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ホームページ統廃合（案） 

①～➂を１つに集約。④と⑤はそのまま使用します。 

＜サイト、SNS一覧＞ 

No. 

サイト SNS 

名称 URL 
プラット 
フォーム 

URL フォロワー数 

① すみだ観光サイト http://visit-sumida.jp/ 

FB VisitSumida/ 4,036 

TW visit_sumida 7351 

YB UCddEnq0JatadItBJfq2RC0w/videos 117 

② Sumida Travel Information https://visit-sumida.com/ 

➂ すみだまち歩き博覧会プラス https://sumida-machiaruki.jp/       

④ 産業観光プラザすみだ まち処 https://machidokoro.com/ 
FB machidokoro 1326 

TW machidokoro 1133 

⑤ A Day in Sumida 
https://visit-
sumida.jp/adayinsumida/ 

      

←メインサイト 

←廃止。一部コンテンツを①へ移行 

←廃止。一部コンテンツを①へ移行 



サイトマップ構成案 

トップ 1.おすすめスポット（食・体験、まち歩きツアーカテゴリ別） 

2.墨田を知る 

4.ニュース（CMS更新） 

現行①の内容と、②➂の内容一部。直接、食、宿泊…などの 
メニューを表示させる。 （CMS更新） 

墨田区の紹介文、エリアの紹介、 
墨田区へのアクセス、観光PDFのDL、動画集ページへのリンク 
Sumida Travel Infoページ すみだを楽しもうの内容 

ニュース、イベント情報、おすすめ情報 

5.事業者向け情報 

現行①の「事業者様へ」内容、観光協会の紹介、事業者向けニュース 
他のページとは切り分ける 

共通フッター 

問い合わせ、サイトマップ、プライバシーポリシー、ご利用について、リンクについて等 

3.外国人向け情報 

＜第二階層＞ ＜第一階層＞ ＜第三階層以下＞ 

第二階層の 
内部 外国人向けの観光情報や、お役立ち情報等 



統廃合後サイトマップ構成案（日本語版） 

第一階層 第二階層 第三階層 ページ数 
トップページ 1 

１ 
おすすめスポット（食・体験、モデルプラン） CMS更
新 

現行①-6 現行①-21［観］コンテンツページ 

計350 

現行①-8 現行①-21 ［体］コンテンツページ 
現行①-10 現行①-21 ［食］コンテンツページ 
現行①-12 現行①-21 ［泊］コンテンツページ 
現行①-14 現行①-21 ［その他］コンテンツページ 
現行①-15 現行①-21 ［錦糸町］コンテンツページ 
現行①-16 現行①-21 ［両国］コンテンツページ 
現行①-17 現行①-21 ［スカイツリー］コンテンツページ 
現行①-18 現行①-21 ［向島］コンテンツページ 
現行①-19 現行①-21 ［京島周辺］コンテンツページ 
現行①-20 現行①-21 ［その他］コンテンツページ 
現行①-0 ➂-1～35（リンク切れ、30, 31以外） 18 

現行①-1,2, 3 6 
現行①-22 1 

2 墨田を知る 

現行①-23 1 
墨田区の概要、エリア紹介 
←新設ページ 

1 

現行①-3 1 
現行①-49 1 
現行②-3 1 
現行②-4 1 
現行②-5 1 
現行②-7 1 

3 外国人向け情報 

現行①-41 1 
現行②-1 1 
現行②-3 1 
現行②-4 1 
現行②-7 1 
②-8 1 

4 ニュース（CMS更新） 
現行①-24, 25, 26 - 
現行②-5 - 

5 事業者向け情報 
現行①-27 

現行①-28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 
40,42,43,44,45, 47,  

18 

BtoB向けニュースページ←新設 
6 問い合わせ 旧①-50 1 
7 サイトマップ 旧①-52 1 
8 プライバシーポリシー 旧①-53 1 
9 ご利用について 旧①-54 1 

10 リンクについて 旧①-55 1 
計 413 

CMSでユーザー管理 

約400ページ程度の想定（大部分はスポット情報とモデルプラン） 

※PDF等のアップロードページは含まれておりません。 



サイト①（visit-sumida.jp)コンテンツ移行案 

ページタイトル ※PDF等のアップロードページは含まれておりません。 内容 統廃合後 

0 /machiaruki まち歩きツアー まち歩きツアートップページ 新①-1へ移行 

1 /tour /ryougokukita まち歩きツアー[両国北斎コース] 両国北斎コース内容、申し込み 新①-1, ⑤へ掲載・リンク 

/ryougokuminami まち歩きツアー[両国歴史コース]  両国歴史コース内容、申し込み 新①-1, ⑤へ掲載・リンク 

2 /mapdl まち歩きツアー[すみだ観光マップダウンロード] 各種PDFのダウンロードページ 

3 /course 

/course01 まち歩きツアー[両国コース] 両国コース紹介 新①-1, ⑤へ掲載・リンク 

/course02 まち歩きツアー[菊川～森下コース] 菊川～森下コース紹介 新①-1, ⑤へ掲載・リンク 

/course03 まち歩きツアー[錦糸町コース] 錦糸町コース紹介 新①-1, ⑤へ掲載・リンク 

/course04 まち歩きツアー[向島コース]  向島コース紹介 新①-1, ⑤へ掲載・リンク 

4 /Kankoguide /inquiry_kanko まち歩きツアー[観光ガイドのお問い合わせ] 問い合わせページ 廃止（一本化） 

5 /spot おすすめスポット［観・体・食・買・泊］ おすすめスポットのカテゴリ一覧 廃止 

6 /spotlist01～08 おすすめスポット［観］ 新①-1 

7 /spotlist09～10 ページなし 廃止 

8 /spotlist11～14 おすすめスポット［体］ 新①-1 

9 /spotlist15～20 ページなし 廃止 

10 /spotlist21～27 おすすめスポット［食］ 新①-1 

11 /spotlist28～31 ページなし 廃止 

12 /spotlist32～33 おすすめスポット［買］ 新①-1 

13 /spotlist34～40 ページなし 廃止 

14 /spotlist41～42 おすすめスポット［泊］ 新①-1 

15 /area01 おすすめスポット［錦糸町］ 新①-1 

16 /area02 おすすめスポット［両国］ 新①-1 

17 /area03 おすすめスポット［スカイツリー周辺］ 新①-1 

18 /area04 おすすめスポット［向島］ 新①-1 

19 /area05 おすすめスポット［京島周辺］ 新①-1 

20 /area06 おすすめスポット［その他］  新①-1 

21 /XXXX 個別のスポット 新①-1へ移行 

22 /cruising クルージング クルージングについての説明ページ 新①-1へ移行 

23 /sumida-movie SUMIDA MOVIE Youtube動画リンク 新①-2へ移行 

24 /event /date /YYYY/MM イベント情報 新①-4へ 
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サイト①（visit-sumida.jp)コンテンツ移行案 

ページタイトル 

※PDF等のアップロードペー
ジは含まれておりません。 

内容 

統廃合後 

25 /news 新①-4へ 

26 /XXXXX ニュース記事 新①-4へ 

27 /jigyousha 事業者様へ BtoB情報集トップ 新①-5へ 

28 /filmcommission works すみだフィルムコミッション[すみだ区内 撮影ロケ地情報] 新①-5へ 

29 
location_course リンク切れ 廃止（一本化） 

30 Maker すみだフィルムコミッション[制作者の方へ] 新①-5へ 

inquiry_film フォームなし 廃止（一本化） 
31 

/photo_library 墨田区フォトライブラリー 写真素材集。フォームはなし 新①-5へ 
32 

/license 東京スカイツリー商品化ライセンス申請について スカイツリーライセンス申請について。情報は古そう 新①-5へ 
33 

/ad バナー広告の募集について バナー広告の募集詳細 新①-5へ 
34 

35 /inquiry_hanabi 花火資料館取材・撮影お問い合わせ  花火資料館に関する問い合わせページ フォームはなし 廃止（一本化） 

36 /schooltrip すみだ修学旅行ガイド 修学旅行のメニューページ 新①-5へ 

37 /learning すみだ修学旅行ガイド[学ぶ] 新①-5へ 

38 /inquiry_schooltrip すみだ修学旅行ガイド[修学旅行お問い合わせ] フォームなし 廃止（一本化） 

39 /experience すみだ修学旅行ガイド[体験する] 体験メニュー一覧 新①-5へ 

40 /traditionalarts_crafts すみだ修学旅行ガイド[ものづくり体験一覧] ものづくり体験の一覧 新①-5へ 

41 /inbound 海外からのお客様 多言語版観光パンフレット集 ①-３へ移行 

42 /about 墨田区観光協会について 墨田区観光協会概要 新1-⑤へ 

43 /member 墨田区観光協会について[会員募集]  会員の募集ページ 新①-5へ 

44 entry_kaiin 墨田区観光協会について[入会お申し込み] 新①-5へ 

45 /brandmark 墨田区観光協会について[ひょうたんマークについて] ブランドロゴ紹介 新①-5へ 

46 /kaiin 墨田区観光協会について[会員様ご紹介ページ] 境界会員の紹介トップ 廃止 

47 kaiin_list01～ 墨田区観光協会について 会員のリスト 新①-5へ 

48 /kaiin_info [会員のみな様へ]  会員向けの情報ページ 不要（BtoBニュース
に統一） 

49 /marutoku すみだ観光まる得ブック ウェブ版 アーカイブ紹介（各コンテンツは/uploads内） 新①-2へ 

50 /inquiry お問い合わせ  問い合わせページ（フォームなし） 新①-6へ 

51 /uploads/XXX /XXXXXX 各種素材のアップロード先 同場所をキープ 

52 /sitemap サイトマップ サイトマップ 新①-7へ 

53 /privacy プライバシーポリシー  プライバシーポリシー 新①-8へ 

54 /terms ご利用について ご利用について 新①-9へ 

55 /link リンクについて リンクについて 新①-10へ 
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サイト②（visit-sumida.com)コンテンツ移行案 

ページタイトル 

約400ページ程度の想定（大部分はスポット情報とモデルプラン） 

※PDF等のアップロードページは含まれておりません。 

トップ 

1 

/category/ 

/japanese_talk 日本語を話そう 旅の日本語ハンドブック 新①-3へ移動 

2 
/today_sumida 今日のすみだ イベント情報 廃止（内容重複） 

3 

/japaneselife/ 
japaneselifestyles/ 日本の暮らし 文化情報、生活情報等 

重複しない生活情
報、文化情報残し。 
①-2と①-3に振り分
け 

4 

events/ イベント情報 イベント情報 

重複しない生活情
報、文化情報は残し。 
①-2と①-3に振り分
け 

5 
/japan_jigyo 国内事業者向け情報 BtoB向け情報 ←重複分は廃止。①-2、①-5へ格納 

6 
privacy_policy/ プライバシーポリシー 

プライバシーポリシー 
（ニュースに格納？） 廃止 

7 tripinfo/ 観光（すみだを楽しもう） お役立ち情報 
←①-2, ①-3へ 
振り分け 

8 /access アクセス 多言語版アクセス情報 ←①-3へ格納 

9 answer アンケート 
アンケート？（リンク切
れ） 廃止 

内容 統廃合後 
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サイト➂（sumida-machiaruki.jp/)コンテンツ移行案 

内容 統廃合後 

トップ 

1 course 01 .html 
両国エリア  
お江戸両国 小粋に定番ウォーキング〈両国南〉 

新①-1へ移動 

2 course 02 .html 
錦糸町エリア 
東京スカイツリー®発! 水と緑を巡る江戸散歩 

3 course 03 .html 

吾妻橋・押上エリア 
鬼平犯科帳 ゆかりのスポット読み歩き 
〈押上村コース〉 

4 course 04 .html 
鐘ヶ淵・向島エリア 
女子にオススメ! 絶品すみだスイーツ食べ歩き 

7 course 07 .html 
鐘ヶ淵・向島エリア 
ものづくりのまち すみだの職人街道 

9 course 09 .html 
鐘ヶ淵・向島エリア 
向島めぐり 江戸っ子憧れの行楽地を歩く 

12 course 12 .html 
両国エリア 
葛飾北斎 世界の絵師・北斎の生まれをたどる 

13 course 13 .html 
両国エリア 
忠臣蔵 討入りの舞台吉良邸周辺を訪ねる 

16 course 16 .html 
鐘ヶ淵・向島エリア 
鎌倉街道下ノ道 歴史と伝説の幻の道を歩く 

19 course 19 .html 
鐘ヶ淵・向島エリア 
葛飾北斎 世界の絵師・ 北斎が描いた風景をたどる 

20 course 20 .html 
両国エリア 
お江戸両国 小粋に定番ウォーキング〈両国北〉 

21 course 21 .html 
錦糸町エリア 
鬼平犯科帳 ゆかりのスポット読み歩き （横川コース） 

22 course 22 .html 
両国エリア 
鬼平犯科帳 ゆかりのスポット読み歩き （竪川コース） 

23 course 23 .html 
鐘ヶ淵・向島エリア 
向島文学散歩 向島ゆかりの文人をたずねる 

32 course 32 .html 
妻橋・押上エリア 
鬼平ナイトツアー（ガイド付ツアー） 

⑤及び新①-1へ移動（①から⑤へリンク） 

33 course 33 .html 
鬼平犯科帳  
本所・桜屋敷コース 

新①-1へ移動 
34 course 34 .html 

両国エリア 
相撲の街を堪能コース 

35 course 35 .html 
両国エリア 
赤穂義士 討入りコース 

Course 05, 06, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 24～29は欠番 
Course 30, 31は①の内容と重複の為削除 
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