
西日本の「ごじまん」スポット一覧 

カード設置場所 カードで紹介するスポット 

【福井県】 
 

道の駅 若狭おばま 

【みちのえき わかさおばま】 

福井県立若狭歴史博物館 

【ふくいけんりつわかされきしはくぶつかん】 

福井県海浜自然センター 

【ふくいけんかいひんしぜんせんたー】 

福井県海浜自然センター 

【ふくいけんかいひんしぜんせんたー】 

がぁでんぱぁく五湖の駅 

【がぁでんぱぁくごこのえき】 

三方五湖 

【みかたごこ】 

道の駅「若狭熊川宿」 

【みちのえき「わかさくまがわじゅく」】 

若狭鯖街道 熊川宿 

【わかささばかいどう くまがわじゅく】 

旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道資料館） 

【きゅうつるがみなとえきしゃ（つるがてつどうしりょうかん）】 

氣比神宮 

【けひじんぐう】 

道の駅「うみんぴあ大飯」 

【みちのえき「うみんぴあおおい」】 

道の駅「うみんぴあ大飯」 

【みちのえき「うみんぴあおおい」】 

城山荘 

【しろやまそう】 

明鏡洞 

【めいきょうどう】 

【京都府】 
 

福知山城郷土資料館受付 

【ふくちやまじょうきょうどしりょうかんうけつけ】 

福知山城 

【ふくちやまじょう】 

舞鶴赤れんがパーク 3 号棟（まいづる知恵蔵） 

【まいづるあかれんがぱーく３ごうかん（まいづるちえぞう）】 

舞鶴赤れんがパーク 

【まいずるあかれんがぱーく】 

あやべ温泉「二王の湯」フロント前 

【あやべおんせん「におうのゆ」ふろんとまえ】 

あやべ温泉「二王の湯」 

【あやべおんせん「におうのゆ」】 

天橋立ビューランド切符売場 

【あまのはしだてびゅーらんどきっぷうりば】 

天橋立ビューランド 

【あまのはしだてびゅーらんど】 

道の駅てんきてんき丹後 

【みちのえきてんきてんきたんご】 

立岩（山陰海岸ジオパーク） 

【たていわ（さんいんかいがんじおぱーく】 

道の駅「舟屋の里伊根」 

【みちのえき「ふなやのさといね」】 

道の駅「舟屋の里伊根」 

【みちのえき「ふなやのさといね」】 

与謝野町観光協会 

【よさのちょうかんこうきょうかい】 

ちりめん街道 

【ちりめんかいどう】 

【兵庫県】 
 

姫路城管理事務所入口 

【ひめじじょうかんりじむしょいりぐち】 

姫路城 

【ひめじじょう】 

ひめじの黒田官兵衛 大河ドラマ館 エントランス 

【ひめじのくろだかんべえ たいがどらまかん えんとらんす】 

ひめじの黒田官兵衛 大河ドラマ館 

【ひめじのくろだかんべえ たいがどらまかん】 

かいばら観光案内所レジカウンター 

【かいばらかんこうあんないしょれじかうんたー】 

織田家ゆかりの町柏原 

【おだけゆかりのまちかいばら】 

 

 

別紙 



カード設置場所 カードで紹介するスポット 

篠山観光案内所受付カウンター 

【ささやまかんこうあんないじょうけつけかうんたー】 

城下町丹波篠山 

【じょうかまちたんばささやま】 

【奈良県】 
 

當麻寺 

【たいまでら】 

當麻寺 

【たいまでら】 

夫婦大国社 

【めおとだいこくしゃ】 

春日大社 

【かすがたいしゃ】 

県立万葉文化館 

【けんりつまんようぶんかかん】 

県立万葉文化館 

【けんりつまんようぶんかかん】 

うだ・アニマルパーク 

【うだ・あにまるぱーく】 

うだ・アニマルパーク 

【うだ・あにまるぱーく】 

曽爾高原ファームガーデン 

【そにこうげんふぁーむがーでん】 

曽爾高原ファームガーデン 

【そにこうげんふぁーむがーでん】 

馬見丘陵公園 

【うまみきゅうりょうこうえん】 

馬見丘陵公園 

【うまみきゅうりょうこうえん】 

ホテル昴 

【ほてるすばる】 

十津川温泉郷 

【とつかわおんせんごう】 

【和歌山県】 
 

壇上伽藍 

【だんじょうがらん】 

壇上伽藍 

【だんじょうがらん】 

慈尊院 

【じそんいん】 

慈尊院 

【じそんいん】 

丹生都比売神社 

【にうつひめじんじゃ】 

丹生都比売神社 

【にうつひめじんじゃ】 

熊野本宮大社 

【くまのほんぐうたいしゃ】 

大斎原 

【おおゆのはら】 

飛瀧神社 

【ひろうじんじゃ】 

那智の滝 

【なちのたき】 

熊野速玉大社 

【くまのはやたまたいしゃ】 

ゴトビキ岩 

【ごとびきいわ】 

【鳥取県】 
 

サンドパルとっとり 

【さんどぱるとっとり】 

鳥取砂丘 

【とっとりさきゅう】 

とっとり花回廊 

【とっとりはなかいろう】 

とっとり花回廊 

【とっとりはなかいろう】 

三朝温泉観光協会 

【みささおんせんかんこうしょうこうきょうかい】 

三朝温泉 

【みささおんせん】 

  



カード設置場所 カードで紹介するスポット 

青山剛昌ふるさと館 

【あおやまごうしょうふるさとかん】 

青山剛昌ふるさと館 

【あおやまごうしょうふるさとかん】 

日野町観光物産館 金持神社札所（売店） 

【ひのちょうかんこうぶっさんかん かもちじんじゃふだしょ（ばいてん）】 

金持神社 

【かもちじんじゃ】 

水木しげる記念館 

【みずきしげるきねんかん】 

水木しげる記念館 

【みずきしげるきねんかん】 

赤瓦１号館 

【あかがわらいちごうかん】 

白壁土蔵群 

【しらかべどぞうぐん】 

【島根県】 
 

しまね海洋館 アクアス 

【しまねかいようかん あくあす】 

しまね海洋館 アクアス 

【しまねかいようかん あくあす】 

石見銀山世界遺産センター 

【いわみぎんざんせかいいさんせんたー】 

石見銀山 

【いわみぎんざん】 

ぶらっと松江観光案内所 

【ぶらっとまつえかんこうあんないじょ】 

松江城 

【まつえじょう】 

島根県立古代出雲歴史博物館 

【しまねけんりつこだいいずもれきしはくぶつかん】 

出雲大社 

【いずもたいしゃ】 

道の駅 たたらば壱番地 

【みちのえき たたらばいちばんち】 

たたら製鉄 

【たたらせいてつ】 

道の駅 津和野温泉なごみの里 

【みちのえき つわのおんせんなごみのさと】 

太鼓谷稲成神社 

【たいこだにいなりじんじゃ】 

【岡山県】 
 

湯原観光情報センター 

【ゆばらかんこうじょうほうせんたー】 

湯原温泉 

【ゆばらおんせん】 

奥津温泉観光協会 

【おくつおんせんかんこうきょうかい】 

奥津温泉 

【おくつおんせん】 

湯郷温泉観光案内所 

【ゆのごうおんせんかんこうあんないじょ】 

湯郷温泉 

【ゆのごうおんせん】 

岡山後楽園 

【おかやまこうらくえん】 

岡山後楽園 

【おかやまこうらくえん】 

備中松山城 

【びっちゅうまつやまじょう】 

備中松山城 

【びっちゅうまつやまじょう】 

高松城址公園資料館 

【たかまつじょうしこうえんしりょうかん】 

備中高松城址 

【びっちゅうたかまつじょうし】 

最上稲荷 

【さいじょういなり】 

最上稲荷 

【さいじょういなり】 

 

  



カード設置場所 カードで紹介するスポット 

【徳島県】 
 

渦の道 

【うずのみち】 

渦の道 

【うずのみち】 

あるでよ徳島（阿波おどり会館内） 

【あるでよとくしま（あわおどりかいかんない）】 

阿波おどり会館（あるでよ徳島） 

【あわおどりかいかん（あるでよとくしま）】 

阿波十郎兵衛屋敷 

【あわじゅうろうべえやしき】 

阿波十郎兵衛屋敷 

【あわじゅうろうべえやしき】 

大歩危（妖怪屋敷） 

【おおぼけ（ようかいやしき）】 

大歩危（妖怪屋敷） 

【おおぼけ（ようかいやしき）】 

日和佐うみがめ博物館カレッタ 

【ひわさうみがめはくぶつかんかれった】 

日和佐うみがめ博物館カレッタ 

【ひわさうみがめはくぶつかんかれった】 

ロープウエイ切符売場（道の駅 鷲の里） 

【ろーぷうぇいきっぷうりば（みちのえき わしのさと）】 

太龍寺ロープウエイ 

【たいりゅうじろーぷうぇい】 

かずら橋夢舞台 レジ付近 

【かずらばしゆめぶたい れじふきん】 

祖谷のかずら橋 

【いやのかずらばし】 

【香川県】 
 

讃州井筒屋敷 

【さんしゅういづつやしき】 

讃州井筒屋敷 

【さんしゅういづつやしき】 

道の駅 津田の松原 

【みちのえき つだのまつばら】 

琴林公園 

【きんりんこうえん】 

栗林公園観光事務所受付 

【りつりんこうえんかんこうじむしょうけつけ】 

特別名勝栗林公園 

【とくべつめいしょうりつりんこうえん】 

屋島ドライブウェイ山上売店 

【やしまどらいぶうぇいさんじょうばいてん】 

屋島山上 

【やしまさんじょう】 

瀬戸大橋記念館 

【せとおおはしきねんかん】 

瀬戸大橋記念館 

【せとおおはしきねんかん】 

琴平町観光案内所 

【ことひらちょうかんこうあんないじょ】 

琴平（こんぴらさん） 

【ことひら（こんぴらさん）】 

琴弾公園 

【ことひきこうえん】 

琴弾公園 

【ことひきこうえん】 

【愛媛県】 
 

道の駅 マイントピア別子 

【みちのえき まいんとぴあべっし】 

マイントピア別子 

【まいんとぴあべっし】 

大山祇神社休憩スペース 

【おおやまづみじんじゃきゅうけいすぺーす】 

大山祇神社 

【おおやまづみじんじゃ】 

道後観光案内所内 

【どうごかんこうあんないじょない】 

道後温泉本館 

【どうごおんせんほんかん】 



カード設置場所 カードで紹介するスポット 

松山市丸ノ内観光案内所 天守観覧チケット販売所 

【まつやましまるのうちかんこうあんないじょ 

 てんしゅかんらんちけっとばんばいしょ】 

松山城 

【まつやまじょう】 

大洲まちの駅 あさもや 観光案内所 

【おおずまちのえき あさもや かんこうあんないじょ】 

臥龍山荘 

【がりゅうさんそう】 

宇和民具館（開明学校受付） 

【うわみんぐかん（かいめいがっこううけつけ）】 

開明学校 

【かいめいがっこう】 

天赦園 

【てんしゃえん】 

天赦園 

【てんしゃえん】 

【高知県】 
 

北川村「モネの庭」マルモッタン 

【きたがわむら「もねのにわ」まるもったん】 

北川村「モネの庭」マルモッタン 

【きたがわむら「もねのにわ」まるもったん】 

西島園芸団地 

【にしじまえんげいだんち】 

西島園芸団地 

【にしじまえんげいだんち】 

高知県立牧野植物園 

【こうちけんりつまきのしょくぶつえん】 

高知県立牧野植物園 

【こうちけんりつまきのしょくぶつえん】 

横倉山自然の森博物館 

【よこぐらやましぜんのもりはくぶつかん】 

横倉山自然の森博物館 

【よこぐらやましぜんのもりはくぶつかん】 

杉の大杉 

【すぎのおおすぎ】 

杉の大杉 

【すぎのおおすぎ】 

梼原人の歴史民俗資料館 

【ゆすはらひとのれきしみんぞくしりょうかん】 

梼原人の歴史民俗資料館 梼原千百年物語り 

【ゆすはらひとのれきしみんぞくしりょうかん ゆすはらせん

ひゃくねんものがたり】 

四万十市トンボ自然公園・四万十川学遊館 

【しまんとがわとんぼしぜんこうえん・しまんとがわがくゆうかん】 

四万十市トンボ自然公園・四万十川学遊館 

【しまんとがわとんぼしぜんこうえん・しまんとがわがくゆうかん】 

【福岡県】 
 

福岡市博物館 

【ふくおかしはくぶつかん】 

福岡城 

【ふくおかじょう】 

朝倉市秋月郷土館 

【あさくらしあきづききょうどかん】 

円清寺 

【えんせいじ】 

髙取焼宗家 

【たかとりやきそうけ】 

髙取焼宗家 

【たかとりやきそうけ】 

碓井郷土館 

【うすいきょうどかん】 

麟翁寺 

【りんのうじ】 

アートスペース谷尾 

【あーとすぺーすたにお】 

鷹取城跡 

【たかとりじょうあと】 

求菩提資料館 

【くぼてしりょうかん】 

城井ノ上城址 

【きいのこじょうし】 



カード設置場所 カードで紹介するスポット 

行橋市歴史資料館 

【ゆくはししれきししりょうかん】 

馬ヶ岳城跡 

【うまがだけじょうあと】 

【佐賀県】 
 

吉野ヶ里歴史公園 

【よしのがりれきしこうえん】 

吉野ヶ里歴史公園 

【よしのがりれきしこうえん】 

シーボルトの湯 

【しーぼるとのゆ】 

シーボルトの湯 

【しーぼるとのゆ】 

旧唐津銀行 

【きゅうからつぎんこう】 

旧唐津銀行 

【きゅうからつぎんこう】 

多久市物産館 朋来庵（多久市観光協会） 

【たくしぶっさんかん ほうらいあん（たくしかんこうきょうかい）】 

多久聖廟 

【たくせいびょう】 

【長崎県】 
 

長崎歴史文化博物館 

【ながさきれきしぶんかはくぶつかん】 

長崎歴史文化博物館 

【ながさきれきしぶんかはくぶつかん】 

佐世保観光情報センター（駅構内） 

【させぼかんこうじょうほうせんたー（えきこうない）】 

九十九島動植物園森きらら 

【くじゅうくしまどうしょくぶつえんもりきらら】 

がまだすドーム 雲仙岳災害記念館 

【がまだすどーむ うんぜんだけさいがいきねんかん】 

がまだすドーム 雲仙岳災害記念館 

【がまだすどーむ うんぜんだけさいがいきねんかん】 

雲仙ロープウエイ 

【うんぜんろーぷうえい】 

雲仙普賢岳 平成新山 

【うんぜんふげんだけ へいせいしんざん】 

平戸市生月町博物館 島の館 

【ひらどしいきつきちょうはくぶつかん しまのやかた】 

平戸市生月町博物館 島の館 

【ひらどしいきつきちょうはくぶつかん しまのやかた】 

おおむら 夢ファーム シュシュ 

【おおむら ゆめふぁーむ しゅしゅ】 

おおむら 夢ファーム シュシュ 

【おおむら ゆめふぁーむ しゅしゅ】 

【熊本県】 
 

桜の馬場 城彩苑 総合観光案内所 

【さくらのばば じょうさいえん そうごうかんこうあんないじょ】 

熊本城 

【くまもとじょう】 

阿蘇火山博物館 入場カウンター付近 

【あそかざんはくぶつかん にゅうじょうかうんたーふきん】 

阿蘇中岳火口 草千里 

【あそなかだけかこう くさせんり】 

人吉温泉物産館 入口付近 

【ひとよしおんせんぶっさんかん いりぐちふきん】 

青井阿蘇神社 

【あおいあそじんじゃ】 

【大分県】 
 

国木田独歩館 

【くにきだどっぽかん】 

歴史と文学の道 

【れきしとぶんがくのみち】 

杵築ふるさと産業館 

【きつきふるさとさんぎょうかん】 

酢屋の坂 

【すやのさか】 

里の駅 鹿倉休憩舎 

【さとのえき かくらきゅうけいしゃ】 

里の駅 鹿倉休憩舎 

【さとのえき かくらきゅうけいしゃ】 



カード設置場所 カードで紹介するスポット 

黒田官兵衛資料館 

【くろだかんべえしりょうかん】 

黒田官兵衛資料館 

【くろだかんべえしりょうかん】 

国宝臼杵石仏 

【こくほううすきせきぶつ】 

国宝臼杵石仏 

【こくほううすきせきぶつ】 

うみえーる つくみんち 

【うみえーる つくみんち】 

うみえーる つくみんち 

【うみえーる つくみんち】 

道の駅 くにさき 

【みちのえき くにさき】 

道の駅 くにさき 

【みちのえき くにさき】 

【宮崎県】 
 

高千穂峡淡水魚水族館 

【たかちほきょうたんすいぎょすいぞくかん】 

高千穂峡 

【たかちほきょう】 

馬ヶ背観光案内所 

【うまがせかんこうあんないじょ】 

日向岬 馬ヶ背 

【ひゅうがみさき うまがせ】 

都農神社 

【つのじんじゃ】 

都農神社 

【つのじんじゃ】 

グリーンパークえびの 

【ぐりーんぱーくえびの】 

グリーンパークえびの 

【ぐりーんぱーくえびの】 

青島神社 

【あおしまじんじゃ】 

青島神社 

【あおしまじんじゃ】 

飫肥城観光駐車場マップ販売所 

【おびじょうかんこうちゅうしゃじょうまっぷはんばいしょ】 

飫肥城下町 

【おびじょうかまち】 

【鹿児島県】 
 

仙巌園 

【せんがんえん】 

仙巌園 

【せんがんえん】 

砂むし会館 砂楽 

【すなむしかいかん さらく】 

砂むし会館 砂楽 

【すなむしかいかん さらく】 

知覧特攻平和会館 

【ちらんとっこうへいわかいかん】 

知覧特攻平和会館 

【ちらんとっこうへいわかいかん】 

霧島市観光案内所 

【きりしましかんこうあんないじょ】 

霧島神宮 

【きりしまじんぐう】 

曽木の滝 観光拠点施設 

【そぎのたき かんこうきょてんしせつ】 

曽木の滝 

【そぎのたき】 

かのやばら園 

【かのやばらえん】 

かのやばら園 

【かのやばらえん】 

ホテル佐多岬 

【ほてるさたみさき】 

佐多岬 

【さたみさき】 

 


