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国内の地域SNS （立ち枯れていると思われるSNSを除外した結果）

通し番号 都道府県・地域 名称 URL

1 北海道 北海道自治体学会 http://jichi.sns.fc2.com/

2 北海道 流氷コミュニティAERU http://aeru.noah.ne.jp/

3 北海道 北海道が元気になるSNS http://hokkaido.sns.comuu.jp/

4 北海道 946.+ http://plus.0154.jp/

5 北海道 別海町コミュニティサイト べつかい＠FAN http://betsukai.tv/sns/

6 北海道 岩見沢市ぷらす http://iwamizawashi.sirokuro.tv/

7 北海道 札幌オヤジナビ http://oyajinavi.sns-park.com/

8 青森県 @ami'z http://amiz.jp/top.html

9 青森県 はちのへ地域ＳＮＳ はちみーつ http://sns.city.hachinohe.aomori.jp/

10 青森県 青森ソーシャル・キャピタル・サービス niconico http://aomori-ubi.jp/scs/

11 岩手県 ハピモ【ハッピー盛岡Life Enjoy&Supporting SNS】 http://www.hapimo.jp/

12 宮城県 仙台人SNS http://sendaijin.net/

13 秋田県 矢島SNS http://sns.pinemoon.com/

14 山形県 しらたか的SNSどりいむ http://sns.doriimu.jp/

15 山形県 SNSやまがた http://snsy.jp/

16 福島県 会津SNS - sicon［シコン］ http://sicon.jp

17 福島県 須賀川ネットシティ http://www.sukagawa.jp/

18 福島県 Fuxima http://www.fuxima.com/

19 福島県 相双かけはし http://sns.npo-kakehashi.net/

20 栃木県 e-とちぎどっとこむ http://e-tochigi.com/

21 栃木県 Pas栃木SNS http://pastochi.sns.fc2.com/

22 栃木県 栃人 http://tochigi.mix.comuu.jp/

23 埼玉県 あついぞホッとcom http://kumacom.jp/

24 埼玉県 SWAN NET http://www.liblog-sns.jp/swan/

25 埼玉県 ASAKA.INFO http://asaka.info/

26 埼玉県 TOWNTIP http://towntip.jp/tsurugashima/sns/

27 千葉県 八千代ナビライフ http://yachinavilife.sns.fc2.com/

28 千葉県 あみっぴぃ http://amippy.jp/

29 千葉県 ラブマツ http://matsudo.ilovej.jp/

30 千葉県 いちかわHPネット http://1kawa.sns.fc2.com/

31 千葉県 山武SNS http://sammu-sns.jp/

32 千葉県 柏SNS http://www.kashiwasns.info/

33 東京都 hixi*net http://sns.hikarigaoka.jp/

34 東京都 シモフリ http://shimokita.org/

35 東京都 六本木貴族 http://kizoku.jp/

36 東京都 みたか地域SNS　ポキネット http://www.mitaka-sns.jp/

37 東京都 吉祥寺SNS http://sns.kichiweb.jp/

38 東京都 ふちゅうじん http://fuchujin.com/

39 東京都 しんじゅくノート http://shinjuku.mypl.net/

40 神奈川県 I love yokohama http://hamalove.jp/

41 神奈川県 あつぎ地域SNS https://www.mytownclub.com/sns/

42 神奈川県 ジモトモ！都筑区 http://tsuzuki.jimotomo.jp/?m=pc&a=page_o_login

43 神奈川県 ハマっち！ http://sns.hamatch.jp/

44 神奈川県 さがみはら地域SNS https://www.sagami-portal.com/sns/

45 新潟県 藁辺 http://www.wara-be.net/

46 富山県 富山湾･黒部峡谷･越中にいかわ観光圏 http://4000mizu.sns.fc2.com/

47 福井県 わいわe― ねっとさかい http://sakaisns.jp/

48 福井県 ふくーぷ http://www.fukoop.jp/

49 山梨県 山梨SNS http://www.yamanashi-sns.jp/

50 長野県 おらほねっと http://sns.orahonet.jp/

51 長野県 ハッチとクララのSNS http://www.suzaka.jp/

52 長野県 KARUIZAWA PLUS http://www.karuizawa-sns.com/

53 岐阜県 レッツぎふＳＮＳ http://www.lets-gifu.com/sns_p/

54 静岡県 三島市地域SNS http://sns.city.mishima.shizuoka.jp/

55 静岡県 ｅ－じゃん掛川 http://e-jan.kakegawa-net.jp/

56 愛知県 安城市地域SNS　あんみつ http://www.an-mitsu.jp/

57 愛知県 あいふれ http://sns.138files.com/
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58 愛知県 癒しとアンチエイジングの郷・蒲郡 http://www.aa-gg.jp/index/

59 三重県 東紀州ほっとネットくまどこ http://www.kumadoco.net/group/index.php

60 三重県 みえぢん＋ＳＮＳ http://miezine.edu.mie-u.ac.jp/

61 三重県 MYF http://m-y-f.sns.fc2.com/

62 三重県 三重県朝日町SNS http://asahiportal.sns.fc2.com/

63 滋賀県 おおつSNS https://sns.ss.i.ryukoku.ac.jp/otsu/

64 京都府 こまち http://comachi.kyoto-inetbb.jp/index/login

65 京都府 お茶っ人 http://www.sns.ochatt.jp/

66 京都府 京結び http://kyo-musu.bi/sns/

67 大阪府 東大阪SNS http://h-osaka.sns.fc2.com/

68 兵庫県 いたまちSNS http://sns.itamachi.jp/

69 兵庫県 ひょこむ http://hyocom.jp/

70 兵庫県 CLOVER（クローバー） http://clover.h555.net/

71 兵庫県 佐用ＳＮＳ さよっち http://sayo-chi.jp

72 兵庫県 西播磨特産館 http://e-banshu.net/personal.php

73 兵庫県 こうべブログ http://kobeblog.net/index/

74 兵庫県 丹波市ぷらす http://tambashi.sirokuro.tv/

75 兵庫県 E-宍粟 http://shiso-sns.jp/

76 和歌山県 みかん http://mican.kiilife.jp/

77 岡山県 岡山地域SNS（仮） http://sns.sns-okayama.net/

78 広島県 おのみち地域SNS　おのみっち http://onomichi-sns.jp/

79 広島県 広島スポーツ。 http://iitoko-aru.sns.fc2.com/

80 山口県 おいでませ！山口SNS http://yamaguchi.sns.fc2.com/

81 山口県 KAKEHASHI http://www.suouoshima.com/sns.html

82 徳島県 AWA-BEAT http://awa.sns.fc2.com/

83 高知県 はちきん高知SNS http://tosaxtupo.com.comuu.jp/

84 福岡県 よかとも http://www.yokatomo.jp/top.html

85 佐賀県 ひびのコミュニティ http://hibino.saga-s.co.jp/

86 長崎県 してみっか http://shinkamigoto.tv/

87 長崎県 ナガツク http://nagatsuku.jp/

88 熊本県 LOVE KUMA SNS http://wakuwaku-kumamoto.com/love-kuma/sns/?m=portal&a=page_user_top

89 宮崎県 宮崎SNS  Eznet http://eznet.jp/

90 沖縄県 R-58 http://sns.r-58.net/

91 東海地方 ビタ☆ショコ.com http://bita-choco.com/

92 近畿地方 けいはんな http://sns.keihanna-city.com/

93 近畿地方 関西グルメコミュニティ http://www.gurumedosu.net/sns/

 

参考：海外の地域SNS

NO 都道府県・地域 名称 URL

1
米国南カリフォル
ニア

FamilyIgloo http://www.familyigloo.com/

2
米国フロリダ州マ
イアミ市

MIAMIurbanlife.com http://www.miamiurbanlife.com/

3
米国アーカンソー
州サリーン郡

Mysaline.com http://www.mysaline.com/

4
米国カリフォルニ
ア州フレモント市

Fremont Citizens network http://www.fremontcitizensnetwork.org/

5
米国オレゴン州
ポートランド市

Portlandneighborhood's net http://portlandneighborhood.ning.com/

6
米国カリフォルニ
ア州

Transition California http://transitioncalifornia.ning.com/

7
フランスパリ市ほ
か

Peuplade http://www.peuplade.fr/

8 フランス Ma-Residonce.fr http://www.ma-residence.fr/

9 ドイツ ドイツいっぱいメニージャーマニー [manyGermany] http://manygermany.com/

10 シンガポール Helloあsia http://www.helloasia.jp/

11 ハワイ アロハストリート http://www.aloha-street.com/

12 米国 Nextdoor https://nextdoor.com/
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