
0Copyright : ©2016 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved.

2016年7月-9月期



1Copyright : ©2016 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved.

エリアマッチシリーズ概要

概要
エリアマッチシリーズは、各種地域情報を提供するサイト上で、エリア指定情報（緯度経度・住所文字列等）にマッチした広告を配信するネットワーク広告サービスです。

特定の地域に関心が高いユーザに向けて広告を配信することができます。

広告主様
ウェブサイト

エリアネットワーク
広告配信システム

×

約40サイト

ユーザ

広告データ配信

広告主様
ウェブサイト

広告主様例

●地域密着型店舗
・飲食店
・宿泊施設
・美容店
・病院
・小売店 等

●地域関連商材
・不動産
・旅行/観光レジャー
・特産物
・イベント
・求人
・共同クーポン 等

エリアネットワークにおいて
検索した地域にマッチした広告掲載

地域情報を検索
広告主様サイトへ
アクセス

例）goo天気＞東京付近の天気
東京

付近の天気
を見たい。

新宿駅まで
電車で
行きたい。

新宿付近で
飲食店を
探したい。

エリア指定情報送信

・緯度経度（例：東京駅の緯度経度）
・住所文字列（例：東京都新宿区新宿三丁目）
・エリア名（例：新宿東口）

例）goo地図＞東京都の住所一覧

エリアマッチ

エリア
マッチ

エリアマッチ
ワイド

http://ekitan.com/
http://ekitan.com/
http://r.tabelog.com/
http://r.tabelog.com/
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エリアマッチシリーズ 各メニュー

概要 エリアマッチシリーズは、展開したいエリア範囲と期待する広告効果に応じてデバイス毎にラインアップしています。

メニュー名 料金 媒体種別 配信サイト 掲載エリア指定方法 枠数 クリエイティブ 同時掲載本数

エリアマッチ

【click課金】
その他：\40

病院・不動産：\60
美容・金融：\100

PC
約30の

地域情報サイト

各広告掲載媒体が指定するエ
リアに広告主様が運営する店

舗もしくは施設がある、又は
エリアを指定した場合、広告

が掲載される。

2枠～10枠(ローテーション)

※広告掲載媒体により、掲載
枠数が違います。

画像＋テキスト 1プラン1店舗1広告

エリアマッチ
スマホ

【click課金】
その他：\40

病院・不動産：\60
美容・金融：\100

SP
約8の

地域情報サイト

各広告掲載媒体が指定するエ
リアに広告主様が運営する店

舗もしくは施設がある、又は
エリアを指定した場合、広告

が掲載される。

1枠～10枠

※広告掲載媒体により、掲載
枠数が違います。

画像＋テキスト 1エリア最大3広告
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エリアマッチ

※掲載パートナーサイトは予告なく変更される可能性があります。
※本広告以外の各媒体社の広告については、各媒体社の広告メニューにてご確認ください。

サイトデータ imps数 8億imps/月 サイト数 約30サイト （自社調べによる2016年3月実績）

概要
各種地域情報サイトを幅広くネットワーク化。ユーザが特定地域を閲覧した際、その検索結果に応じて、その周辺の店舗に関する広告情報を掲載するサービスです。
地域を絞り込んで掲載するため、特定地域に特に関心が高いユーザの来店効果が期待できます。

主要掲載パートナーサイト(約40サイト)

2016年3月現在

gooグルメ&料理 http://map.goo.ne.jp/ 食べログ http://tabelog.com/ 映画.com http://eiga.com/

goo天気 http://weather.goo.ne.jp/ 駅探 http://ekitan.com/ 生活ガイド.com http://www.seikatsu-guide.com/

goo地図 http://map.goo.ne.jp/ いつもNAVI http://www.its-mo.com/ 30min http://30min.jp/

goo旅行 http://travel.goo.ne.jp/ NAVITIME http://www.navitime.co.jp/ ニフティ地図 http://map-nifty.com/

goo路線 http://transit.goo.ne.jp/ スタイルアリーナ http://www.style-arena.jp/ 湯oogle http://www.yoogle.jp/

gooヘルスケア http://health.goo.ne.jp/ まいぷれ http://www.mypl.net/ NEXCO 中日本 http://www.c-nexco.co.jp/

gooブログ http://blog.goo.ne.jp/ SHIKOKU NEWS http://www.shikoku-np.co.jp/ Lmaga.jp http://lmaga.jp

goo住宅＆不動産 http://house.goo.ne.jp/ ジョルダン http://www.jorudan.co.jp/
病院・歯医者検索
「お医者さんガイド」

http://www.10man-doc.co.jp/

goo郵便番号 http://postcode.goo.ne.jp/ MapFan http://www.mapfan.com/ みんなの高校情報 http://www.minkou.jp/

gooタウンページ http://townpage.goo.ne.jp/ 地球の歩き方 http://www.arukikata.co.jp/ 他
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エリアマッチ

入稿期限 掲載開始5営業日前

※レイアウトは予告なく変更される場合がございます。
※広告掲載媒体により、掲載されない項目があります。

エリアマッチ

料金
（CPC）

掲載期間/枠数 任意（最低1週間以上）

掲載タイプ クリック課金

掲載面
地図系サイト、路線系サイト、地域情報系サイト

※業種毎に掲載面を変更します。

同時掲載本数 1本のみ（拠点ごと）

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿サイズ

画像：W60（固定）×H65ピクセル以内 gif･jpg (15KB以内、アニメーション不可)

タイトル文：32文字以内（改行位置指定不可） ※1

概要文：32文字以内（改行位置指定不可） ※1

サブリンクテキスト1：20文字以内（改行位置指定不可） ※2

サブリンクテキスト2：20文字以内（改行位置指定不可） ※2

表示用URL：英数半角35文字以内

※1．全角・半角に関わらず32文字以内となります

※2．全角・半角に関わらず20文字以内となります。

※3．リンク先は、タイトル文、サブリンクテキスト1、サブリンクテキスト2で夫々1箇所指定可能です。

※4．広告掲載媒体により、掲載されない項目があります。

掲載可能エリア

備考

乗換案内ジョルダン 検索結果

エリアマッチ

goo天気 検索結果

エリアマッチ

※業種毎のクリック単価の詳細については営業担当までお問合せください
※別途、初期費用(¥1,000)が必要となります

¥40 ¥60 ¥100

その他
病院

不動産
美容
金融

業種毎のクリック単価

店舗・施設の所在地、詳細エリア～全国まで任意に選択可能

※広告主様が運営する店舗住所、掲載希望エリア、期間をご指定のうえ、ご照会ください。

※原則、終了日の保証はしておりません。

※特定エリア買い切りのお申込があった場合、当該エリアについては決定優先での

ご案内となります。
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サイト名 サイトジャンル 特徴 サイト運営者

食べログ グルメ情報サイト ランキングと口コミで探せるグルメサイトです。 株式会社カカクコム

サンゼロミニッツ タウン情報サイト ブログから街の話題がわかるタウン情報サイトです。 株式会社イード

スポットリスト 電話帳アプリ 電話帳機能を拡張する Xperia専用アプリです。 ソニーマーケティング株式会社

gooグルメ&料理 グルメ情報サイト
食べログ、ぐるなび、ホットペッパーなど大手グルメサイト情報を、場所や料理ジャンル、目的、ク
チコミから探せます。

NTTレゾナント株式会社

goo天気 天気情報サイト 各地の天気予報・ピンポイント天気・週間天気・地震情報・台風情報をお伝えします。 NTTレゾナント株式会社

goo路線 交通情報サイト
乗り換え案内と駅の時刻表を検索できる路線検索サービスです。全国の路線図,新幹線,JR,私鉄,
地下鉄などに対応してます。

NTTレゾナント株式会社

goo旅行 旅行情報サイト 大手旅行系サイトのホテル情報を比較検討しながら検索できる旅行情報サイトです。 NTTレゾナント株式会社

gooタウンページ 地域情報サイト 各都道府県毎のお店を探す、インターネットの電話帳です。 NTTレゾナント株式会社

エリアマッチスマホ

サイトデータ imps数 10億imps/月 サイト数 約8サイト （自社調べによる2016年3月実績）

概要
各種地域情報サイトを幅広くネットワーク化。ユーザが特定地域を閲覧した際、その検索結果に応じて、その周辺の店舗に関する広告情報を掲載するサービスです。
地域を絞り込んで掲載するため、特定地域に特に関心が高いユーザの閲覧が期待できます。

主要掲載パートナーサイト(約8サイト)
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エリアマッチスマホ

入稿期限 掲載開始5営業日前

※レイアウトは予告なく変更される場合がございます。
※広告掲載媒体により、掲載されない項目があります。

エリアマッチスマホ

料金

（CPC）

掲載期間/枠数 任意（最低1週間以上）

掲載タイプ クリック課金

掲載面
地図系サイト、路線系サイト、地域情報系サイト

※業種毎に掲載面を変更します。

同時掲載本数 3本まで（拠点ごと）

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿サイズ

画像：W100×H100ピクセル gif･jpg (50KB以内、アニメーション不可)

タイトル文：32文字以内（改行位置指定不可） ※1 ※2

概要文：32文字以内（改行位置指定不可） ※1

表示用URL：英数半角35文字以内 ※3

※1．全角・半角に関わらず32文字以内となります

※2．リンク先は、タイトル文で1箇所となります。

※3．広告掲載媒体により、掲載されない項目があります。

掲載可能エリア 店舗・施設の所在地、詳細エリア～全国まで任意に選択可能

※業種毎のクリック単価の詳細については営業担当までお問合せください
※別途、初期費用(¥1,000)が必要となります

備考

※広告主様が運営する店舗住所、掲載希望エリア、期間をご指定のうえ、ご照会ください。

※原則、終了日の保証はしておりません。

※特定エリア買い切りのお申込があった場合、当該エリアについては決定優先での

ご案内となります。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○.jp

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○.jp

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○.jp

¥40 ¥60 ¥100

その他
病院

不動産
美容
金融

業種毎のクリック単価



7Copyright : ©2016 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved. 7

エリアイメージは以下URLよりご確認頂けます。
http://ta.goo.ne.jp/area_map/

都道府県 iエリア名 東京都 三軒茶屋/三宿 神奈川県 磯子 長野県 諏訪 三重県 上野/名張 京都府 京都府北部 福岡県 久留米/甘木

北海道 すすきの 東京都 三宅島/八丈島 神奈川県 横須賀/逗子 長野県 大糸線沿線/北アルプス 三重県 津/久居 京都府 銀閣寺/岡崎周辺 福岡県 京築

北海道 旭川/上川 東京都 四谷 神奈川県 横浜 長野県 長野 三重県 尾鷲/熊野 京都府 桂/洛西 福岡県 若松区/戸畑区/八幡東区

北海道 浦河/日高 東京都 自由が丘 神奈川県 鎌倉/由比/大船 長野県 木曽 三重県 鈴鹿/亀山 京都府 五条通周辺 福岡県 宗像/古賀/粕屋

北海道 岩見沢/空知 東京都 柴又 神奈川県 関内/伊勢佐木町 山梨県 甲府 石川県 奥能登 京都府 三条/四条 福岡県 小倉北区

北海道 琴似/八軒 東京都 秋葉原 神奈川県 希望が丘/二俣川 山梨県 身延線周辺 石川県 金石/内灘/金沢東 京都府 山科 福岡県 前原/糸島

北海道 釧路 東京都 渋谷駅周辺 神奈川県 元町/中華街 山梨県 富士吉田 石川県 金沢駅/武蔵/東山 京都府 四条大宮 福岡県 早良区/西区

北海道 桑園/円山/伏見 東京都 渋谷明治通り/宮益坂 神奈川県 戸塚 新潟県 佐渡 石川県 金沢西/寺町/有松 京都府 修学院/岩倉/八瀬/大原 福岡県 太宰府/筑紫野

北海道 厚別 東京都 初台/代々木上原 神奈川県 弘明寺/井土ヶ谷 新潟県 糸魚川/直江津 石川県 兼六園/小立野/もりの里/湯涌 京都府 西院周辺 福岡県 中央区

北海道 江差/桧山 東京都 小笠原諸島 神奈川県 港北ニュータウン 新潟県 新潟/新津 石川県 七尾/中能登/能登島 京都府 太秦/高雄 福岡県 南区/城南区

北海道 江別/石狩 東京都 上中里 神奈川県 溝の口/たまプラーザ/青葉台 新潟県 新発田/村上 石川県 小松/加賀/能美 京都府 長岡京市/向日市 福岡県 博多区/東区

北海道 根室 東京都 上野/御徒町 神奈川県 小田原 新潟県 長岡 石川県 津幡/かほく/羽咋 京都府 東寺/吉祥院周辺 福岡県 八幡西区

北海道 札幌駅周辺 東京都 上野毛 神奈川県 上大岡/港南台 新潟県 湯沢/奥只見 石川県 白山麓/手取 京都府 南山城 福岡県 門司区/小倉南区

北海道 山鼻/藻岩周辺 東京都 新橋 神奈川県 新横浜 愛知県 一宮/稲沢/津島 石川県 片町/香林坊 京都府 二条城/御所周辺 福岡県 柳川/大牟田/筑後

北海道 手稲/宮の沢/西野 東京都 新宿１～２丁目 神奈川県 新百合ヶ丘/登戸 愛知県 一社/上社 石川県 野々市/松任 京都府 伏見/桃山/淀 佐賀県 佐賀/鳥栖

北海道 小樽/後志 東京都 新宿歌舞伎町 神奈川県 真鶴/湯河原 愛知県 栄南 富山県 滑川/魚津/黒部/宇奈月 京都府 北山通/金閣寺/上賀茂周辺 佐賀県 唐津/伊万里

北海道 帯広/十勝 東京都 新宿東口 神奈川県 石川町 愛知県 栄北 富山県 高岡/氷見/射水 京都府 嵐山/嵯峨野 長崎県 壱岐/対馬

北海道 大通公園周辺 東京都 新宿南口/代々木 神奈川県 川崎/鶴見 愛知県 塩釜口 富山県 砺波/小矢部/南砺/五箇山 滋賀県 湖西 長崎県 雲仙/島原

北海道 大通東 東京都 森下 神奈川県 大船/本郷台 愛知県 御器所 富山県 富山 滋賀県 湖東/湖南 長崎県 五島

北海道 稚内/宗谷 東京都 深川 神奈川県 大和/瀬谷/三ツ境 愛知県 港区 富山県 立山 滋賀県 湖北 長崎県 佐世保/平戸

北海道 中島公園周辺 東京都 神田 神奈川県 中山/長津田 愛知県 桜山 福井県 越前/鯖江/南条 滋賀県 大津市 長崎県 長崎

北海道 東区(北海道) 東京都 人形町/浜町 神奈川県 いずみ野/緑園都市 愛知県 守山区 福井県 小浜/若狭 奈良県 生駒/大和郡山 熊本県 阿蘇/小国

北海道 苫小牧/室蘭 東京都 世田谷/経堂 神奈川県 藤沢/茅ヶ崎/江ノ島 愛知県 植田/原 福井県 大野/勝山/永平寺 奈良県 奈良市 熊本県 玉名/菊池

北海道 南区/盤渓 東京都 成城 神奈川県 箱根 愛知県 新栄 福井県 敦賀/三方五湖 奈良県 奈良中部 熊本県 熊本

北海道 白石 東京都 成増 神奈川県 八景島/金沢文庫 愛知県 新瑞橋 福井県 福井/あわら/坂井 奈良県 奈良南部 熊本県 天草

北海道 函館/渡島 東京都 西新宿 神奈川県 武蔵小杉/日吉 愛知県 瑞穂区役所 大阪府 お初天神/太融寺/南森町 和歌山県 橋本/高野山 熊本県 八代/人吉/芦北

北海道 平岸/澄川/西岡 東京都 西麻布 神奈川県 平塚/大磯 愛知県 瀬戸/春日井/小牧/犬山 大阪府 阿倍野/住吉/平野 和歌山県 枯木灘/串本周辺 大分県 国東/宇佐

北海道 豊平/月寒/清田 東京都 青山/信濃町 神奈川県 保土ヶ谷 愛知県 西区/県庁 大阪府 京橋周辺 和歌山県 御坊/有田 大分県 佐伯/竹田

北海道 北24条/北大周辺 東京都 青砥 神奈川県 本厚木/海老名 愛知県 石川橋 大阪府 高槻/茨木/摂津 和歌山県 新宮 大分県 大分

北海道 北広島/恵庭/千歳 東京都 青梅/福生/奥多摩 神奈川県 本牧/三渓園 愛知県 千種/今池 大阪府 阪急東通/天神橋筋商店街 和歌山県 田辺 大分県 中津/日田

北海道 麻生/新道北 東京都 赤羽 埼玉県 浦和 愛知県 大須/上前津/金山 大阪府 十三/新大阪周辺 和歌山県 那智勝浦 大分県 別府/湯布院/九重

北海道 網走/北見/紋別 東京都 赤坂 埼玉県 久喜/羽生 愛知県 知多半島/西尾/蒲郡 大阪府 心斎橋/堀江 和歌山県 白浜周辺 宮崎県 延岡/日向

北海道 留萌 東京都 千駄ヶ谷/信濃町 埼玉県 熊谷/深谷 愛知県 池下/覚王山 大阪府 泉南 和歌山県 和歌山/海南 宮崎県 宮崎/日南

青森県 弘前 東京都 浅草 埼玉県 春日部/越谷 愛知県 中川区 大阪府 泉北 広島県 しまなみ海道 宮崎県 都城/小林

青森県 青森 東京都 多摩 埼玉県 所沢 愛知県 中村区 大阪府 大阪駅/阪急梅田駅周辺 広島県 宮島/廿日市/大竹 鹿児島県 奄美

青森県 八戸 東京都 大井町 埼玉県 川越/東松山 愛知県 鶴舞 大阪府 大阪市北東部 広島県 呉/江田島 鹿児島県 国分/隼人

岩手県 一ノ関 東京都 大崎/五反田 埼玉県 川口 愛知県 東区(愛知県) 大阪府 大阪城周辺 広島県 広島 鹿児島県 指宿/枕崎

岩手県 沿岸 東京都 大森 埼玉県 草加/三郷 愛知県 東海/大府/日進/愛知郡 大阪府 大阪南港 広島県 三原/尾道 鹿児島県 鹿屋/垂水

岩手県 盛岡 東京都 大塚/目白台 埼玉県 大宮 愛知県 東山公園/星が丘 大阪府 池田/箕面/豊能郡 広島県 三次/庄原 鹿児島県 鹿児島

宮城県 石巻/松島/気仙沼 東京都 大島/新島 埼玉県 秩父/長瀞 愛知県 南区 大阪府 中津/大淀 広島県 東広島/西条/竹原 鹿児島県 種子島/屋久島

宮城県 仙台市周辺 東京都 辰巳/新木場 埼玉県 飯能/日高 愛知県 熱田 大阪府 鶴橋/上本町/今里 広島県 福山/府中 鹿児島県 川内/出水

宮城県 仙南 東京都 池袋 埼玉県 和光/朝霞/富士見 愛知県 八事 大阪府 天王寺/あべの橋 広島県 北広島/安芸太田/安芸高田 沖縄県 沖縄/名護

宮城県 大崎 東京都 築地 千葉県 外房 愛知県 伏見 大阪府 土佐堀/江戸堀周辺 岡山県 岡山/玉野/赤磐 沖縄県 宮古/石垣

秋田県 横手 東京都 中目黒 千葉県 松戸/柏/野田 愛知県 平針/赤池 大阪府 東大阪 岡山県 高梁/新見 沖縄県 那覇/浦添

秋田県 秋田 東京都 中野 千葉県 成田/佐倉 愛知県 豊橋/渥美/奥三河 大阪府 南河内 岡山県 倉敷/総社/笠岡

秋田県 大館 東京都 天王洲 千葉県 千葉 愛知県 豊田/安城/刈谷/岡崎 大阪府 難波/日本橋 岡山県 津山/美作

山形県 山形 東京都 田園調布 千葉県 船橋/浦安 愛知県 北区 大阪府 福島/野田 岡山県 備前/瀬戸内

山形県 新庄 東京都 田端/駒込/巣鴨 千葉県 銚子周辺 愛知県 本郷/藤ヶ丘 大阪府 豊中/吹田 山口県 宇部/山口/防府

山形県 鶴岡 東京都 田町/三田 千葉県 内房 愛知県 本山 大阪府 北港/西淀川区 山口県 下関

山形県 米沢 東京都 東京駅周辺 千葉県 八日市場 愛知県 名古屋駅 大阪府 北新地/堂島/中之島 山口県 周南/岩国

福島県 いわき 東京都 東十条 千葉県 茂原/九十九里 愛知県 緑区 大阪府 北浜/本町 山口県 萩/長門/秋芳

福島県 会津若松/喜多方 東京都 二子玉川 千葉県 木更津 愛知県 杁中 大阪府 枚方/寝屋川周辺 鳥取県 倉吉

福島県 郡山 東京都 日暮里 茨城県 古河 静岡県 下田/南伊豆 兵庫県 芦屋市 鳥取県 鳥取

福島県 福島 東京都 日本橋 茨城県 取手/つくば 静岡県 掛川/小笠 兵庫県 元町 鳥取県 米子/境港

東京都 お台場/有明 東京都 白山/小石川 茨城県 水戸 静岡県 沼津/三島/御殿場 兵庫県 三宮/ポートアイランド 島根県 隠岐

東京都 王子 東京都 八王子 茨城県 土浦 静岡県 焼津/藤枝/志太 兵庫県 神戸/ハーバーランド 島根県 益田

東京都 荻窪/西荻 東京都 飯田橋/神楽坂 茨城県 日立周辺 静岡県 西伊豆 兵庫県 神戸西区 島根県 出雲/雲南

東京都 下高井戸 東京都 表参道/原宿 栃木県 宇都宮 静岡県 静岡 兵庫県 須磨/垂水 島根県 松江/安来

東京都 下北沢 東京都 品川 栃木県 塩原/大田原周辺 静岡県 静岡駅周辺 兵庫県 西宮市 島根県 大田

東京都 葛西臨海公園 東京都 浜松町/芝浦 栃木県 鬼怒川/川治 静岡県 静岡清水/庵原 兵庫県 西播磨 島根県 浜田/江津

東京都 蒲田/羽田 東京都 府中/調布 栃木県 小山 静岡県 中伊豆 兵庫県 但馬 徳島県 徳島県西部

東京都 亀戸 東京都 豊島園/豊玉 栃木県 中禅寺湖/日光周辺 静岡県 天竜/北遠 兵庫県 淡路島 徳島県 徳島県南部

東京都 吉祥寺/三鷹 東京都 北千住 栃木県 那須 静岡県 島田/榛原 兵庫県 東灘/六甲アイランド 徳島県 徳島県北部

東京都 錦糸町/曳舟 東京都 本郷 群馬県 伊香保/榛名/草津 静岡県 熱海/伊東/東伊豆 兵庫県 東播磨 徳島県 徳島市

東京都 銀座 東京都 麻布十番 群馬県 高崎 静岡県 磐田/袋井 兵庫県 灘区 香川県 高松市周辺

東京都 恵比寿/代官山 東京都 明大前 群馬県 沼田/水上 静岡県 浜松/浜名湖 兵庫県 尼崎市 香川県 西讃

東京都 月島/晴海/豊洲 東京都 木場 群馬県 前橋/伊勢崎 静岡県 富士/富士宮 兵庫県 姫路/中播磨 香川県 中讃

東京都 後楽園/水道橋 東京都 目黒 群馬県 太田/館林 岐阜県 岐阜 兵庫県 兵庫/長田 香川県 東讃

東京都 御茶ノ水/神保町 東京都 目白 群馬県 尾瀬 岐阜県 高山 兵庫県 兵庫丹波 愛媛県 中予

東京都 広尾/白金 東京都 有楽町/日比谷 長野県 伊那/天竜峡 岐阜県 西濃 兵庫県 宝塚/伊丹/川西/三田 愛媛県 東予

東京都 江古田 東京都 用賀/駒沢 長野県 軽井沢/小諸 岐阜県 中濃 兵庫県 北播磨 愛媛県 南予南部

東京都 高円寺/阿佐ヶ谷 東京都 立川 長野県 戸隠/妙高 岐阜県 東濃 兵庫県 北野/新神戸 愛媛県 南予北部

東京都 高田馬場/早稲田 東京都 両国 長野県 志賀高原/飯山 岐阜県 飛騨 兵庫県 明石市 高知県 高知県西部

東京都 麹町/市ヶ谷 東京都 練馬/西東京市 長野県 小海線沿線/八ヶ岳 三重県 伊勢/鳥羽/志摩 兵庫県 六甲山/有馬温泉 高知県 高知県中部

東京都 国分寺/国立 東京都 六本木 長野県 松本 三重県 桑名周辺 京都府 祇園/東山 高知県 高知県東部

東京都 根津/千駄木 東京都 町田/相模大野 長野県 上高地/乗鞍 三重県 四日市周辺 京都府 京都駅周辺 高知県 高知市

東京都 砂町 神奈川県 みなとみらい 長野県 上田/菅平 三重県 松阪/紀勢 京都府 京都府中部 福岡県 遠賀/筑豊

エリア区分一覧（参考エリア）


