重県観光モデルコース」など 



 

観光パンフ三重県 8-2『三重県観光案内図』三重県 三重県観光連盟 八つ折り 38.2×52.8（折り込みサイズ

19.1×13.2 

裏一面「三重県観光案内地図」、「水郷県立公園とその近傍」「香肌峡県立公園とその近傍」

「三重県観光連盟推薦観光みやげ」「三重県観光カレンダー」など 

 

 

 

観光パンフ三重県 9『おわせ節』尾鷲市 19.2×26.4 （写真は見開き 折り込みサイズ 19.2×13,2 

「民謡尾鷲節」（楽譜歌詞）、振付図 



 

観光パンフ三重県 10『富士五湖巡りと熱海（泊）』三重観光株式会社 25.5×18.0 

「観光バスに依る 2 泊３日の豪華旅行」 

 

       

観光パンフ三重県 11『国立公園 伊勢志摩』三重交通 17.6×38.1 三つ折り （折り込みサイズ 17.6×12.7 

「伊勢志摩の概観」「鳥羽市」「伊勢市」「賢島」など 

 



 

観光パンフ三重県 12『国立公園 伊勢志摩』伊勢志摩国立公園協会 ８p 18.0×13.0 

「伊勢神宮」「伊勢市」「二見の浦」「鳥羽湾」地図など 

 

 

 

観光パンフ三重県 13『松茸狩御案内 松茸の名所 中津原山』水谷春 二つ折り 17.0×24.8（写真は見開き 

折り込みサイズ 17.0×12.4） 

「山開 10 月 10 日より 静かで見晴らしのよい北伊勢随一の質と香りが自慢の中津原山へ」 

 

 

 

 

 



 

観光パンフ三重県 14『松茸狩御案内 松茸の名所 鳥取山』岩田藤助 二つ折り 17.6×23.6（折り込みサイ

ズ 17.6×11.8） 

「秋の行楽シーズン来る 鳥取山の松茸狩へ！松茸の名所北伊勢随一の鳥取山へ」 

 

 

観光パンフ三重県 15『文部省指定 鳥羽水族館』近畿日本ツーリスト 二つ折り 18.6×26.6 

（折り込み 12.0×13.3） 

「TOBA AQUARIUM」「大型円形水槽」「海洋博物館」 



 

観光パンフ三重県 16 『伊勢志摩国立公園 鳥羽湾、英虞湾、的矢湾、五ケ所湾』四つ折り 17.5×36.2（写

真は見開き 17.5×9.1） 

「伊勢志摩国立公園」「鳥羽湾観光船普通運賃表」「イルカ島海洋遊園地施設」など 

 

 

観光パンフ三重県 17『日本のモートピア！立体的モータースポーツランド 鈴鹿サーキットご案内』四つ

折り 17.7×31.6（写真は見開き折り込みサイズ 17.7×7.9） 

「鈴鹿サーキット場内ご案内」（城内地図）、「科学が生んだお伽の国」 

 

 

 

 



 

 

観光パンフ三重県 18『萬古焼』 四つ折り 18.8×26.0（折り込みサイズ 18.8×9.2） 

「万古焼の系図」「万古工業地帯」「萬古神社」「トンネル窯」（製陶所名簿）など 

 

 

観光パンフ三重県 19『伊勢志摩国立公園 鳥羽』鳥羽市/鳥羽上皇観光協会 三つ折り 20.0×37.6 （見開き

写真 折り込みサイズ 20.0×12.6） 

「海女と真珠のふるさと鳥羽湾／お伊勢さんからわずか２０分の鳥羽湾…」「御木本真珠ケ

島」「鳥羽水族館」「お宿の御案内」など 

 



 

観光パンフ三重県 20『御在所ロープーウエイの栞』御在所ロープーウエイ株式会社 三つ折り 18.7×26.4 

（写真は見開き 折り込むサイズ 18.7×8.8） 

「電車・バス時刻表」「運賃表」など 

 

 

観光パンフ三重県 21『世界一御在所ロープーウエイ 三重県湯の山温泉』二つ折り 18.3×26.0 （折り込み

サイズ 18.3×14.0） 

「安全！スリル！快適！」「御在所ロープーウエイの概要」ほか 

 



 

観光パンフ三重県 22『三重のトリップ』三重県観光連盟 （13P）9.6×13.2  

（四季）、「伊勢志摩国立公園地区」「吉野熊野国立公園・尾鷲地区」「伊勢の海県立公園地区」

など、「釣場案内」「ヒュッテとバンガローとテント」「三重県観光連盟推薦観光みやげ品」 

 

 

観光パンフ三重県 23『観光の三重』三重県観光連盟 25.7×37.8（折り込みサイズ 18.6×12.6） 

「多度大社」「湯の山温泉」「青山高原と榊原温泉」「赤目四十八滝と香落徯」「上野市」「松

坂市」 

 



 

観光パンフ三重県 24『観光と産業道路 四日市－草津間 8 月 1 日運転開始』三重交通 二つ折り 17.8×24.8

（写真は見開き 折り込みサイズ 17.8×12.4） 

「運転時刻表」「主要運賃表」 

 

 

観光パンフ三重県 25『亀山音頭 亀山小歌』亀山市教育委員会 二つ折り 9.6×34.2（折り込みサイズ 9.6

×17.1） 

「亀山音頭」「亀山小歌」歌詞、「亀山民謡発表会」 

 

 

 

 



 

観光パンフ三重県 26『三岐沿線』三岐鉄道 藤原家隆観光協会 四つ折り 22×38（折り込みサイズ 22×9.5） 

「三岐沿線略図」「藤原岳を中心として」「聖宝寺庭園」「照光寺」「大日堂五百羅漢」など 

 

 

観光パンフ三重県 27『美しい滝と孝子の伝説 養老』養老町・養老町観光協会（写真は見開き）二つ折り

26.1×18.6（折り込むサイズ 26.1×9.3） 

「養老 国鉄・私鉄周遊券指定地 岐阜県立公園」「養老の旅館一覧」「養老の名産品」など 

 



 
観光パンフ三重県 28『'64 夏のリクリュエーション』三重県・三重県観光協会 16 ページ折（見開き 52.7

×37.5） 折り込みサイズ 23.7×19.0 

裏一面「三重県のキャンプ場・海水浴場」「伊勢志摩周遊ドライブバス」 

 

 

観光パンフ三重県 29『青山高原と鈴鹿の山々』近畿日本鉄道 （写真は三つ折り） 四つ折りサイズ 36.6×

26.2 （折り込みサイズ 18.3×12.1） 

裏一面地図「鈴鹿の山々と湯の山温泉」、「青山高原と榊原温泉」 

 



 

観光パンフ三重県 30『観光バスの旅』三重交通名古屋支社 写真は見開き 三つ折り 21.6×29.8 （折り込

みサイズ 21.6×10.0 

裏一面地図「主要観光案内」（範囲は三重県・奈良県・京都府・滋賀県・愛知県・静岡県・

岐阜県）、「（月別）旅行メモ」 

 

 

観光パンフ三重県 31『観光三重』三重県観光連盟 二つ折り 25.2×17.7 折り込みサイズ 1２.6×17.7  

春夏秋冬の観光地・レジャー、「日帰りコース」「一泊コース」「三重観光略図」 

 



 
観光パンフ三重県 32『南紀の旅』三重交通 四つ折り 41.2×20.5 （折り込みサイズ 10.3×20.5） 

「吉野熊野国立公園案内図」「京阪神←→南紀白浜最も便利な直通貸切バスコース」「瀞峡」

「七里御浜」など 

 

 

観光パンフ三重県 33『伊勢と熊野』伊勢熊野観光連絡協議会 八つ折り 37.4×57.2（折り込みサイズ 18.8

×13.0 

裏一面「伊勢と熊野観光案内図」、「熊野市」「新宮市」「那智勝浦町」など 

 



 

観光パンフ三重県 34『四日市市』四日市市商工水産課 四つ折り 19.0×58.4 （折り込みサイズ 19.0×14.6） 

「商店街」「宮妻峡」「行事」「文化財」「映画館」「四日市市交通の案内」など 

 

 

観光パンフ三重県 35『坂部温泉』 初乃湯 二つ折り 12.7×26.0（折り込みサイズ 12.7×13.0） 

「小山に囲まれた 静かな坂部温泉郷へ」「観光坂部温泉の栞」 

 

 

 



 

観光パンフ三重県 36『二見浦 政府登録 国際観光旅館 二見館』（写真は見開き）四つ折り 19.0×31.0（折

り込みサイズ 19.0×31.0） 

「二見ケ浦よりの觀光伊勢志摩」「二見の浦より伊勢志摩国立公園観光ルート」「国鉄上り」

「国鉄下り」「近畿日本鉄道宇治山田駅発時刻表」など 

 

 
観光パンフ三重県 37『うた乃栞』伊勢の津 料理割烹聴潮館 三つ折り 13.0×36.2（折り込みサイズ 13.0×

12.4） 

「伊勢津小唄」「伊勢音頭」「桑名の殿さん」「尾鷲節」「木本節」「松坂音頭」「伊賀上野小唄」

「四日市小唄」「名張小唄」「鈴鹿馬子唄」「串本節」 



 

観光パンフ三重県 38『鈴鹿県立公園 宮妻峡ヒュッテ バンガロー・テント村』四日市市 宮妻観光協会 四

つ折り 17.6×34.0 （折り込みサイズ 17.6×8.5） 

「宮妻峡附近見取図」、「ハイキングコース」、「ヒュッテ見取図」、「交通案内」など 

 

 

観光パンフ三重県 39『伊勢志摩ビーチランド』ホテル南欧荘 二つ折り 21.2×30.0（折り込みサイズ 11.2

×30.0） 

「伊勢神宮 20 分 スカイライン 20 分 ビーチランド 5 分 二見浦 

 



 

観光パンフ三重県 40『伊勢志摩国立公園 鳥羽観光旅館 玉㐂』二つ折り 21・４×19.4（折り込みサイズ 

21.4×9.7 

「ごあいさつ」「当館の特色」「釣り船料金」「観光コース」、「宿泊料金」、館内の写真など 

 

 

観光パンフ三重県 41『奥一志峡県立公園』魚九 （写真は見開き）八つ折り（30.2×42.0） 

折り込みサイズ 21.6×10.7 

「客室の一部」「ホームバー」など、「奥一志峡県立公園略図」「北畠氏館跡庭園」「北畠神社」

「若宮八幡神社」 

 

 

 



 

観光パンフ三重県 42『鳥羽国際観光旅館和光』（写真は一部見開き）四つ折り サイズ 22.0×36.8（折り込

みサイズ 22.0×9.1 

「御挨拶」「宿泊料金」、鳥羽観光御案内」「鳥羽水族館」など 

 

 

観光パンフ三重県 43『伊勢志摩国立公園 鳥羽温泉 錦浦館』30.0×42.5（折り込みサイズ 10.0×25.8 

「錦浦館のごあんない」「伊勢志摩国立公園案内図』「伊勢志摩国立公園・交通ごあんない」 



 

観光パンフ三重県 44『榊原温泉 ホテルやまと』（写真は見開き）四つ折り 39.0×26.5 折り込みサイズ 29.8

×26.5  

「営業御案内「玄関ロビー」「談話室」「大浴場」など 

 

 

観光パンフ三重県 45『国立公園二見浦 二見館』写真は見開き 三つ折り 23.5×35.6（折り込みサイズ 23.5

×12.2  

「二見館 別館賓日館」「その伊勢の海の二見の浦二度世にも出でばや（謡曲「松風」より）

「施設の概要」「御料金」「観光案内 二見浦 下宮 内宮 鳥羽」 

 

 

 

 

 

 



 

 

観光パンフ三重県 46『観光の南紀』三重交通 四つ折り 17.8×8.1（写真は裏表 折り込みサイズ 17.8×2.7） 

「沿線の観光地案内 新宮 獅子岩 那智山 勝浦温泉 湯川温泉 七里御浜 鬼ケ城 花の窟 

七色峡 瀞峡 

 

 

観光パンフ三重県 47『養老 多度』近畿日本鉄道 四つ折り 17.3×36.8 （折り込みサイズ 17.3×9.2 

「養老公園案内図」「養老公園」「多度案内図」「多度大社・多度まつり 八壺渓・みそぎの滝」 

 

 

 

 

 



 

観光パンフ三重県 48『國立公園・志摩の処女地 御座・白浜海岸へ 大阪・名古屋から四時間」玉川旅館二

つ折り 18.6×26.8（折り込みサイズ 18.6×13.4） 

「伊勢志摩國立公園観光図」「白浜海水浴場」「金毘羅山」「爪切不動尊」「石仏地蔵」「お泊

りは感じのよい玉川旅館へ（御座海岸）」 

 

 

 

 

 

 

 


