
地域ブランド調査2017 調査対象町村一覧
2017年8月　ブランド総合研究所

県NO 町村名 都道府県名 エリア 県NO 町村名 都道府県名 エリア

1 中標津町 北海道 北海道・東北 9 那須町 栃木県 関東

1 白老町 北海道 北海道・東北 9 益子町 栃木県 関東

1 美瑛町 北海道 北海道・東北 9 茂木町 栃木県 関東

1 洞爺湖町 北海道 北海道・東北 10 みなかみ町 群馬県 関東

1 広尾町 北海道 北海道・東北 10 嬬恋村 群馬県 関東

1 鹿追町 北海道 北海道・東北 10 昭和村 群馬県 関東

1 蘭越町 北海道 北海道・東北 10 川場村 群馬県 関東

1 増毛町 北海道 北海道・東北 10 草津町 群馬県 関東

1 清里町 北海道 北海道・東北 10 上野村 群馬県 関東

1 乙部町 北海道 北海道・東北 10 長野原町 群馬県 関東

1 ニセコ町 北海道 北海道・東北 11 東秩父村 埼玉県 関東

1 京極町 北海道 北海道・東北 12 鋸南町 千葉県 関東

1 利尻町 北海道 北海道・東北 12 御宿町 千葉県 関東

1 喜茂別町 北海道 北海道・東北 12 白子町 千葉県 関東

1 真狩村 北海道 北海道・東北 13 新島村 東京都 関東

1 中頓別町 北海道 北海道・東北 14 葉山町 神奈川県 関東

1 留寿都村 北海道 北海道・東北 14 二宮町 神奈川県 関東

1 弟子屈町 北海道 北海道・東北 14 開成町 神奈川県 関東

1 大空町 北海道 北海道・東北 14 箱根町 神奈川県 関東

1 新得町 北海道 北海道・東北 14 寒川町 神奈川県 関東

1 天塩町 北海道 北海道・東北 14 湯河原町 神奈川県 関東

1 奥尻町 北海道 北海道・東北 14 大磯町 神奈川県 関東

1 陸別町 北海道 北海道・東北 15 湯沢町 新潟県 中部

1 南富良野町 北海道 北海道・東北 17 能登町 石川県 中部

1 壮瞥町 北海道 北海道・東北 17 穴水町 石川県 中部

1 岩内町 北海道 北海道・東北 17 志賀町 石川県 中部

1 神恵内村 北海道 北海道・東北 18 永平寺町 福井県 中部

1 由仁町 北海道 北海道・東北 18 南越前町 福井県 中部

1 泊村 北海道 北海道・東北 18 越前町 福井県 中部

1 栗山町 北海道 北海道・東北 18 おおい町 福井県 中部

2 おいらせ町 青森県 北海道・東北 18 高浜町 福井県 中部

2 田子町 青森県 北海道・東北 18 美浜町 福井県 中部

2 深浦町 青森県 北海道・東北 18 若狭町 福井県 中部

2 大間町 青森県 北海道・東北 19 富士河口湖町 山梨県 中部

3 葛巻町 岩手県 北海道・東北 19 山中湖村 山梨県 中部

3 平泉町 岩手県 北海道・東北 20 箕輪町 長野県 中部

4 松島町 宮城県 北海道・東北 20 軽井沢町 長野県 中部

4 村田町 宮城県 北海道・東北 20 木曽町 長野県 中部

4 南三陸町 宮城県 北海道・東北 20 飯綱町 長野県 中部

4 女川町 宮城県 北海道・東北 20 小布施町 長野県 中部

5 美郷町 秋田県 北海道・東北 20 信濃町 長野県 中部

5 羽後町 秋田県 北海道・東北 20 白馬村 長野県 中部

6 高畠町 山形県 北海道・東北 20 原村 長野県 中部

6 大江町 山形県 北海道・東北 20 大桑村 長野県 中部

7 西郷村 福島県 北海道・東北 20 野沢温泉村 長野県 中部

7 飯舘村 福島県 北海道・東北 20 坂城町 長野県 中部

7 下郷町 福島県 北海道・東北 20 山ノ内町 長野県 中部

7 只見町 福島県 北海道・東北 20 佐久穂町 長野県 中部

7 北塩原村 福島県 北海道・東北 21 白川町 岐阜県 中部

7 富岡町 福島県 北海道・東北 21 白川村 岐阜県 中部

8 大洗町 茨城県 関東 21 東白川村 岐阜県 中部

8 阿見町 茨城県 関東 21 関ヶ原町 岐阜県 中部

8 大子町 茨城県 関東 21 養老町 岐阜県 中部

8 東海村 茨城県 関東 22 東伊豆町 静岡県 中部

9 壬生町 栃木県 関東 22 松崎町 静岡県 中部
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23 設楽町 愛知県 中部 44 玖珠町 大分県 九州・沖縄

24 紀北町 三重県 近畿 44 姫島村 大分県 九州・沖縄

24 多気町 三重県 近畿 45 川南町 宮崎県 九州・沖縄

24 紀宝町 三重県 近畿 45 高千穂町 宮崎県 九州・沖縄

24 大台町 三重県 近畿 45 椎葉村 宮崎県 九州・沖縄

24 大紀町 三重県 近畿 45 綾町 宮崎県 九州・沖縄

24 御浜町 三重県 近畿 45 諸塚村 宮崎県 九州・沖縄

24 度会町 三重県 近畿 46 中種子町 鹿児島県 九州・沖縄

25 日野町 滋賀県 近畿 46 南種子町 鹿児島県 九州・沖縄

25 多賀町 滋賀県 近畿 46 屋久島町 鹿児島県 九州・沖縄

28 香美町 兵庫県 近畿 46 与論町 鹿児島県 九州・沖縄

29 天川村 奈良県 近畿 47 読谷村 沖縄県 九州・沖縄

30 白浜町 和歌山県 近畿 47 北谷町 沖縄県 九州・沖縄

30 串本町 和歌山県 近畿 47 金武町 沖縄県 九州・沖縄

30 那智勝浦町 和歌山県 近畿 47 久米島町 沖縄県 九州・沖縄

30 みなべ町 和歌山県 近畿 47 国頭村 沖縄県 九州・沖縄

30 すさみ町 和歌山県 近畿 47 伊江村 沖縄県 九州・沖縄

30 九度山町 和歌山県 近畿 47 竹富町 沖縄県 九州・沖縄

31 大山町 鳥取県 中国・四国 47 東村 沖縄県 九州・沖縄

31 伯耆町 鳥取県 中国・四国 47 西原町 沖縄県 九州・沖縄

32 津和野町 島根県 中国・四国 47 与那国町 沖縄県 九州・沖縄

32 海士町 島根県 中国・四国

33 鏡野町 岡山県 中国・四国

33 新庄村 岡山県 中国・四国

34 府中町 広島県 中国・四国

34 熊野町 広島県 中国・四国

34 北広島町 広島県 中国・四国

34 世羅町 広島県 中国・四国

36 上勝町 徳島県 中国・四国

36 藍住町 徳島県 中国・四国

36 神山町 徳島県 中国・四国

37 宇多津町 香川県 中国・四国

37 小豆島町 香川県 中国・四国

37 土庄町 香川県 中国・四国

37 直島町 香川県 中国・四国

38 愛南町 愛媛県 中国・四国

38 砥部町 愛媛県 中国・四国

38 内子町 愛媛県 中国・四国

38 伊方町 愛媛県 中国・四国

39 四万十町 高知県 中国・四国

39 黒潮町 高知県 中国・四国

39 馬路村 高知県 中国・四国

39 中土佐町 高知県 中国・四国

40 大刀洗町 福岡県 九州・沖縄

41 有田町 佐賀県 九州・沖縄

41 玄海町 佐賀県 九州・沖縄

42 新上五島町 長崎県 九州・沖縄

42 小値賀町 長崎県 九州・沖縄

42 波佐見町 長崎県 九州・沖縄

43 南阿蘇村 熊本県 九州・沖縄

43 小国町 熊本県 九州・沖縄

43 南小国町 熊本県 九州・沖縄

43 御船町 熊本県 九州・沖縄

43 山江村 熊本県 九州・沖縄

44 日出町 大分県 九州・沖縄
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