ご 利用案内

User’s guide

資料の閲覧以外のご利用は
ご遠慮ください（見学・取材は除く）

開館日

月曜日から金曜日
10：30 ～17：00

する学術研究機関の指定を受けました。

UNWTO（国連世界観光機関）
寄託図書館
UNWTO Depository Library

2017年 3月、UNWTO
（ World Tourism Organization）の寄
託図書館に認定されました。UNWTO の刊行物を広く公開
しています。

旅の図書館のあゆみ

白黒 20円

カラー 50円

※原則、郵送サービスは
行っておりません。

所在地・問い合わせ先
〒107-0062
東京都港区南青山2-7-29

Opening hours
10:30～17:00 Monday through Friday

Closed days

日本交通公社ビル
TEL：03-5770-8380
MAIL：tabitosho_info @jtb.or.jp

Saturdays, Sundays and national holidays,
the fourth Wednesday of every month,
New Year holidays,
Please note: The library may be closed
occasionally due to symposiums and other events.

アクセス

Admission fee

東京メトロ銀座線、半蔵門線、
都営大江戸線「青山一丁目」
5 番出口から徒歩 3分

Free

Service

You may use your own laptop.
Library materials are not available for loan.

History of the Library

● 1978 より文化的、専門的な旅行や
観光に関する情報を提供するため
「観光文化資料館」を開設

交番

（東京駅八重洲北口第一鉃鋼ビル1階）

（ 2015 年10月～2016 年9月）

● 2016 研究本部とともに港区南青山へ移転、
「観光の研究や実務に役立つ図書館」として
リニューアル開館（10月）
● 2017 UNWTO（国連世界観光機関）
の
寄託図書館に認定
● 2018 開設40周年

東京
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渋谷
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ロ半
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赤坂

青山
ツインビル

戸線
大江
都営

● 1996 第一 鉃 鋼ビル1階から
第二鉃 鋼ビル地下1階へ移転
● 1999 「旅の図書館｣ へ名称を変更
● 2012 八重洲ダイビル地下1階に移転
● 2015 移転準備のため一時閉館

赤坂御所

目駅
一丁
青山

線
蔵門

コンビニエンス
ストア

研究部門との一体的な運営により、専門性の高い資料の

ホームページ
https://www.
jtb.or.jp/library/

作成：2021年 3月

観光は

2016 年文部科学省から科学研究費補助金取扱規程に規定

□ ご利用の際は
1F受付カウンターにて
入館の手続きをお願いします。
□ 身分証明書をご持参ください。

旅行・観光をテーマとした専門図書館です。

それ自体が

行・観光の調査研究機関へ。

ご利用方法

旅の図書館は、公益財団法人日本交通公社が運営する

収集や情報サービスの提供、交流の場の創出を通して、

館内にコピー機がございます。
著作権法に定められた範囲で
ご利用いただけます。

無料

目的として1912年設立）を前身とし、1945年財団法人日本

喫煙禁止

複写

入館料

交通公社に改称。1963年営業部門（現 ㈱ JTB）を分離後、旅

電話は所定の
場所のみ可

パソコンの持ち込みが可能です。
図書・資料の館外貸出は
行っておりません。

※上記以外の臨時休館の
お知らせはHPをご覧ください。

ジャパン・ツーリスト・ビューロー（外国人観光客誘致を

撮影禁止

利用者サービス

土曜日・日曜日・祝日、
毎月第 4 水曜日、年末年始

Japan Travel Bureau Foundation（ JTBF）

お食事は不可、
フタ付き飲物可

文化である

休館日

公益財団法人 日本交通公社

観光の研究や実務に役立つ
専門図書館

お願い（利用ルール）

観光の研究・実務に関わる方や
学生をはじめ、
どなたでもご利用いただけます。

〝観光に関わる人と情報をつなぐ 図書館を目指しています。

A special library for research in tourism
The library is operated by Japan Travel Bureau Foundation,
and mainly focuses on travel and tourism.
By operating the library in cooperation with research departments,
we aim to collect highly specialized materials, provide information services,
and create opportunities for interaction.

ようこそ、奥深い旅・観光の世界へ

館内のご案内

Floor Guide

ガーデンラウンジ

1F

Garden lounge

様々な文献から、
観光政策や観光地づくりのヒントを見つけてください

旅の情報

ライブラリープラザ

Library Plaza

主な蔵書

Collections

観光研究資料

Travel information

Books on tourism research

正面玄関

蔵書検索

Main Entrance

Online Publie
access catalog

B1Fご利用口

図書紹介

Entrance/Exit to B1F

1F

T 分類された研究者、実務者向けの
専門資料。地域研究資料は国別、都
道府県別に排架しています。

Book introduction
corner

観光統計資料

雑誌

申

Statistics, White Papers

Magazines

国内外の主要観光統計、都道府県観

光統計をはじめ、旅行業、運輸・交通、
宿泊、観光施設などの各種統計・白

非常口

書・年鑑を揃えています。

Emergency exit

エントランス
ギャラリー

（公財）日本交通公社（JTBF）

EV

Entrance gallery

の研究活動や旅行・観光に関
する情報発信フロア。当財団

の刊行物・出版物や新着図書、

貴重書ギャラリー
Rare book gallery

ステージ

受付カウンター

Stairs bookshelves

Reception desk

オススメ本、ガイドブックな
どの国内外の旅行情報、雑誌
などがあります。

This floor provides the results of JTBF's
research activities and information on
travel and tourism.
Publications of JTBF,recommended books,
new arrival books, travel guidebooks
for domestic and overseas countries,
magazines.

古書・貴重書

申

Rare Books

主に戦前のわが国の観光政策や観光

事業、観光地事情、旅行案内等に関
する貴重資料があります。

『ツーリスト』・
『旅』

申

（デジタルコレクション）

“Tourist” “Tabi” (Digital Collection)

貴重書

B1F

Rare books

蔵書分 類

メインライブラリー

ジャパン・ツーリスト・ビューロー
Main Library

蔵。専用ＰＣにてすべての記事がデ
ジタルデータで閲覧できます。

Counter

B01- 52

観 光 分 野の専門性や蔵 書
の特徴に対応するため、2 つ
の独自分 類を含む 3 つの分
類方法によって、蔵書の管理
を行っています。
蔵書は、当館ＨＰや館内の専
用ＰＣより検索が可能です。
観光研究資料

（T分類）T＝Tourism

T0 観光原論・概論

コレクション資料・
基礎文献

社史

Collection materials and
basic literatures

旅行会社や交通事業者、ホテルなど観

Company Histories

光関連企業・組織の社史があります。

EV

UNWTO刊行物
特徴的コレクション資料

基礎文献（NDC分類）

F0 JTBF 関係資料

0

総記

（F分類）F＝Foundation

T1 観光者・観光活動（Ⅰ）

F1 JTB 関係資料

1

哲学

T2 観光者・観光活動（Ⅱ）

F2 統計・白書

2

歴史

T3 観光地・観光資源（Ⅰ）

F3 ガイドブック・パンフレット

3

社会科学

T4 観光地・観光資源（Ⅱ）

F4 映像・デジタル資料

4

自然科学

T5 観光産業

F5 時刻表・機内誌

5

技術・工学

T6 観光計画・開発

F6 古書・貴重資料

6

産業

T7 観光政策

F7 観光産業関連社史

7

芸術・美術

T8 観光経営・経済

F8 UNW TO 資料

8

言語

T9 観光と社会・文化・環境

F9 非公開資料

9

文学

2020 年 12 月1日改定

と、日本で最も長く続いた旅行雑誌

『旅』
（1924 年創刊）を創刊号から所

カウンタ―

Classification Systems

の雑誌『ツーリスト』
（1913 年創刊）

UNWTO publications

蔵書検索・
デジタルデータ

国際的な観光統計や観光動向がわか

A01- 20

Online public access catalog
Digital data

貴重書
Rare books

B1F

観光研究資料
Tourism research
materials

観光研究・地域研究資料や統計資料、学
術誌、古書・貴重書、古いガイドブック
や時刻表、観光産業関連社史など、研究
者・実務者向けの資料が揃っています。
Floor for Tourism Research
Tourism and regional research materials, statistics,
academic journals, rare books, old guidebooks and
timetables, company histories.

るレポートなど、
ＵＮＷＴＯ
（国連世界観
光機関）
の刊行物を公開しています。

学術誌・
海外ジャーナル

申

Academic Journals

国内の観光関連学会誌が揃っていま
す。また主要な海外学術誌は、館内の
専用ＰＣにて閲覧できます。

デジタルデータで閲覧が可能なもの（一部を含む）
トイレ

EV

エレベーター

コピー機

自動販売機

申 閉架資料は閲覧申請が必要です

