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国内の地域SNS

通し番号 都道府県・地域 名称 URL

1 北海道 「宮の森まちづくりセンターICT講座SNS http://miyanomori.sns.fc2.com/

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

3 北海道 流氷コミュニティAERU http://aeru.noah.ne.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 旭川SNS http://asahikawa.sns.fc2.com/

7 北海道 余市青年会議所 http://yoichi50.sns.fc2.com/

8 北海道 札幌khaos http://khaos.sns.fc2.com/

9 北海道 北海道SNS　Kita☆Tomo！ http://kitatomo.sns.fc2.com/

10 北海道 TOMAKOMAI LOVE http://tomakomai-love.sns.fc2.com/

11 北海道 すすきの盛り上げ隊！情報サイト http://susukinomoriagetai.sns.fc2.com/

12 北海道 わぁランド下北@ami'z http://e-shimokita.amiz.jp/

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

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

15 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/

16 青森県 中南津軽 http://tn-tsugaru.sns.fc2.com/

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

18 秋田県 矢島SNS http://sns.pinemoon.com/

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

20 山形県 山形県最上町のSNS http://nito.sns.fc2.com/

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

22 福島県 Fuxima http://www.fuxima.com/

23 福島県 会津若松 http://a-w.sns.fc2.com/

24 福島県 いわきっす（iwakiss） http://iwakiss.sns-park.com/

25 福島県 2007会津同期SNS http://2007aizu.sns.fc2.com/

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

27 茨城県 IBA☆ＬＵＣＫＹ http://ibaraki.sns.fc2.com/

28 茨城県 feceひたちなか http://face-hitachinaka.sns.fc2.com/

29 茨城県 島名真瀬的なSNS http://yorkshirebastard.sns.fc2.com/

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

31 群馬県 高崎市学童保育連絡協議会ＳＮＳ　「ＷＥＢぱるすスタジアム」 http://shirenkyo-takasaki.sns.fc2.com/

32 埼玉県 あついぞホッとcom http://kumacom.jp/

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

34 埼玉県 ASAKA.INFO http://asaka.info/

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

36 埼玉県 本庄z SNS http://honjohz.sns.fc2.com/

37 埼玉県 tod@bit トダビト http://toda.sns.fc2.com/

38 埼玉県 社団法人秩父青年会議所　内部広報「あゆみ」 http://jc2010.com.comuu.jp/

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

40 千葉県 あみっぴぃ http://amippy.jp/

41 千葉県 ラブマツ http://matsudo.ilovej.jp/

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

43 千葉県 山武SNS http://sammu-sns.jp/

44 千葉県 小深町＠こぶけ http://kobukeseinenkai.sns.fc2.com/

45 千葉県 千葉人SNS http://chiba-love.sns.fc2.com/

46 千葉県 よつかいどう地域ＳＮＳ「さくらそう」 http://yukichi.sns.fc2.com/

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

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

49 東京都 シモフリ http://shimokita.org/

50 東京都 六本木貴族 http://kizoku.jp/

51 東京都 machida-city-net http://machida-city-net.sns.fc2.com/

52 東京都 ふちゅうじん http://fuchujin.com/

53 東京都 みやけエコネット http://www.miyake-eco.net/weblog/PortalServlet

54 東京都 Machida～Family http://machidafamily.sns.fc2.com/

55 東京都 City Concierge http://cityconcierge.sns.fc2.com/

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

57 東京都 調布レク研 http://chofu-rec.sns.fc2.com/
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58 東京都 マチマチ https://machimachi.com/

59 関東/宮城県 PIAZZA https://www.lp.piazza-life.com/

60 神奈川県/福岡県 SOY LINK http://www.soylink.jp/

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

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

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

64 神奈川県 Bay Net http://sns.kanaguru.jp/

65 神奈川県 ハマっち！ http://sns.hamatch.jp/

66 神奈川県 湘南SNS http://shonan2007.sns.fc2.com/

67 神奈川県 たちばな農のあるまちづくり http://tachibananou.sns.fc2.com/

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

69 新潟県 藁辺 http://www.wara-be.net/

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

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

72 福井県 ふくーぷ http://www.fukoop.jp/

73 長野県 おらほねっと http://sns.orahonet.jp/

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

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

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

77 岐阜県 白川町黒川のSNS http://kurokawa.sns.fc2.com/

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

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

80 静岡県 伊豆高原ファン交流SNS http://izukougen.sns.fc2.com/

81 静岡県 由比の朝焼け http://sunshine.sns.fc2.com/

82 愛知県 style-ID SNS:三河のライフスタイルマガジン http://furgle.sns.fc2.com/

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

84 愛知県 愛知発、お出かけ隊 http://odekaketai.sns.fc2.com/

85 愛知県 あいふれ http://sns.138files.com/

86 愛知県 植田第２学童SNS(試験運用中） http://ueda-dai2-gakudou.sns.fc2.com/

87 愛知県 大高おやじの会 http://ootakaoyaji.sns.fc2.com/

88 愛知県 758ch http://758ch.sns.fc2.com/

89 愛知県 名古屋市 http://758.sns.fc2.com/

90 愛知県 FUJIGAOKA LOVERS http://fujigaoka.sns.fc2.com/

91 愛知県 癒しとアンチエイジングの郷・蒲郡 http://www.aa-gg.jp/index/

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

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

94 三重県 MYF http://m-y-f.sns.fc2.com/

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

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

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

98 京都府 お茶っ人 http://www.sns.ochatt.jp/

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

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

101 兵庫県 ひょこむ http://hyocom.jp/

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

103 兵庫県 佐用ＳＮＳ さよっち http://sayo-chi.jp

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

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

106 兵庫県 ジョイナビタウン伊丹 http://joynavi-itami.sns.fc2.com/

107 兵庫県 ゆるり家だより http://yururiya.sns.fc2.com/

108 兵庫県 E-宍粟 http://shiso-sns.jp/

109 奈良県 奈良 http://hakuhou.sns.fc2.com/

110 和歌山県 みかん http://mican.kiilife.jp/

111 岡山県 おかやまフレンズ http://okayamafriends.web.fc2.com/

112 岡山県 岡山問屋町 http://t-okayama.sns.fc2.com/

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

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

115 広島県 カフェ侍こみゅ♪ http://cafesamurai.sns.fc2.com/

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

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

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

119 山口県 下関SNS【BOOBYtrip】 http://booby.sns.fc2.com/
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120 徳島県 AWA-BEAT http://awa.sns.fc2.com/

121 徳島県 安全安心コミュニティ http://sanuki.sns.fc2.com/

122 香川県 ワガカガワ http://kagawasns.sns.fc2.com/exec/

123 愛媛県 愛媛twitter交流会#ehime http://ehimetwitter.sns.fc2.com/

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

125 福岡県 ちくご夜遊び http://chikugo-night.sns.fc2.com/

126 福岡県 福岡笑会 http://hysteric1110.sns.fc2.com/

127 福岡県 黒崎発展コミュサイト「クロサキー（kurosakee)」 http://kurosakicom.sns.fc2.com/

128 福岡県 ねお大牟田SNS http://neoomuta2010.sns.fc2.com/

129 福岡県 山内ヴィラージュ http://yamauchimt.sns.fc2.com/

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

131 佐賀県 サガン鳥栖SNS http://sns.sagandreams.co.jp/

132 長崎県 長崎茶屋 http://nagasaki555.sns.fc2.com/

133 長崎県 してみっか http://shinkamigoto.tv/

134 長崎県 ナガツク http://nagatsuku.jp/

135 長崎県 ミクシマ@miximabara http://mixshimabara.sns.fc2.com/

136 長崎県 長崎県池島のページ http://ikeshima21.sns.fc2.com/

137 長崎県 こころびと http://kokoro.sns-park.com/

138 宮崎県 宮崎SNS  Eznet http://eznet.jp/

139 宮崎県 てげてげ宮崎SNS http://miyazaki.sns.fc2.com/

140 宮崎県 ふるさと都城SNS http://miyakonojou.sns.fc2.com/

141 鹿児島県 鹿児島県マンション管理組合連合会ひろば http://kakanren-open.sns.fc2.com/

142 鹿児島県 ふるさと霧島SNS http://kirishima.sns.fc2.com/

143 鹿児島県 ふるさと曽於SNS http://soo-city.sns.fc2.com/

144 鹿児島県 ふるさと志布志SNS http://shibushi.sns.fc2.com/

145 鹿児島県 ふるさと姶良SNS http://aira.sns.fc2.com/

146 鹿児島県 ふるさと指宿SNS http://ibusuki-city.sns.fc2.com/

147 沖縄県 R-58 http://sns.r-58.net/

148 沖縄県 沖縄＋友達＝リア友 http://okitomo.sns.fc2.com/

149 沖縄県 兼城SNS http://kanegusuku.sns.fc2.com/

150 東海地方 東海フィナム http://houyhnhnm.sns.fc2.com/

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

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

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

154 近畿地方 近畿の友達♪ http://kinki.sns.fc2.com/

155 山陰地方 山陰あすねっと http://asunet.sns.fc2.com/

156 四国地方 あつまれ四国 http://459.sns.fc2.com/

157 九州地方 マイカゴ http://mycom.sns.fc2.com/

 

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 フランス VOISINEO http://www.voisineo.com/

10 フランス cest-moi（セ・モワ） http://cest-moi.fr/?m=portal&a=page_user_top

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

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

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

14 米国 Nextdoor https://nextdoor.com/

15 オーストリア Fragnebenan https://fragnebenan.com/
16 中国 考拉先生 https://www.koalac.com/
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http://yamauchimt.sns.fc2.com/#
http://hibino.saga-s.co.jp/
http://sns.sagandreams.co.jp/#
http://nagasaki555.sns.fc2.com/#
http://shinkamigoto.tv/
http://nagatsuku.jp/#
http://mixshimabara.sns.fc2.com/
http://ikeshima21.sns.fc2.com/
http://kokoro.sns-park.com/#
http://eznet.jp/
http://miyazaki.sns.fc2.com/#
http://miyakonojou.sns.fc2.com/#
http://kakanren-open.sns.fc2.com/#
http://kirishima.sns.fc2.com/#
http://soo-city.sns.fc2.com/#
http://shibushi.sns.fc2.com/
http://aira.sns.fc2.com/
http://ibusuki-city.sns.fc2.com/#
http://sns.r-58.net/#
http://okitomo.sns.fc2.com/
http://kanegusuku.sns.fc2.com/#
http://houyhnhnm.sns.fc2.com/
http://bita-choco.com/#
http://sns.keihanna-city.com/#
http://www.gurumedosu.net/sns/#
http://kinki.sns.fc2.com/#
http://asunet.sns.fc2.com/#
http://459.sns.fc2.com/
http://mycom.sns.fc2.com/#
http://www.familyigloo.com/#
http://www.miamiurbanlife.com/
http://www.mysaline.com/#
http://www.fremontcitizensnetwork.org/
http://portlandneighborhood.ning.com/
http://transitioncalifornia.ning.com/
http://www.peuplade.fr/
http://www.ma-residence.fr/
http://www.voisineo.com/#
http://cest-moi.fr/?m=portal&a=page_user_top
http://manygermany.com/
http://www.helloasia.jp/
http://www.aloha-street.com/
https://nextdoor.com/
https://fragnebenan.com/
https://www.koalac.com/

