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2022 年 10 月 20 日 

一般社団法人全国道の駅連絡会 

明治安田生命保険相互会社 

 

一般社団法人全国道の駅連絡会（会長 石井 裕、以下「全国道の駅連絡会」）と明治

安田生命保険相互会社（執行役社長 永島 英器、以下「明治安田生命」）は 2020 年 7 月

より、「健康増進」をテーマとした「道の駅」のイベントを支援する「『道の駅』健活プロジ

ェクト（注 1）」を展開しています。 

 この 10 月から 12 月の期間の健康増進イベントを開催する道の駅は 218 駅で計 688 駅と

なり、目標 800 駅に対して 86％まで進捗しています。 

 

「『道の駅』健活プロジェクト」は、国土交通省が推進する「道の駅第3ステージ（注2）」

における取組みのなかで、「地域住民の生活拠点」として重要な役割を果たす「道の駅」で

行なわれる、地域住民等と一体で取り組む健康増進に資する活動を支援し、地域活性化に寄与

する官民連携のプロジェクトであり、今年で 3 年目を迎えました。 

 

 支援にあたっては、各駅が企画したイベント計画について、適正かつ公平な運営を行なう

ことを目的に、外部有識者による「道の駅『健康増進』推進委員会(注 3)」にて審査のうえ、

決定しています。本年 8 月に募集を開始した第 7 期（10～12 月）では、218 駅の支援を決定

し、これにより全国の 1,198 ある道の駅のうち、688 の道の駅が本プロジェクトに参画いた

だいたことになります。 

 

全国道の駅連絡会では、引き続き道の駅が「道の駅第 3 ステージ」として、あらゆる世代

が活躍する舞台となる地域センター化を推進し、道の駅が地域活性化の拠点としての役割を果

たすべく、民間企業との共同プロジェクトを進めてまいります。 

 

明治安田生命は、これからもさらなる役割発揮をめざす道の駅と連携（目標 800 駅）のうえ、

道の駅関係者や地域住民の健康増進への取組支援はもとより、道の駅を起点とした「地域の

つながり」をいっそう拡大し、持続的な地域活性化の一翼を担える、さまざまな取組みを展開

してまいります。 

 

全国の道の駅で「健活プロジェクト」 

～健康増進イベントへの支援目標 800駅に向けて、さらなる連携強化～ 
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(注 1)2020 年 6 月 18 日付リリース「全国の道の駅で『健活プロジェクト』を開始 
  ～『健康増進』をテーマとした、民間企業との連携事業の第一弾として～」 

https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/release/2020/pdf/20200618_01.pdf  
(注 2)「新『道の駅』のあり方検討会 提言」国土交通省ホームページ（2019 年 11 月 18 日） 

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/shin-michi-no-eki/pdf00/suggestion_3rd_stage.pdf 

(注 3) 道の駅「健康増進」推進委員会の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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別 紙 

 

イベント支援駅一覧 

No. 所在地 道の駅名  No. 所在地 道の駅名 

1 北海道 しらぬか恋問  60 岩手県 たのはた 

2 北海道 いわない  61 岩手県 みずさわ 

3 北海道 厚岸グルメパーク  62 岩手県 にしね 

4 北海道 みついし  63 岩手県 白樺の里やまがた 

5 北海道 あっさぶ  64 岩手県 みやもり 

6 北海道 おんねゆ温泉  65 岩手県 紫波 

7 北海道 おとふけ  66 岩手県 はやちね 

8 北海道 マオイの丘公園  67 岩手県 やまだ 

9 北海道 サラブレッドロード新冠  68 岩手県 遠野風の丘 

10 北海道 田園の里うりゅう  69 岩手県 さんりく 

11 北海道 みたら室蘭  70 岩手県 錦秋湖 

12 北海道 サロマ湖  71 岩手県 くずまき高原 

13 北海道 森と湖の里ほろかない  72 岩手県 石神の丘 

14 北海道 スワン４４ねむろ  73 岩手県 雫石あねっこ 

15 北海道 さらべつ  74 岩手県 とうわ 

16 北海道 あさひかわ  75 岩手県 厳美渓 

17 北海道 オーロラタウン９３りくべつ  76 岩手県 おりつめ 

18 北海道 ライスランドふかがわ  77 岩手県 かわさき 

19 北海道 サーモンパーク千歳  78 岩手県 やまびこ館 

20 北海道 ひがしかわ「道草館」  79 岩手県 みやこ 

21 北海道 花ロードえにわ  80 岩手県 三田貝分校 

22 北海道 しほろ温泉  81 岩手県 くじ 

23 北海道 パパスランドさっつる  82 岩手県 釜石仙人峠 

24 北海道 みなとま～れ寿都  83 岩手県 平泉 

25 北海道 ステラ★ほんべつ  84 岩手県 むろね 

26 北海道 ウトナイ湖  85 岩手県 はなまき西南 

27 北海道 夕張メロード  86 岩手県 青の国ふだい 

28 北海道 おだいとう  87 宮城県 七ヶ宿 

29 北海道 北欧の風 道の駅とうべつ  88 宮城県 津山 

30 北海道 石狩「あいろーど厚田」  89 宮城県 三本木 

31 北海道 なないろ・ななえ  90 宮城県 大谷海岸 

32 北海道 遠軽 森のオホーツク  91 宮城県 米山 

33 北海道 るもい  92 宮城県 あ・ら・伊達な道の駅 

34 北海道 羊のまち侍・しべつ  93 宮城県 林林館 

35 青森県 はしかみ  94 宮城県 上品の郷 

36 青森県 さんのへ  95 宮城県 みなみかた 

37 青森県 なみおか  96 宮城県 三滝堂 

38 青森県 十三湖高原  97 宮城県 かくだ 

39 青森県 なんごう  98 宮城県 おながわ 

40 青森県 もりた  99 秋田県 ふたつい 

41 青森県 いかりがせき  100 秋田県 やたて峠 

42 青森県 いなかだて  101 秋田県 かづの 

43 青森県 よこはま  102 秋田県 象潟 

44 青森県 みんまや  103 秋田県 おがち 

45 青森県 みさわ  104 秋田県 てんのう 

46 青森県 とわだ  105 秋田県 岩城 

47 青森県 つるた  106 秋田県 しょうわ 

48 青森県 おがわら湖  107 秋田県 みねはま 

49 青森県 たいらだて  108 秋田県 さんない 

50 青森県 ろくのへ  109 秋田県 五城目 

51 青森県 津軽白神  110 秋田県 雁の里せんなん 美郷 

52 岩手県 石鳥谷  111 秋田県 十文字 

53 岩手県 高田松原  112 秋田県 おおがた 

54 岩手県 区界高原  113 秋田県 あきた港 

55 岩手県 おおの  114 秋田県 大館能代空港 

56 岩手県 種山ヶ原  115 秋田県 うご 

57 岩手県 いわいずみ  116 秋田県 おおゆ 

58 岩手県 のだ  117 秋田県 おが 

59 岩手県 たろう  118 山形県 いいで 
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No. 所在地 道の駅名  No. 所在地 道の駅名 

119 山形県 とざわ  181 埼玉県 おかべ 

120 山形県 あさひまち  182 埼玉県 龍勢会館 

121 山形県 米沢  183 埼玉県 童謡のふる里おおとね 

122 福島県 ならは  184 埼玉県 はなぞの 

123 福島県 そうま  185 埼玉県 両神温泉薬師の湯 

124 福島県 会津柳津  186 埼玉県 かわもと 

125 福島県 ふくしま東和  187 埼玉県 めぬま 

126 福島県 尾瀬街道みしま宿  188 埼玉県 ちちぶ 

127 福島県 南相馬  189 埼玉県 アグリパークゆめすぎと 

128 福島県 よつくら港  190 埼玉県 果樹公園あしがくぼ 

129 福島県 あいづ ゆがわ・会津坂下  191 埼玉県 いちごの里 よしみ 

130 福島県 猪苗代  192 埼玉県 きたかわべ 

131 福島県 国見 あつかしの郷  193 埼玉県 庄和 

132 福島県 いいたて村の道の駅までい館  194 埼玉県 はにゅう 

133 福島県 伊達の郷りょうぜん  195 埼玉県 みなの 

134 茨城県 かつら  196 埼玉県 和紙の里ひがしちちぶ 

135 茨城県 さかい  197 千葉県 とみうら 

136 茨城県 しもつま  198 千葉県 三芳村 

137 茨城県 いたこ  199 千葉県 やちよ 

138 茨城県 ごか  200 千葉県 鴨川オーシャンパーク 

139 茨城県 まくらがの里 こが  201 千葉県 ローズマリー公園 

140 茨城県 ひたちおおた  202 千葉県 しょうなん 

141 茨城県 グランテラス筑西  203 千葉県 たけゆらの里おおたき 

142 栃木県 明治の森・黒磯  204 千葉県 多古 

143 栃木県 東山道伊王野  205 千葉県 あずの里いちはら 

144 栃木県 きつれがわ  206 千葉県 くりもと 

145 栃木県 どまんなかたぬま  207 千葉県 ちくら・潮風王国 

146 栃木県 はが  208 千葉県 富楽里とみやま 

147 栃木県 思川  209 千葉県 おおつの里 

148 栃木県 にしかた  210 千葉県 オライはすぬま 

149 栃木県 しもつけ  211 千葉県 ながら 

150 栃木県 うつのみや ろまんちっく村  212 千葉県 つどいの郷むつざわ 

151 栃木県 サシバの里いちかい  213 千葉県 和田浦 WA・O！ 

152 栃木県 日光  214 千葉県 発酵の里こうざき 

153 栃木県 ましこ  215 千葉県 季楽里あさひ 

154 栃木県 たかねざわ 元気あっぷむら  216 千葉県 保田小学校 

155 群馬県 上野  217 千葉県 みのりの郷東金 

156 群馬県 ぐりーんふらわー牧場・大胡  218 千葉県 いちかわ 

157 群馬県 上州おにし  219 東京都 八王子滝山 

158 群馬県 川場田園プラザ  220 神奈川県 山北 

159 群馬県 みなかみ水紀行館  221 神奈川県 足柄・金太郎のふるさと 

160 群馬県 白沢  222 新潟県 神林 

161 群馬県 こもち  223 新潟県 新潟ふるさと村 

162 群馬県 みょうぎ  224 新潟県 能生 

163 群馬県 万葉の里  225 新潟県 みかわ 

164 群馬県 しもにた  226 新潟県 ちぢみの里おぢや 

165 群馬県 よしおか温泉  227 新潟県 阿賀の里 

166 群馬県 赤城の恵  228 新潟県 越後出雲崎天領の里 

167 群馬県 甘楽  229 新潟県 胎内 

168 群馬県 あぐりーむ昭和  230 新潟県 良寛の里わしま 

169 群馬県 オアシスなんもく  231 新潟県 クロス１０十日町 

170 群馬県 ふじみ  232 新潟県 漢学の里しただ 

171 群馬県 おおた  233 新潟県 西山ふるさと公苑 

172 群馬県 八ッ場ふるさと館  234 新潟県 Ｒ２９０とちお 

173 群馬県 中山盆地  235 新潟県 親不知ピアパーク 

174 群馬県 あがつま峡  236 新潟県 瀬替えの郷せんだ 

175 群馬県 玉村宿  237 新潟県 雪のふるさとやすづか 

176 群馬県 尾瀬かたしな  238 新潟県 じょんのびの里高柳 

177 埼玉県 あらかわ  239 新潟県 越後川口 

178 埼玉県 おがわまち  240 新潟県 南魚沼 

179 埼玉県 川口・あんぎょう  241 新潟県 燕三条地場産センター 

180 埼玉県 大滝温泉  242 新潟県 庭園の郷 保内 
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No. 所在地 道の駅名  No. 所在地 道の駅名 

243 新潟県 たがみ  305 長野県 上田 道と川の駅 

244 新潟県 ながおか花火館  306 長野県 信州蔦木宿 

245 富山県 庄川  307 長野県 しなの 

246 富山県 うなづき  308 長野県 ぽかぽかランド美麻 

247 富山県 カモンパーク新湊  309 長野県 雷電くるみの里 

248 富山県 ウェーブパークなめりかわ  310 長野県 おがわ 

249 富山県 氷見  311 長野県 今井 恵みの里 

250 富山県 万葉の里高岡  312 長野県 FARMUS 木島平 

251 富山県 メルヘンおやべ  313 長野県 女神の里たてしな 

252 富山県 雨晴  314 長野県 いくさかの郷 

253 石川県 千枚田ポケットパーク  315 長野県 日義木曽駒高原 

254 石川県 高松  316 長野県 信州平谷 

255 石川県 しらやまさん  317 長野県 信濃路下條 

256 石川県 とぎ海街道  318 長野県 木曽ならかわ 

257 石川県 輪島  319 長野県 信州新野千石平 

258 石川県 ころ柿の里しか  320 長野県 木曽福島 

259 石川県 瀬女  321 長野県 木曽川源流の里 きそむら 

260 石川県 一向一揆の里  322 長野県 田切の里 

261 石川県 山中温泉 ゆけむり健康村  323 長野県 南信州とよおかマルシェ 

262 石川県 のとじま  324 岐阜県 明宝 

263 石川県 能登食祭市場  325 岐阜県 美濃白川 

264 石川県 狼煙  326 岐阜県 白山文化の里 長滝 

265 石川県 すずなり  327 岐阜県 賤母 

266 石川県 のと千里浜  328 岐阜県 星のふる里 ふじはし 

267 石川県 めぐみ白山  329 岐阜県 平成 

268 福井県 九頭竜  330 岐阜県 夢さんさん谷汲 

269 福井県 パークイン丹生ヶ丘  331 岐阜県 ななもり清見 

270 福井県 みくに  332 岐阜県 きりら坂下 

271 福井県 若狭熊川宿  333 岐阜県 クレール平田 

272 福井県 さかい  334 岐阜県 そばの郷 らっせぃみさと 

273 福井県 シーサイド高浜  335 岐阜県 織部の里・もとす 

274 福井県 若狭おばま  336 岐阜県 古今伝授の里やまと 

275 福井県 西山公園  337 岐阜県 みのかも 

276 福井県 越前  338 岐阜県 うすずみ桜の里・ねお 

277 福井県 一乗谷あさくら水の駅  339 岐阜県 夜叉ヶ池の里さかうち 

278 福井県 禅の里  340 岐阜県 おばあちゃん市・山岡 

279 福井県 恐竜渓谷かつやま  341 岐阜県 月見の里 南濃 

280 福井県 越前おおの荒島の郷  342 岐阜県 柳津 

281 福井県 南えちぜん山海里  343 岐阜県 白尾ふれあいパーク 

282 山梨県 甲斐大和  344 岐阜県 可児ッテ「ＣＡＮＩＴＴＥ」 

283 山梨県 なるさわ  345 岐阜県 清流白川 クオーレの里 

284 山梨県 しもべ  346 岐阜県 清流の里しろとり 

285 山梨県 とよとみ  347 岐阜県 パレットピアおおの 

286 山梨県 どうし  348 静岡県 宇津ノ谷峠（静岡側） 

287 山梨県 かつやま  349 静岡県 朝霧高原 

288 山梨県 花かげの郷まきおか  350 静岡県 川根温泉 

289 山梨県 富士吉田  351 静岡県 富士川楽座 

290 山梨県 南きよさと  352 静岡県 玉露の里 

291 山梨県 こぶちさわ  353 静岡県 天竜相津 花桃の里 

292 山梨県 みのぶ 富士川観光センター  354 静岡県 伊東マリンタウン 

293 山梨県 富士川  355 静岡県 掛川 

294 山梨県 こすげ  356 静岡県 ふじおやま 

295 山梨県 つる  357 静岡県 潮見坂 

296 山梨県 なんぶ  358 静岡県 伊豆のへそ 

297 長野県 信州新町  359 静岡県 下賀茂温泉 湯の花 

298 長野県 中条  360 静岡県 風のマルシェ御前崎 

299 長野県 みまき  361 静岡県 伊豆ゲートウェイ函南  

300 長野県 白馬  362 愛知県 豊根グリーンポート宮嶋 

301 長野県 ほっとぱ～く・浅科  363 愛知県 鳳来三河三石 

302 長野県 アルプス安曇野 ほりがねの里  364 愛知県 田原めっくんはうす 

303 長野県 風穴の里  365 愛知県 つぐ高原グリーンパーク 

304 長野県 北信州やまのうち  366 愛知県 アグリステーションなぐら 
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367 愛知県 デンパーク安城  429 兵庫県 みき 

368 愛知県 つくで手作り村  430 兵庫県 うずしお 

369 愛知県 あかばねロコステーション  431 兵庫県 播磨いちのみや 

370 愛知県 にしお岡ノ山  432 兵庫県 フレッシュあさご 

371 愛知県 瀬戸しなの  433 兵庫県 宿場町ひらふく 

372 愛知県 もっくる新城  434 兵庫県 あゆの里矢田川 

373 愛知県 とよはし  435 兵庫県 とうじょう 

374 愛知県 したら  436 兵庫県 いながわ 

375 三重県 飯高駅  437 兵庫県 東浦ターミナルパーク 

376 三重県 紀宝町ウミガメ公園  438 兵庫県 北はりまエコミュージアム 

377 三重県 奥伊勢木つつ木館  439 兵庫県 あいおい白龍城 

378 三重県 茶倉駅  440 兵庫県 淡河 

379 三重県 関宿  441 兵庫県 丹波おばあちゃんの里 

380 三重県 伊勢志摩  442 兵庫県 但馬のまほろば 

381 三重県 紀伊長島マンボウ  443 兵庫県 ようか但馬蔵 

382 三重県 あやま  444 兵庫県 みつ 

383 三重県 いが  445 兵庫県 あまるべ 

384 三重県 津かわげ  446 兵庫県 福良 

385 滋賀県 あいの土山  447 兵庫県 山田錦発祥のまち・多可 

386 滋賀県 くつき新本陣  448 兵庫県 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 

387 滋賀県 草津  449 兵庫県 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 

388 滋賀県 竜王かがみの里  450 兵庫県 銀の馬車道・神河 

389 滋賀県 アグリの郷栗東  451 奈良県 宇陀路大宇陀 

390 滋賀県 マキノ追坂峠  452 奈良県 大和路へぐり 

391 滋賀県 藤樹の里あどがわ  453 奈良県 吉野路 大淀ｉセンター 

392 滋賀県 伊吹の里  454 奈良県 かつらぎ 

393 滋賀県 せせらぎの里こうら  455 奈良県 レスティ 唐古・鍵 

394 滋賀県 妹子の郷  456 和歌山県 しみず 

395 滋賀県 アグリパーク竜王  457 和歌山県 San Pin  中津 

396 京都府 和  458 和歌山県 ふるさとセンター大塔 

397 京都府 ガレリアかめおか  459 和歌山県 志原海岸 

398 京都府 丹波マーケス  460 和歌山県 熊野古道中辺路 

399 京都府 瑞穂の里・さらびき  461 和歌山県 紀の川万葉の里 

400 京都府 京都新光悦村  462 和歌山県 水の郷日高川 龍游 

401 京都府 美山ふれあい広場  463 和歌山県 明恵ふるさと館 

402 京都府 ウッディー京北  464 和歌山県 あらぎの里 

403 京都府 スプリングスひよし  465 和歌山県 白崎海洋公園 

404 京都府 京丹波 味夢の里  466 和歌山県 くしもと橋杭岩 

405 京都府 お茶の京都 みなみやましろ村  467 和歌山県 柿の郷くどやま 

406 大阪府 ちはやあかさか  468 和歌山県 かつらぎ西 

407 大阪府 近つ飛鳥の里太子  469 和歌山県 たいじ 

408 大阪府 能勢（くりの郷）  470 和歌山県 青洲の里 

409 大阪府 かなん  471 和歌山県 くしがきの里 

410 大阪府 しらとりの郷・羽曳野  472 和歌山県 ねごろ歴史の丘 

411 大阪府 いずみ山愛の里  473 和歌山県 四季の郷公園 

412 大阪府 とっとパーク小島  474 鳥取県 大栄 

413 大阪府 愛彩ランド  475 鳥取県 はっとう 

414 大阪府 みさき  476 鳥取県 神話の里 白うさぎ 

415 大阪府 奥河内くろまろの郷  477 鳥取県 清流茶屋かわはら 

416 兵庫県 はが  478 鳥取県 若桜 

417 兵庫県 あさご  479 鳥取県 燕趙園 

418 兵庫県 ちくさ  480 鳥取県 きなんせ岩美 

419 兵庫県 神鍋高原  481 鳥取県 にちなん日野川の郷 

420 兵庫県 村岡ファームガーデン  482 鳥取県 西いなば気楽里 

421 兵庫県 やぶ  483 島根県 掛合の里 

422 兵庫県 但馬楽座  484 島根県 頓原 

423 兵庫県 みなみ波賀  485 島根県 ゆうひパーク浜田 

424 兵庫県 しんぐう  486 島根県 ゆうひパーク三隅 

425 兵庫県 杉原紙の里・多可  487 島根県 瑞穂 

426 兵庫県 あおがき  488 島根県 サンエイト美都 

427 兵庫県 ハチ北  489 島根県 奥出雲おろちループ 

428 兵庫県 あわじ  490 島根県 キララ多伎 
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491 島根県 湯の川  553 徳島県 わじき 

492 島根県 シルクウェイにちはら  554 徳島県 公方の郷なかがわ 

493 島根県 秋鹿なぎさ公園  555 徳島県 もみじ川温泉 

494 島根県 津和野温泉 なごみの里  556 徳島県 温泉の里神山 

495 島根県 さくらの里きすき  557 徳島県 日和佐 

496 島根県 本庄  558 徳島県 ひなの里かつうら 

497 島根県 匹見峡  559 徳島県 みまの里 

498 島根県 インフォメーションセンターかわもと  560 徳島県 いたの 

499 島根県 むいかいち温泉  561 香川県 津田の松原 

500 島根県 ロード銀山  562 香川県 ことひき 

501 島根県 おろちの里  563 香川県 ふれあいパークみの 

502 島根県 あらエッサ  564 香川県 小豆島オリーブ公園 

503 島根県 たたらば壱番地  565 香川県 小豆島ふるさと村 

504 島根県 ごいせ仁摩  566 香川県 空の夢もみの木パーク 

505 岡山県 かもがわ円城  567 香川県 滝宮 

506 岡山県 がいせん桜 新庄宿  568 香川県 ことなみ 

507 岡山県 あわくらんど  569 香川県 恋人の聖地うたづ臨海公園 

508 岡山県 くめなん  570 香川県 とよはま 

509 岡山県 みやま公園  571 香川県 ながお 

510 岡山県 一本松展望園  572 香川県 香南楽湯 

511 岡山県 黒井山グリーンパーク  573 愛媛県 マイントピア別子 

512 岡山県 鯉が窪  574 愛媛県 ふたみ 

513 岡山県 蒜山高原  575 愛媛県 内子フレッシュパークからり 

514 岡山県 風の家  576 愛媛県 伊方きらら館 

515 岡山県 彩菜茶屋  577 愛媛県 今治湯ノ浦温泉 

516 岡山県 奥津温泉  578 愛媛県 虹の森公園まつの 

517 岡山県 久米の里  579 愛媛県 伯方Ｓ・Ｃパーク 

518 岡山県 醍醐の里  580 愛媛県 今治市多々羅しまなみ公園 

519 岡山県 かよう  581 愛媛県 清流の里ひじかわ 

520 岡山県 笠岡ベイファーム  582 愛媛県 よしうみいきいき館 

521 岡山県 やかげ宿  583 愛媛県 みま 

522 広島県 さんわ 182 ステーション  584 愛媛県 うわじま きさいや広場 

523 広島県 豊平どんぐり村  585 愛媛県 霧の森 

524 広島県 来夢とごうち  586 愛媛県 八幡浜みなっと 

525 広島県 アリストぬまくま  587 愛媛県 どんぶり館 

526 広島県 ゆめランド布野  588 愛媛県 天空の郷さんさん 

527 広島県 ふぉレスト君田  589 愛媛県 なかやま 

528 広島県 クロスロードみつぎ  590 高知県 大杉 

529 広島県 舞ロードＩＣ千代田  591 高知県 南国風良里 

530 広島県 たけはら  592 高知県 布施ヶ坂 

531 広島県 みはら神明の里  593 高知県 土佐和紙工芸村 

532 広島県 たかの  594 高知県 かわうその里すさき 

533 広島県 世羅  595 高知県 あぐり窪川 

534 広島県 びんご府中  596 高知県 ６３３美の里 

535 広島県 三矢の里あきたかた  597 高知県 ビオスおおがた 

536 山口県 阿武町  598 高知県 なぶら土佐佐賀 

537 山口県 ゆとりパークたまがわ  599 高知県 なかとさ 

538 山口県 ハピネスふくえ  600 福岡県 しんよしとみ 

539 山口県 長門峡  601 福岡県 うきは 

540 山口県 おふく  602 福岡県 おおむた 

541 山口県 みとう  603 福岡県 たちばな 

542 山口県 うり坊の郷ｋａｔａｍａｔａ  604 福岡県 うすい 

543 山口県 蛍街道西ノ市  605 福岡県 歓遊舎ひこさん 

544 山口県 きらら あじす  606 福岡県 むなかた 

545 山口県 萩・さんさん三見  607 福岡県 くるめ 

546 山口県 北浦街道 豊北  608 福岡県 香春 

547 山口県 ソレーネ周南  609 福岡県 おおき 

548 山口県 上関海峡  610 福岡県 みやま 

549 山口県 潮彩市場防府  611 佐賀県 鹿島 

550 山口県 センザキッチン  612 佐賀県 桃山天下市 

551 徳島県 鷲の里  613 佐賀県 吉野ヶ里 

552 徳島県 どなり  614 佐賀県 しろいし 
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615 長崎県 生月大橋  677 鹿児島県 たるみずはまびら 

616 長崎県 みずなし本陣ふかえ  678 沖縄県 許田 

617 長崎県 昆虫の里たびら  679 沖縄県 おおぎみ 

618 長崎県 彼杵の荘  680 沖縄県 ゆいゆい国頭 

619 長崎県 夕陽が丘そとめ  681 沖縄県 かでな 

620 長崎県 松浦海のふるさと館  682 沖縄県 いとまん 

621 長崎県 遣唐使ふるさと館  683 沖縄県 ぎのざ 

622 長崎県 長崎街道鈴田峠  684 沖縄県 サンライズひがし 

623 熊本県 旭志  685 福島県 ふくしま 

624 熊本県 大津  686 茨城県 かさま 

625 熊本県 坂本  687 富山県 KOKO くろべ 

626 熊本県 不知火  688 沖縄県 やんばるパイナップルの丘安波 

627 熊本県 七城メロンドーム     

628 熊本県 泗水     

629 熊本県 清和文楽邑     

630 熊本県 錦     

631 熊本県 子守唄の里五木     

632 熊本県 みなまた     

633 熊本県 美里「佐俣の湯」     

634 熊本県 上天草さんぱーる     

635 熊本県 水辺プラザかもと     

636 熊本県 すいかの里植木     

637 熊本県 宮地岳かかしの里     

638 熊本県 東陽     

639 大分県 原尻の滝     

640 大分県 宇目     

641 大分県 竹田     

642 大分県 あさじ     

643 大分県 やよい     

644 大分県 きよかわ     

645 大分県 ゆふいん     

646 大分県 みえ     

647 大分県 かまえ     

648 大分県 おおの     

649 大分県 くにみ     

650 大分県 すごう     

651 大分県 のつはる     

652 宮崎県 高岡     

653 宮崎県 北川はゆま     

654 宮崎県 青雲橋     

655 宮崎県 山之口     

656 宮崎県 北浦     

657 宮崎県 田野     

658 宮崎県 酒谷     

659 宮崎県 とうごう     

660 宮崎県 都城     

661 宮崎県 日向     

662 宮崎県 高千穂     

663 宮崎県 北方よっちみろ屋     

664 鹿児島県 喜入     

665 鹿児島県 霧島     

666 鹿児島県 樋脇     

667 鹿児島県 長島     

668 鹿児島県 川辺やすらぎの郷     

669 鹿児島県 桜島     

670 鹿児島県 おおすみ弥五郎伝説の里     

671 鹿児島県 たからべ     

672 鹿児島県 いぶすき     

673 鹿児島県 たるみず     

674 鹿児島県 すえよし     

675 鹿児島県 黒之瀬戸だんだん市場     

676 鹿児島県 山川港活お海道     

 


