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Special Edition:
The best spots to
visit in Kinki and
Shikoku

2019 Autumn vo
l.
『in Japan』とは？／Wh
at

All new places
for you to visit
in Kinki & Shikoku!

about『in Japan』

地域に根ざした情報
発信を通して まちづ
くり 活動をするマーチ
委員会が発行する
ング
『in Japan』
。
日本の皆 様や来日
されている方へ、
美しい景 色やとび
きりのグルメ情報
、地域の 特産物から伝統
まで、
日本各 地の多 彩な魅力
工芸
をお届けします。
Through informat
ion that is rooted
in the local commun
commit tee, "buildin
ity, the marching
g up our towns",
present s "in Japan".
natives of Japan
To both
as well as those
visiting from abroad,
share with you beautifu
we want to
l scenery and amazing
produc ts and traditio
gourmet, unique
local
nal crafts; we want
appealing diversity
to share with you
of each place in
the
Japan.

兵庫 姫路城→02

Hyogo Himeji Castle

Kinki

Shikoku
滋賀 長浜城→02

Shiga Nagahama Castle

香川 丸亀美術館→03

e Museum
Kagawa Marugam

香川 丸亀城→03

京都 大河ドラマ館→03

Castle
Kagawa Marugame

Hall
Kyoto Taiga Drama

歴史に思いを馳せる
旅へ、
いざ出陣。

ama
kay l sweets
Wa specia
KAN !
NERIYO

今号
『inJapan』
vol.9は、
特集の近畿・四国地
方の史 跡巡りを中心に
紅葉絶 景スポットやイベ
、
全国各地の
ントなど、
秋を楽しむ情報盛り
だくさんでお届けします。
行楽の秋を心ゆくまで楽
さあ、
しむ旅にでかけまし
ょう！
In this edition
of inJapa n, vol.
9, we share info
for enjoyin g fall
includin g events
to the fullest,
and location s with
colorfu l autumn
with a special focus
scenery across
the country,
on touring historic
al sites in the Kinki
on a trip to get the
and Shikoku regions
most enjoyme nt
. Go
out of fall sightsee
ing!

和歌山 和歌山城→03
Wakayama Castle

掲載 地 域 ／滋 賀、
京都、兵 庫、香川、
和歌山 、青 森、福島い
千葉我 孫子市 、東京港
わき市 、福島 福島市
区、東京大 田区、
、新 潟、千葉 船 橋
東京足 立区、東京文
市、
Ishikawa，
京区、静岡、宮崎
Niigata，
Nagano，
Fukushima，
Chiba

Tokyo Minato-ku，
Tokyo

Funabashi，
Chiba Abiko, Tokyo
Ota-ku，
Bunkyo-ku，
Yamanashi，
Tokyo Adachi-ku，
Shiga，
Kameoka，
Kagawa, Matsuya
ma，
Miyazaki

Get more information
on the web !
http:/
/injap an.ma chi-in

g.jp/0 9/

発行日｜令和元年
11月1日 発行｜一
般社団法人マーチン
グ委員会
内容に関するお問い合わせ
｜各マーチング委員会ま
でご連絡ください
本誌に関するお問い合わせ
｜injapan@mach
i-ing.jp 禁・無断転載

ＷＥＢサイ
トでは、
本誌の記事の詳細
な情報やアクセスに便
利なMAPなどを掲載
各記事のQRコードか
しています。
らご覧ください。本誌の記
事一覧やバックナンバ
On our website,
ーはコチラから ＞＞
you can get
more detailed informat
paper as well as
ion about the contents
some helpful maps
of this
for easy access.

特集﹇ 近畿と四国

Odani Castle
Shiga Historical site:

あなた が

滋賀 史跡 小谷城跡→02

知 らない

絵 旅 日本
いんじゃぱん

