
    利用制限   詳細

福島県 南会津郡檜枝岐村 上 台 燧 岳 黒岩山
茨城県 鹿嶋市 全域

潮来市 全域
稲敷市 下須田 阿波崎 伊佐部 釜井 幸田 脇川 光葉 町田 阿波 四箇 南山来 須賀津 甘田 三次 岡

飯出 浮島 下馬渡 上馬渡 大島 三島 境島 八筋川 佐原下手 西代 飯島 本新 上之島 石納 
結佐 六角 八千石 上須田 手賀組新田 四 谷 曲渕 押砂 橋向 神崎本宿 佐原組新田

神栖市 光 居切 北浜 東和田 東深芝 南浜 知手中央 横瀬 日川 知手 奥野谷 溝口 萩原 芝崎 石神
 高浜 田畑 木崎 大野原中央 下幡木 筒井 息栖 賀 堀割 深芝南 神栖 大野原 平泉東 平泉
 鰐川 深芝 柳川 須田 太田 砂山 若松中央 太田新町 柳川中央 矢田部 土合北 土合本町 土
合東 土合南 土合西 土合中央 波崎

鉾田市 白塚 大竹 安塚 烟田 串挽 高田 野友 青山 台濁沢 汲上 梶山 二重作 上沢 飯島 上幡木 
江川 中居 札 大蔵 阿玉

行方市 長野江 三和 成田 山田 内宿 吉川 繁昌 中根 南高岡 小幡 北高岡 両宿 次木 行戸 小貫 
手賀 西蓮寺 井上 井上藤井 藤井 荒宿 行方 於下 井貝 小高 橋門 船子 五町田 四鹿 杉平
 籠田 天掛 新宮 小牧 板峰 蔵川 岡 白浜 宇崎 根小屋 矢幡 石神 青沼 麻生 富田 粗毛 
島並 南栃木県 鹿沼市 上粕尾  草久

日光市 中宮祠 野門 湯元 川俣 足尾町 足尾町赤倉 足尾町赤沢 足尾町愛宕下 足尾町上 平 足尾町
掛水 足尾町上間藤 足尾町下間藤 足尾町砂畑 足尾町通洞 足尾町遠下 足尾町中才 足尾町南橋
 足尾町深沢 足尾町本山 足尾町松原 足尾町神子内 足尾町向原

群馬県 前橋市 富士見町赤城山 粕川町中之沢 粕川町室沢 苗 島町 柏倉町 三夜沢町
高崎市 榛名湖町 箕郷町松之沢 箕郷町中野 宮沢町 榛名山町 倉渕町権田 倉渕町川浦 倉渕町水沼 上

室田町 中室田町
桐生市 梅田町 丁目  丁目  丁目  丁目  丁目 川内町 丁目 黒保根町上田沢 黒保根町下田沢 黒保根町

宿廻 新里町赤城山
沼田市 利根町平川 利根町追貝 利根町根利 利根町大楊 利根町高戸谷 利根町大原 利根町輪組 利根町

砂川 利根町園原 白沢町高平 白沢町生枝 白沢町上古語父 白沢町岩室 白沢町尾合 上発知町 
佐山町 利根町日影南郷

渋川市 村上 小野子 赤城町深山 赤城町北赤城山 赤城町南赤城山 赤城町栄 赤城町棚下 赤城町津久田
 赤城町長井小川田 赤城町溝呂木 伊香保町湯中子 伊香保町伊香保 伊香保町水沢 渋川

藤岡市 三波川 上日野
安中市 松井田町新堀 松井田町二軒在家 松井田町人見 松井田町八城 松井田町行田 松井田町横川 松

井田町五料 松井田町西野牧 松井田町北野牧 松井田町入山 松井田町原 松井田町坂本 松井田
町上増田 松井田町土塩 上後閑

   市 東町花輪 東町小中 東町沢入 東町草木 東町座間 東町小夜戸 東町荻原 東町神戸 大間 町浅
原 大間 町小平

富岡市 岡本 岩染 野上 南後箇 下高瀬 中高瀬 上高瀬 大島 宇田 一 宮 宮崎 田島 神農原 上小林
 上丹生 下丹生 神成 南蛇井 中沢 蚊沼 原 妙義町妙義 妙義町大牛 妙義町岳 妙義町行沢 
妙義町北山 妙義町中里 妙義町古立 妙義町菅原 妙義町諸戸 妙義町上高田 妙義町下高田 妙義
町八木連北群馬郡榛東村 広馬場

多野郡上野村 全域
多野郡神流町 全域
甘楽郡下仁田町 全域
甘楽郡南牧村 全域
甘楽郡甘楽町 小幡 轟 秋畑 国峰
吾妻郡中之条町 入山 日影 赤岩 上沢渡 山田 四万 岩本 大道 栃窪 生須 小雨 太子 赤坂 蟻川 伊勢町 大

塚 折田 五反田 下沢渡 平 中之条町 西中之条 横尾
吾妻郡長野原町 川原畑 川原湯 林 与喜屋 応桑 北軽井沢
吾妻郡嬬恋村 全域
吾妻郡高山村 全域
吾妻郡東吾妻町 岡崎 泉沢 川戸 大戸 萩生 本宿 須賀尾 大柏木  三島 松谷 岩下 原町 矢倉 郷原  厚田
利根郡片品村 全域
利根郡川場村 川場湯原 谷地 門前 太田川 小田川
利根郡昭和村 糸井 川額 赤城原

利根郡    町 阿能川 粟沢 石倉 入須川 大穴 大沼 小川 小日向 鹿野沢 上津 上牧 川上 幸知 後閑 小仁
田 猿 京温泉 下津 須川 高日向 谷川 綱子 永井 奈女沢 西峰須川 羽場 東峰 吹路 藤原 
布施 真庭 政所 向山 師 師田 湯宿温泉 湯原 湯桧曽 夜後 吉本

吾妻郡草津町 全域
千葉県 銚子市 小長町 小船木町 桜井町 笹本町 猿田町 正明寺町 白石町 新町 高田町 塚本町 富川町 豊里

台 中島町 長山町 野尻町 船木町 三門町 宮原町 森戸町 諸持町
成田市 伊能 大沼 官林 桜田 柴田 浅間 所 南敷 奈土 東 台 馬乗里 村田 横山

旭市
清和乙 長部 溝原 櫻井 萬歳    台 清和甲 鏑木 南堀之内 舟戸 関戸 入野 米込 萬力 秋
田 新町 琴田 江 崎 鎌数 松 谷 岩井 大間手 高生 清滝 幾世 倉橋 蛇園 後草 長尾 見広
 塙匝瑳市 内山 大寺 小高 春海

香取市 全域
香取郡多古町 出沼 川島 坂 谷三倉 次浦 十余三 東松崎 方田 南玉造 本三倉
香取郡神埼町 全域
香取郡東庄町 全域

山梨県 甲府市 全域
山梨市 全域
韮崎市 全域

南    市 全域
北杜市 全域

富士吉田市 上吉田

大月市
賑岡町奥山 大月町真木 初狩町下初狩 笹子町白野 笹子町吉久保 笹子町黒野田 七保町奈良子 
七保町瀬戸



山梨県

笛吹市 全域
甲州市 全域
中央市 全域
甲斐市 全域

西八代郡市川三郷
町

市川大門 岩下 岩間 印沢 上野 大塚 落居 鴨狩津向 楠甫 黒沢 五八 三帳 下芦川 下大鳥居
 高田 高萩 葛篭沢 寺所 中山 垈 畑熊 八之尻 宮原 山保

南巨摩郡早川町 奈良田 湯島
南巨摩郡富士川町 全域

昭和町 全域
北都留郡小菅村 全域
北都留郡丹波山村 全域

鳴沢村 全域
長野県  上田市 蒼久保 秋和 生田 岩下 上田 上野 漆戸 大手 大屋 鹿教湯温泉 上武石 上丸子 上室賀 古安

曽 国分 古里 腰越 小牧 材木町 真田町長 真田町傍陽 真田町本原 塩川 下武石 下丸子 菅
平高原 住吉 武石沖 武石小沢根 武石上本入 武石下本入 武石鳥屋 武石余里 中央 中央北 中
央西 中央東 天神 常入 常田 常磐城 殿城 長瀬 中丸子 西内 二 丸 野倉 林之郷 東内 平
井 富士山 藤原田 踏入 別所温泉 前山 御嶽堂 緑 丘 本海野 芳田

長野市
大岡乙 大岡甲 大岡中牧 大岡弘崎 大岡丙 北郷 北条町 鬼無里 鬼無里日影 信更町田沢 戸隠
 戸隠豊岡 富田 中条住良木 中条御山里 中曽根

松本市 入山辺 三才山 中山 寿豊丘 内田 安曇 梓川梓 保福寺町 中川
小諸市 全域

伊那市

福島 手良沢岡 手良野口 手良中坪 野底 上牧 若宮 上 原 日影 境 伊那部 上新田 下新田 
狐島 中央 御園 山寺 坂下 荒井 西町 小沢 小四郎久保 美篶 前原 美原 仙美 高遠町西高遠
 高遠町長藤 高遠町東高遠 高遠町勝間 高遠町小原 高遠町下山田 高遠町上山田 高遠町藤澤 
高遠町芝平 高遠町荊口 高遠町山室 長谷非持 長谷溝口 長谷黒河内 長谷中尾 長谷市野瀬 長
谷杉島 長谷浦 富県 西春近 東春近 西箕輪 伊那

茅野市 全域
佐久市 全域
岡谷市 全域
諏訪市 全域
東御市 全域
駒 根市 中沢 東伊那 赤穂

塩尻市
片丘 北小野 広丘高出 塩尻町 大小屋 堀 内 長畝 桟敷 金井 柿沢 旧塩尻 上西条 中西条 
下西条    湖 峰原 大門五番町 大門三番町 大門四番町 大門二番町 大門田川町 大門 宗賀

千曲市 稲荷山 上徳間 上山田温泉 上山田 倉科 桑原 戸倉 羽尾 森 八幡 若宮
大町市 平 常磐 美麻

南佐久郡小海町 全域
南佐久郡川上村 全域
南佐久郡南牧村 全域
南佐久郡南相木村 全域
南佐久郡北相木村 全域
南佐久郡佐久穂町 全域
北佐久郡軽井沢町 全域
北佐久郡御代田町 全域
北佐久郡立科町 全域
諏訪郡下諏訪町 全域
諏訪郡富士見町 全域
諏訪郡原村 全域

上伊那郡辰野町 全域
上伊那郡箕輪町 全域
上伊那郡南箕輪村 全域
下伊那郡大鹿村 鹿塩
上水内郡信濃町 野尻 大井 柏原
下高井郡山 内町 平穏
小県郡長和町 全域
北安曇郡白馬村 全域
上伊那郡宮田村 全域
東筑摩郡麻績村 麻
東筑摩郡筑北村 全域
小県郡青木村 夫神 沓掛 田沢 殿戸 奈良本 村松
埴科郡坂城町 坂城 中之条 南条

静岡県 静岡市葵区 田代
新潟県  妙高市 杉野沢 関山 田口 二俣
埼玉県 秩父市 黒谷 栃谷 定峰 山田 大野原 大畑町 滝 上町 永田町 金室町 柳田町 阿保町 下宮地町 中

宮地町 大宮 上宮地町 桜木町 相生町 上野町 熊木町 野坂町 日野田町 上町 番場町 東町 
中町 本町 道生町 宮側町 中村町 近戸町 久那 別所 田村 寺尾 小柱 蒔田 伊古田 品沢 太
田 堀切     丘 吉田久長 吉田阿熊 下吉田 吉田石間 上吉田 吉田太田部 荒川久那 荒川
上田野 荒川日野 荒川小野原 下影森 上影森 浦山 和泉町 大滝 三峰 中津川 荒川贄川 荒川
白久秩父郡小鹿野町 下小鹿野 長留 般若 伊豆沢 小鹿野 飯田 三山 河原沢 藤倉 日尾 両神薄 両神小森

東京都 西多摩郡奥多摩町 日原 留浦

 利用制限   等 今後 変更   場合       


