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2019年もパリは人々を惹きつけ、またインスパイアしてくれます。訪れる人々をますます温かくお迎
えし、より革新的に、より緑豊かに、より賑やかに、21世紀の都パリは輝きを増しつつ変貌を続けま
す。とりわけ文化イベントの充実ぶりは特筆もので、間違いなくパリの第一の切り札といえるでしょ
う。展覧会やイベント、さまざまな格式高い、あるいはユニークな施設の新規オープン・・・。美術
館、トレンディなバー、アートギャラリー、デザインホテル、絶対はずせない見どころ、評判のレス
トランなど、パリはかつてなく注目を集め、その多彩な魅力でパリジャンだけでなく観光客にもサプ
ライズを与え続けています。
イベントの生まれる街パリ。パリでは一年を通じて、あらゆる領域にわたるイベントが毎日300近
く開催されています。最も人気が高いイベントに挙げられるのが音楽の日Fête de la Musiqueや美術
館の夜la Nuit des musées、文化遺産の日les Journées du Patrimoine、革命記念日le 14 Juilletの花
火、セーヌ河岸をビーチに変えてしまう夏のイベント、パリ・プラージュParis-Plagesや市内各地
に夜通し多くの芸術作品が展示されるニュイ・ブランシュ Nuit Blanche。シャンゼリゼ大通りの光
り輝くクリスマスのイルミネーションles illuminations de Noëlや大晦日の賑わいも見逃せません。
2019年のパリは、魅力的な美術展が目白押し。多彩な分野にわたり世界一流の作品に出会うことが
できます。リュクサンブール美術館musée du Luxembourgではボナール、ヴュイヤール、モーリ
ス・ドニの「ナビ派と装飾」展、ルーヴル美術館musée du Louvreではレオナルド・ダ・ヴィンチ
展が開催され、ルイ・ヴィトン財団美術館Fondation Louis Vuittonにはイギリスから「コートール
ド・コレクション」がやって来るほか、オルセー美術館ではベルト・モリゾ展やドガ展が予定され
ています。またラ・ヴィレットla Villetteでは、グランド・アルGrande Halleのツタンカーメン展で
歴史の世界に浸り、ラ・フィルハーモニーLa Philharmonieでは「エレクトロ - クラフトワークから
ダフト・パンクまで」と銘打った展覧会でユニークな体験をどうぞ。近現代アートのファンはポン
ピドゥー・センターで開催のフランシス・ベーコン展とボルタンスキー展が待ち遠しいことでしょ
う。FIAC（国際現代アート見本市）やアート・パリ・アート・フェアも見逃せません。夏季にはさ
まざまな展覧会が開催されて新たなファン層の心をつかんでいます。パリ・ピカソ美術館の「カル
ダーとピカソ」展、プティ・パレの「ロマン派時代のパリ 1815-1848」展が特に注目されます。
そしてファッション好きは装飾美術館MAD＝musée des Arts décoratifsに列を成すことでしょう。
ここでは皆が待ち焦がれたパレ・ガリエラPalais Gallieraがいよいよ今年末に新装再開するのに先
立って、60年代のファッションをテーマにした展覧会が開催されるのです。デザインに興味がおあ
りの向きにはパリ・デザインウィーク、インテリア業界のパリコレともよばれるメゾン・エ・オブ
ジェMaison & Objet、デザイン蚤の市les Puces de Design、現代の作品とデザインを人々に知って
もらうために始まったデザイナーズ・デイズDesigner’s Daysがおすすめです。
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PARISINFO.com はパリ観光案内のウェブサイトです。パリを訪れる方たちの滞在準備をお手
伝いするもので、楽しい旅行計画作りには欠かせません。見逃せないイベントもすべて網羅し
ています。
グルメ関連も、フーディングFooding やオムニヴォールOmnivore、美食の祭典la Fête de la Gastronomie
などのフェスティバルの他、« グードフランスGoût de France / Good France »、 « トゥス・オ・レスト
ランTous au restaurant（みんなでレストランへ行こう） »、«テイスト・オブ・パリTaste of Paris（人
気店の看板料理試食）などグルメのスケジュール帳には楽しみなイベントがぎっしり。
スポーツもローラン・ギャロス・スタジアムでのテニス、全仏オープンRoland-Garros、自転車ロ
ードレース、ツール・ド・フランスTour de France cyclisteのゴール、真新しく改装されたロンシャ
ン競馬場でディアンヌ賞Prix de Dianeやアメリカ賞Prix d’Amérique、パリ・マラソンmarathon de
Paris、フォーミュラE パリ賞Grand Prix de Paris de Formule Eなど、わくわくするイベントが目白
押しです。パリは数々のスポーツのビッグイベントが開催される必見の都市でもあります。
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2019年には女子サッカーワールドカップ フランス大会Coupe du monde de football féminin（6月7
日～7月17日）が開催されるほか、2023年のラグビーワールドカップ、2024年のオリンピック・
パラリンピックを控えてお祭り気分はますます盛り上がっています。パリはアコーホテルズ・アリ
ーナAccorHotels Arena（ショーやコンサートにも）、新装成ったパルク・デ・プランスParc des
Princes、2017年末に完成したナンテールのパリ・ラ・デファンスアリーナParis La Défense Arenaな
どスポーツ施設も充実しており、各種スポーツ競技会や観戦のサポーターを最良のコンディションで
お迎えできます。
パリでは毎年多くの業者向け、一般向け見本市が開催されていますが、2019年は国際農業見本市
Salon international de l’agriculture（2月）、ジャパン・エキスポ（7月）、サロン・デュ・ショコラ
（11月）、120周年を迎える国際航空ショーSalon International de l’Air et de l’Espace（ル・ブルジ
ェ空港Le Bourgetで6月17～23日）、そして世界のイノべーティブな業種が一堂に会するヴィヴァ
テックVivatech（５月）などがとりわけファンの注目を集めています。
パリには新名所が続々。パリには毎年新たな文化スポットが加わり、その魅力はいやがうえにも増
しています。2018年には現代アートの創作と展示のスペース、ラファイエット・アンティシパシオ
ン財団Fondation Lafayette Anticipationsがマレ地区に、またパリ11区の鋳物工場跡地には光のアト
リエAtelier des Lumières という全く新しいタイプのデジタルミュージアムが誕生しました。同アト
リエでは2019年にゴッホ展が開催されます。また順化園Jardin d’acclimatation とクリュニー美術館
musée de Clunyもリニューアルオープンしています。パリにはここ5年ほどの間に多くの新名所が
誕生しました。現代アートのルイ・ヴィトン財団美術館、大規模コンサートホール、フィルハーモ
ニー・ド・パリPhilharmonie de Parisが完成したほか、ピカソ美術館、そしてオーンズ・コンティ
11 Conti の名称でパリ造幣局博物館がリニューアルオープンしています。安藤忠雄が手がけるパリ
商品取引所Bourse de Commerceの美術館への改装工事は現在進行中で、年末のピノコレクション
Collection Pinault美術館オープンが待たれますが、2019年はまたパリオペラ座創立350周年（前身
はルイ14世時代の王立音楽アカデミー）、エッフェル塔とキャバレー「ムーラン・ルージュ」開業
130周年、ルーヴル美術館のガラスのピラミッドが登場して30周年の年でもあります。
輝ける街・パリは第7の芸術である映画とも密接につながっており、数え切れないほどの映画やテ
レビの連続番組がパリを舞台に撮影されています。2018年の大ヒット映画 「ミッション：インポ
ッシブル６」や「ファンタスティックビーストと魔法使いの旅２」でもパリが舞台になっていま
す。まるでオープンエアのセットのようなパリの街を、「アメリ」や「ミッドナイト・イン・パ
リ」などの出演俳優や名場面に関連した場所めぐりで楽しむ観光客も数知れません。
パリは高品質で多様性に富んだ施設の数々により、業者向けイベントの開催者から非常に高い評価を
受けています。世界有数の国際会議都市はまた、見本市や企業のイベントに最適なデスティネーショ
ンでもあります。ここにヨーロッパ最大の国際会議場が加わります。ポルト・ド・ヴェルサイユのパ
リ・コンベンションセンター（敷地面積7万2000㎡、収容人数3万5000人まで）です。欧州心臓学会
議ESC Congress 2019はここで開催されます。大規模な整備工事が続行中のポルト・ド・ヴェルサイ
ユ見本市会場Parc des Expositions de la Porte de Versailles は、2024年には新世代の施設がその全貌を
現す予定で、多くの名だたる建築家たちがこの大変身プロジェクトに関わっています。2018年にはパ
リ・サクレーの経済地域 Pôle économique de Paris Saclayに新たな国際会議場がオープンしました。
またイベント会場も新設で貸切り可能な施設が次々にできており、革新的なコンセプトでますます充
実したサービスを提供しています。こうした諸施設に加えて、パリと近郊に９ヵ所の見本市等イベ
ント会場を運営するViparisのイニシアティブにより、スタートアップのインキュベーターParis Event
Boosterが誕生し、各種業界のプロ同士の出会いとイベントの場になっています。

© Fabrice Hyber

パリ観光会議局会議部では、毎年パリと近郊で開催された会議を調査・分析しています。
2017年の会議開催数は1110に上り、この分野においてもパリというデスティネーションの
魅力が年々強まっていること がわかります。

人を惹きつける町パリ。パリはそのライススタイルを日々新しく塗り替えています。ホテル業界で
は、全体の収容客数、バラエティーに富んだ施設の数とも増え続けています。パリの評価を高めてい
る超高級ホテルは、独創性を競いつつパリジャンそしてビジターたちを引きつけるための努力を惜し
みません。最近リニューアルオープンした高級ホテルではセーヌ左岸の雄リュテシアle Lutétia、そし
てフーケッツ・バリエールFouquet’s Barrièreが挙げられます。パリ市内には、革新的で驚くような
コンセプトを導入し、テーマを持ったホテルも数多く、まったく新しいスタイルの滞在が経験でき
ます。その例としてホテルアルマンス hôtel Armance、ル・ブラック・パリle Brach Paris、ホテル
アルフレッド・ソミエ hôtel Alfred Sommier、ラ・メゾン・アストール la Maison Astor、あるいは
ホテル「25時間」hôtels 25hours、オッコーホテルパリ東駅 Okko Gare de l’Estなどが競ってパリのイ
メージ刷新に貢献しています。若者向けのホテルも決しておろそかにはされていません。各ホテルと
もデザイン性や予算面で新世代の旅行者を惹きつけるべくしのぎを削っています。2019年夏に開業
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予定のホテルマイニンガー hôtel Meiningerはその一例です。食の分野でも、シェフたちは新店舗を
開いてより創造性に富んだ料理を提供しています。エレーヌ・ダローズの「ジョイアJòia」、ティ
エリー・マルクスの「マクシト Maxito」、ヴェルサイユのあとはセーヌ川の船上レストラン「デュ
カス･シュル・セーヌ Ducasse sur Seine」」をオープンしたアラン・デュカス。パリ7区の中心部に
最新の人気店を集めた初の高級フードコート「ボーパッサージュ Beaupassage」。一方«ビストロノ
ミーbistronomie»は、ビストロの精神と美食の絶妙なコラボで、こちらも人気が継続中。続々と新し
い店がオープンしています。こうした食の新名所は本物の味と地元でとれる素材のエキスパートで、
今や立派な旅のテーマのひとつとなり、料理教室やグルメツアーはますます大盛況です。そのほか、
バージョンアップしたストリート・フードや、すっかり人気スポットとなった再開発地区の「グラウ
ンド・コントロール」（パリ・リヨン駅やシャンゼリゼ）、小規模農家から取り寄せた食材を取り扱
ったレストラン、豊富な食材が並ぶ市内各地の市場などパリには美味しいスポットがいっぱいです。
パリは今までも、そしてこれからもファッション、高級ブランド、そしてショッピングの中心地で
す！ハイライトはといえば春秋のパリコレの時期はもちろん、1月と7月の冬物、夏物のバーゲン
もはずせません。年間を通じて旗艦店のオープンや期間限定のブティック、さまざまなアトラクシ
ョンがお洒落な新し物好きたちを惹きつけます。オスマン通りやマレ地区、シャンゼリゼ、モンマ
ルトル、サン・ジェルマン・デ・プレなど世界中の観光客で賑わう10の地域の店は週末も営業し
ているため、日曜日でもショッピングが楽しめます。新しくオープンした店もさまざま。ルーヴル
美術館の地下街カルーゼル・デュ・ルーヴルCarrousel du Louvreにはまたひとつ魅力的な店が加わ
り、150店舗を有するフォーラム・デ・アルForum des Hallesは全面改装されました。アウトレット
のラ・ヴァレ・ヴィラージュLa Vallée Village にも新たにいくつものブティックがオープン。左岸の
デパート、ル・ボン・マルシェの高級食品館ラ・グランド・エピスリーLa Grande Épicerieは右岸の
パッシー地区に2号店をオープンし、大人気のイタリア食材店イータリーEatalyもマレ地区に店を出
しました。プランタンデパートLe Printemps は本店７階８階の２フロアにわたるグルメに特化した
売り場（屋上にはテラスレストラン）を新設。高級食料品のエディアール Hédiardの新装再開が待た
れるほか、ギャラリー・ラファイエットデパートGaleries Lafayetteもシャンゼリゼにまもなく新店
舗がオープンし、さまざまな講習会や見学のアトリエ数も増やして、よりディープなパリ体験を提
供しています。BHVマレ BHV Maraisは新たなサービスやブランドの導入により、人気のマレ地区の
ゲートウェイの地位を確固たるものにしています。また世界のさまざまな格式あるブランドも、より
デザインなスペースに店を開いてサービスを競い合っています。パリの各地で多くのブティックが既
成概念を取り払い、多様な商品を提供して有名デザイナーのファンからヴィンテージ品の愛好者、フ
レンチタッチの信奉者やエスニックの熱狂的ファンなどさまざまな人々を惹きつけています。
にぎやかで和気藹々のナイトライフ。パリのスタイルは、さまざまなジャンルや時代をとりまぜ
る、というもので、この街ならどんな要望にも応えられるのです。グラマラスな魅力にあふれる伝
統あるキャバレーやトレンディなクラブもあれば、どのジャンルにも収まらないスポットもあり、
常設必見の店もあれば臨時開催のソワレもある・・パリのナイトライフは実に多種多様です！圧倒
的人気のスポットをいくつか挙げれば、カクテルが人気のル・サンサンカントトロワ le 153、ロー
ザ・シュル・セーヌRosa sur Seine、ル・バルロック le Balrock、ペルショワールPerchoir、ポワン・
エフェメールPoint Ephemère、ラ・クレリエールla Clairière、ラ・ベルヴィロワーズla Bellevilloise、
はたまたディヴァン・デュ・モンド le Divan du Monde、ル・ブリッジ Le Bridgeなど。また公演ラ
インナップをすっかり一新したサル・プレイエルSalle Pleyelやドック・アン・セーヌ Docks en
Seine、そして伝説のジャズホールの数々も注目です。ワンダーラストWanderlust、ヨーヨーYoyo、
バダブンBadaboumなど、パリのナイトライフスポットはますますユニークな場所を選んでオープン
する一方、WATO、Surprizeなどのグループはオリジナリティ全開でパリのソワレに彩りを加えてい
ます。ミュージックシーンの重要イベントや名だたるフェスティバルの数々（ロック・アン・セー
ヌRock en Seine、ウィー・ラヴ・グリーンWe Love Green、テクノパレードTechnoparade、ソリデ
ーズSolidays、ロラパローザLollapalooza 等々）もお忘れなく。そして2019 年には第4回「プライド
ある人々の2週間la Quinzaine des fiertésが開催され、和気藹々の雰囲気の中で、LGBTIQの人々の権
利のために活動するさまざまな団体にスポットがあてられます。パリにはゲイ・レスビアンフレン
ドリーな施設は数多くあり、多様なプログラムを提供しています。ゲイ・トラベル協会から「LGBT
フレンドリーな首都」のタイトルを受けたパリならではの対応といえるでしょう。
パリはショーを催し、あなたをご招待します。パリ観光局は毎年「ショータイムイン パリ」
を企画し、期間中パリ市内の25の有名劇場で有料購入１席に対しもう1席を無料とします。

エコレスポンシブルを大切にする町パリ。490もの公園や庭園を筆頭にパリには観光客も体験でき
るエコロジーのあらゆる切り札がそろっており、環境に優しい乗り合いの交通機関が優先されてい
ます。整備されたバスレーン、トラムウェイの路線拡大、誰でも自由に使えるレンタサイクルサー
ビスや電動キックボードのネットワーク拡充、2020年までに移動の15％が自転車利用となるのを目
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指して新たな自転車で走行可能な道路の整備、大変便利で使いやすい16路線の地下鉄など、エコな
交通機関はますます充実しています。市内で歩行者専用となったところとしてはセーヌの岸辺公園
Parc Rives de Seineも加わったセーヌ河岸道路（左岸は2013年から、右岸は2016年9月から）やレピ
ュブリック広場があり、よりエコでダイナミックな新しい都市のヴィジョンに応えています。ナシ
オン広場も近々再整備され、パリのエンブレム、バスティーユ広場でも2018年には中央の七月革命
記念柱の下部が一般公開されます。
パリのホテル業界も環境保護により多くの配慮をするようになりました。今ではパリ観光会
議局の「持続可能な宿泊施設憲章」に加盟するホテルは470軒近くに上り、エコラベル化は
ますます進んでいます。
パリはまたあらゆる人に開かれた町、誰をも受け入れ、適応している町です。障碍のある人にもア
クセスしやすい町であるためにさまざまな方策がとられ、設備の充実もたゆみなく進んでいます。
最近オープンあるいは再オープンした施設では装飾美術館 MAD、
パンテオン、フィルハーモニー・ド・パリ、ロダン美術館、パリ造幣局がそのよい例で、誰でも見
学やアクティビティが可能です。建築構造上や文化財保護上の制約から全部のスペースを基準に適
合させられない施設では、バーチャル見学ができる用具を備えたり、特別な改装を施したりしてい
ます。ロマン派美術館 musée de la Vie romantiqueがその例です。

© Compagnie de Phalsbourg

© OTCP / Anna Bochu

人と交流したり素顔のパリを見てみたいビジターなら望みをかなえるのはたやすいことです。パリ
の住民の家を訪ね、「パリジャン・パリジェンヌ風」アール・ド・ヴィーヴル（ライフスタイル）
を体験してみましょう。
変化する町パリ 豊かな文化遺産で知られる町パリは、今いわゆるギーク（コンピュータおたく）
や観光客2.0（インスタグラムなどで発信する人）たちに高く評価されるデスティネーションにも
なりつつあります。観光の分野全般で、パリを訪れる人たちに革新的で楽しい経験やサービスを提
供するためのあらゆるイニシアティブがとられています。このようなプロジェクトは、とりわけ世
界初の観光関連スタートアップのインキュベーター、ウェルカム・シティ・ラブWelcome City Lab
において進められています。こうした新しいサービスにはたとえば以下のようなものがあります。
パリでもっともおススメな店を探し出してくれるコンシエルジュ（ex.シティ・ヘルプライン City
Helpline）、特定の国からの観光客をねらったショッピング専門ガイド、荷物預かり、陽当たりの
いいテラスや雰囲気のいいバーを近くで見つけたい等のリクエストに応えるアプリ（ex.ザ・バ・コ
ーナー The Bar Corner）。パリは毎日少しずつ、境界線を外に広げています。地下鉄14号線やトラ
ムT3の延長など公共交通機関の路線網拡大により近隣コミューンとの行き来はいっそう便利になり
ました。これにより拡大パリ圏le Grand Paris は、パリ市内の見所に加えてあるいは置き換えて楽
しめる多彩なチョイスを提供できるようになり、すでにパリをよく知っているビジターにも満足し
てもらえることでしょう。たとえばサントゥアンの蚤の市、ヴァンセンヌ城の新装成ったサント・
シャペル、モントルイユからイヴリーにかけてのストリートアートめぐり、ヴィトリーのマック・
ヴァル現代美術館、そして今や「新ブルックリン」となりつつあるパンタンPantinもお忘れなく。
拡大パリ圏に花を添えるビッグイベント、2024年のオリンピック・パラリンピックは主に２つの地
域で展開します。ひとつはパリの北に隣接するセーヌ・サン・ドニ県でフランススタジアム Stade
de France他で陸上と水泳競技が行われます。もうひとつはセーヌ河岸と偉大なモニュメントの数
々が立ち並ぶ市内中心部。オリンピック・パラリンピックをひとつのきっかけに、パリはこれから
ヨーロッパ最大の交通運輸プロジェクト「グランドパリ・エクスプレス Grand Paris Express」の円
滑な実施に挑んでいきます。
シティブレークに最高の町パリにあるのは、歴史的建造物だけではありません。パリならでは
のオリジナリティを求めるビジターの皆さんにも魅力たっぷりなカルチャーイベントやお祭り
などが盛りだくさん。情報とチケッティングはこら：www.exploreparis.com
野心的な都市計画や建築も見どころで、バティニョルBatignolles再開発地区の新裁判所nouveau
Palais de Justiceなどの大規模な工事が数々行われています。このような活力の証としてもうひと
つ挙げられるのはレアンヴァンテ・パリRéinventer Paris 1&2（パリに新たな価値を付与）です。パ
リの革新的都市計画プロジェクトを募集するもので、多くの有名建築家も動員されており、明日の
パリの姿を予見させてくれます。技術革新、異文化混在そして学際の精神が今後さまざまなプロジ
ェクトを生み出し、地上（橋や環状道路上の集合住宅）や地下（トンネル、駐車場・・）にわたる
都市計画が描かれていくのです。待望久しいプロジェクトが多々あるなか、ここではポルト・マイ
ヨPorte Maillot周辺地区の大変身を挙げておきましょう。これには「千本の木」プロジェクトと「
多層の町La Ville Multistrate」プロジェクトが含まれます。この大工事の目的は広場の一部を歩行者
に返還し、パリとヌイイ・シュル・セーヌNeuilly-sur-Seine間を自動車に代わる移動手段で通行し
やすくすることです。多種類の木を1000本植える計画は、建築学上の挑戦であると同時に大気浄化
と生物多様性の発展への参画でもあります。
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データで見るパリ
パ リ の 観光に関するデータ
© Groupe ADP / Sylvain Cambon

• 2つの飛行場 : ヨーロッパ第一のハブ空港。6つの駅は外国の都市とつながっている
• 1時間25分：パリ-ブリュッセル間
• 2時間15分：パリ-ロンドン間
• 4時間：パリ-フランクフルト間
• 6時間25分：パリ-バルセロナ間
• 119000室以上：ホテルの客室数 ー

2020年までにはさらに7000室が加わる

• 297：メトロの駅の数。 13分：パリを横断するのにかかる時間

パ リ を 選ぶにはこんな理由も
物価の安さ

アート、ファッション

• サンドイッチ : 5 € / クロワッサン : 1 €

• 25000人のアーティストがパリで活躍している

• コーヒー : 2 € / セットメニュー : 15 €

• パリでは毎日10以上のロケが行われ、画面に
登場する場所は5000か所

© Aurélien Vialatte

• メトロの切符: 1,90 €
• 20を超える美術館・博物館が入場無料

• ファッション関連の見本市には100カ国以上
が出展

豊かな文化遺産

• パリ13区のストリートアート街を歩けば37の
フレスコ画

• 37の橋、
• 10 100 トン：エッフェル塔に使われている鉄
鋼の量
• 490の公園や庭園
• 2 000種の動物
• 6 500年の歴史
充実した文化施設
• 200：チュイルリー公園の彫刻と鉢植え樹木
の数
• 36 000 ：ルーヴル美術館で展示されている作
品の数

ショッピング
• 17500軒のショップ、4つのデパート
• ヨーロッパ域外からの観光客には12 %の免税
• 年に82日間バーゲンが行われている
ビジネス・ミーティング
• 2017年には1110にのぼる会議を開催
• 15の会議場、展示場
• 展示スペースは600 000 m²以上

© Georges Saillard

• 200の教会
• 1200万人：ノートルダム寺院の年間訪問者数
• 15 000人：ルーヴル美術館でモナリザの前を
通る1日あたりの人数
イベント
• 一日に300以上のイベントが開催されている
• ニュイ・ブランシュでは130万人が街に出る
• シャンゼリゼのクリスマスイルミネーション
では100万個の電球が灯る

© Viparis-Bullit Studio

多種多様な娯楽
• パリのオペラ座では年間450もの公演が行わ
れる
• 毎日500本の映画が上映されている
• 5800軒のレストラン
• 毎日100のクルージングが出発する
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パリ観光・会議局
世界最大の観光都市であるパリは、古い文化遺産だけでなく、流行の最先端をとりいれるスタイル
ゆえに、多くの人々を 惹きつけます。パリ観光・会議局は、パリ観光に役立つ情報をご提供いたし
ます。

© OTCP / Marc Bertrand

パリ観光・会議局は1971年にパリ市とパリ商工会議所の共同イニシアティブで設立されました。そ
の任務とするところは、観光客を迎え入れ、情報を与えること、国内外向けにパリの観光プロモー
ション、パリの観光関連業者に協力することです。

パ リ 滞 在のお手伝い
観光案内所
• 50万人以上が毎年市内各地の観光案内所に来場。現在は新装成ったばかりの下記２カ所 ：
パリ市庁舎内

Hôtel de Ville, 29 rue de Rivoli

パリ北駅構内（国際列車到着口前）Gare du Nord
• 10か国語による無料ガイドマップ120万部を発行。英語とフランス語の一般向け無料ガイド約35万
部。
パリの街歩きガイドーParis le City guide
パリのガイド付き見学ーParis Visites guidées
アクセスしやすいパリ（障碍のある旅行者のための各種情報ーParis accessible。
オンラインメディア
• 2018年には1200万のユーザーがインターネット・サイト PARISINFO.com を利用し、1630万のロ
グインがありました。
4つの主要サイトは、フランス語、英語、スペイン語、ドイツ語。
７つのミニサイトは、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ロシア語、中国語、日本語、韓国
語。
• SNSアカウント「Paris je t’aime（パリ・ジュテーム）」からの発信も （2018年末のフォロワー
数）
Facebook – 425,000 ファン
Twitter – 341,000 フォロワー
Instagram – 490,000 フォロワー
• « Bonjour Paris » 月刊ニュースレター、英仏語（購読者80,000人）
オンラインショップ
パリ観光・会議局のeコマースサイト（6ヵ国語）では100を超える観光関連アイテムを販売していま
す：シティパス、美術館・史跡、セーヌ河クルーズ、各種エクスカーション、テーマパーク、交通
運輸、スペクタクル・・・
Paris Passlib’:パリの公式シティパスはクルーズ、パノラミックバス、公共交通乗り放題、
60を超える美術館や歴史的建造物およびエッフェル塔（オプション）への入場が可能です。
ミニ、2日、3日、5日タイプがあり、料金は子供、青少年、大人の3段階です。

旅 行 業 者、プレス向けツール
• PRESSE.PARISINFO.com

プレス向けサイト

• 総合インフォメーション資料「パリ2019

Paris 2019」（下記を含む）:

- フランス語、英語による資料２種「芸術と文化
- 多国語による資料６種「ライフスタイル

Arts et culture」

Art de vivre」

- フランス語、英語による資料3種「シーズンごとのパリ情報Paris en toutes saisons」
- フランス語・英語による資料4種「オーダーメイドのパリ Paris sur mesure 」
•フォトライブラリー（フランス語、英語、スペイン語、ドイツ語）パリの多様な魅力を伝える
5000枚の高画質写真を
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そろえております。メディアの記事やパンフレット、ウェブサイトにご利用下さい。
• CONVENTION.PARISINFO.com

業者向けウェブサイト

• 英仏2か国語によるBtoB月刊ニュースレター1種類 ParisNews（定期購読20,000人）
• 年1回発行の旅のヒントブロシュア1種類

What’s up in Paris (4000部)

• イベントオーガナイザー向けガイド1種類

Meeting in Paris (3000部)

© OTCP / Mary Quincy

• @ParisCVB 業者向けツイッターアカウント1種類

調 査 お よびヒアリング
パリ観光経済計測所では、統計情報の集積と分析を行い、観光上どのようなアクティビティが重要
とされるのか調査しています。パリ観光の新しいトレンドを明確にし、それを押さえることが目的
です。また、旅行業者への定期的なヒアリングにより、旅行会社にとってパリがどのように位置づ
けられているのかを測り、彼らの需要によりよく応える努力をしています。

パリ観光会議局プレ
スコンタクト
（英語または仏語）

+33 (0) 1 49 52 53 27
詳細情報： press@parisinfo.com
フォトライブラリー ： http://pro.photos.parisinfo.com/
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フランス語、英語による資料２種「芸術と文化

フランス語・英語による資料4種「オーダーメイドのパリ

フランス語、英語による資料3種「シーズンごとのパリ情報

多国語による資料６種「ライフスタイル

