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道の駅 冊 住　　　所

道の駅　さとみ 18 茨城県常陸太田市小菅町694-3　
道の駅　奥久慈だいご 72 茨城県久慈郡大子町大字池田2830-1 
道の駅　しもつま 120 茨城県下妻市大字数須140　
道の駅　ごか 112 茨城県猿島郡五霞町幸主18-1　　
道の駅　まくらがの里こが 50 茨城県古河市大和田2623
道の駅　日立おさかなセンター 53 茨城県日立市みなと町5779-24
道の駅　常陸大宮 60 茨城県常陸大宮市岩崎717-1
道の駅　もてぎ 13 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1090-1
道の駅　明治の森・黒磯 10 栃木県那須塩原市共墾社108-2　
道の駅　ばとう 15 栃木県那須郡那珂川町北向田179-1　
道の駅　東山道伊王野 43 栃木県那須郡那須町大字伊王野459　
道の駅　きつれがわ 140 栃木県さくら市喜連川4145-10
道の駅　どまんなか　たぬま 40 栃木県佐野市吉水町366-2
道の駅　はが 28 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井842-1
道の駅　那須与一の郷 15 栃木県大田原市南金丸1584-6　
道の駅　那須野が原博物館 10 栃木県那須塩原市三島5-1　
道の駅　みかも 60 栃木県栃木市藤岡町大字大田和678　
道の駅　思川 8 栃木県小山市大字下国府塚25-1　
道の駅　みぶ 45 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷1870-2　
道の駅　しもつけ 15 栃木県下野市薬師寺3720-1　
道の駅　やいた 20 栃木県矢板市矢板114-1 
道の駅　うつのみやろまんちっく村 71 栃木県宇都宮市新里町丙254　
道の駅　サシバの里いちかい 28 栃木県芳賀郡市貝町市塙1270
道の駅　ましこ 99 栃木県芳賀郡益子町大字長堤2271
道の駅　ぐりーんふらわー牧場・大胡 24 群馬県前橋市滝窪町813-205　
道の駅　川場田園プラザ 35 群馬県利根郡川場村大字荻室385
道の駅　みなかみ水紀行館 16 群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-1
道の駅　草津運動茶屋公園 53 群馬県吾妻郡草津町大字草津2-1
道の駅　くろほね・やまびこ 90 群馬県桐生市黒保根町下田沢91-4
道の駅　ららんふじおか 45 群馬県藤岡市中1131-8　
道の駅　たくみの里 60 群馬県利根郡みなかみ町須川847
道の駅　霊山たけやま 10 群馬県吾妻郡中之条町大字五反田222-1
道の駅　よしおか温泉 32 群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原2004
道の駅　赤城の恵 15 群馬県前橋市荻窪町437-10　
道の駅　あぐりーむ昭和 43 群馬県利根郡昭和村森下2406-2
道の駅　八ツ場ふるさと館 100 群馬県吾妻郡長野原町大字林1567-4　
道の駅　中山盆地 20 群馬県吾妻郡高山村大字中山2357-1
道の駅　あらかわ 52 埼玉県秩父市荒川日野538-1
道の駅　おがわまち 20 埼玉県比企郡小川町大字小川1220　
道の駅　両神温泉薬師の湯 27 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2380
道の駅　ちちぶ 36 埼玉県秩父市大宮4625
道の駅　アグリパークゆめすぎと 45 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽823-2　　
道の駅　いちごの里よしみ 8 埼玉県比企郡吉見町大字久保田1737　
道の駅　庄和 164 埼玉県春日部市上柳995　
道の駅　みなの 20 埼玉県秩父郡皆野町皆野3236-35
道の駅　和紙の里ひがしちちぶ 53 埼玉県秩父郡東秩父村御堂441
道の駅　とみうら（枇杷倶楽部） 33 千葉県南房総市富浦町青木123-1
道の駅　三芳村(鄙の里） 3 千葉県南房総市川田82-2　
道の駅　きょなん 67 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458　
道の駅　鴨川オーシャンパーク 68 千葉県鴨川市江見太夫埼22
道の駅　ローズマリー公園 1 千葉県南房総市白子1501
道の駅　ふれあいパーク・きみつ 25 千葉県君津市笹1766-3
道の駅　しょうなん 105 千葉県柏市箕輪新田59-2
道の駅　たけゆらの里おおたき 109 千葉県夷隈郡大多喜町石神855
道の駅　多古 23 千葉県香取郡多古町多古1069-1
道の駅　くりもと 42 千葉県香取市沢1372-1
道の駅　ちくら・潮風王国 5 千葉県南房総市千倉町千田1051
道の駅　富楽里とみやま 95 千葉県南房総市二部12211
道の駅　オライはすぬま 100 千葉県山武市蓮沼ハの4826　
道の駅　ながら 20 千葉県長生郡長柄町六地蔵138-1
道の駅　つどいの郷むつざわ 10 千葉県長生郡睦沢町上之郷2048-1
道の駅　南房パラダイス 5 千葉県館山市藤原1497　
道の駅　水の郷さわら 15 千葉県香取市佐原イ3981-2
道の駅　風和里しばやま 9 千葉県山武郡芝山町小池2568
道の駅　季楽里あさひ 34 千葉県旭市イの5238
道の駅　保田小学校 240 千葉県安房郡鋸南町保田724
道の駅　みのりの郷東金 115 千葉県東金市田間1300-3
道の駅　木更津うまくたの里 103 千葉県木更津市下郡1369-1
道の駅　箱根峠 47 神奈川県足柄下郡箱根町箱根381-22
道の駅　山北 75 神奈川県足柄上郡山北町湯触317
道の駅　とみざわ 72 山梨県南巨摩郡南部町福士28507-1
道の駅　甲斐大和 81 山梨県甲州市大和町初鹿野2248　
道の駅　なるさわ 103 山梨県南都留郡鳴沢村8532-63
道の駅　みとみ 148 山梨県山梨市三富川浦1822-1
道の駅　しもべ 11 山梨県巨摩郡身延町古関4321　
道の駅　とよとみ 41 山梨県中央市浅利1010-1
道の駅　かつやま 19 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3758-1
道の駅　はくしゅう 128 山梨県北杜市白州町白須1308　
道の駅　富士吉田 300 山梨県富士吉田市新屋1936-6
道の駅　南きよさと 54 山梨県北杜市高根町760
道の駅　こぶちさわ 45 山梨県北杜市小渕沢町2968-1
道の駅　みのぶ　富士川観光センター 13 山梨県南巨摩郡身延町下山1597
道の駅　たばやま 10 山梨県北都留郡丹波山村2901
道の駅　つる 23 山梨県都留市大原88
道の駅　信州新町 17 長野県上水内郡信州新町大字水内4619
道の駅　信越さかえ 5 長野県下水内郡栄村大字北信3746-1
道の駅　池田 33 長野県北安曇郡池田町大字会染6330-1
道の駅　中条 20 長野県上水内郡中条村大字住良木1704
道の駅　ほっとぱーく・浅科 10 長野県佐久市甲2177-1
道の駅　風穴の里 24 長野県松本市安曇3528-1
道の駅　北信州やまのうち 16 長野県下高井郡山ノ内町大字佐野393-2
道の駅　上田　道と川の駅 32 長野県上田市小泉字塩田川原2575-2
道の駅　信州蔦木宿 75 長野県諏訪郡富士見町落合1984-1
道の駅　小谷 4 長野県北安曇郡小谷村大字北小谷1861-1　
道の駅　ぽかぽかランド美麻 16 長野県大町市美麻16784　
道の駅　オアシスおぶせ 10 長野県上高井郡小布施町大字大島601　
道の駅　雷電くるみの里 32 〒389-0512長野県東御滋野乙4524-1
道の駅　おがわ 10 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8
道の駅　美ヶ原高原 21 長野県上田市武石上本入2085-70　
道の駅　今井恵みの里 5 長野県松本市大字今井886-2　
道の駅　FARMUS木島平 2 長野県下高井郡木島平村大字上木島38-1　
道の駅　ヘルシーテラス佐久南 20 長野県佐久市猿久保882
道の駅　女神の里たてしな 20 長野県北佐久郡立科町茂田井2480
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