
北海道 青森 岩手 秋田

冬の釧路湿原 初夏の奥入瀬 平泉　関山中尊寺 曲げわっぱと樺細工

鶴居村の丹頂鶴 ねぶた祭り 平泉　毛越寺 秋田竿灯まつり

美瑛の丘 秋の奥入瀬 猊鼻渓　舟下り 角館　春から初夏

さっぽろ羊ヶ丘展望台 十和田湖 南部鉄器 乳頭温泉

さっぽろ雪まつり 蔦沼 盛岡さんさ踊り かまくらとぼんでん

知床国立公園 八戸えんぶり 小岩井農場　一本桜 横手かまくら祭り

大雪山国立公園 青池 北上展勝地 桜まつり 雪の角館

四季彩の丘 弘前公園の桜 北限の海女 なまはげ柴灯まつり

銀河の滝 八戸の横丁 厳美渓 角館火振りかまくら

メルヘンの丘 館鼻岸壁朝市 わんこそば ゴジラ岩

マイルドセブンの丘 八戸三社大祭 久慈琥珀 鵜ノ崎海岸

タウシュウベツ川橋梁 浜小屋 龍泉洞 元滝伏流水

日の出ラベンダー園 中町こみせ通り 小岩井牧場 横手かまくら

五稜郭 種差海岸 田沢湖

函館夜景 恐山 きりたんぽ鍋

函館朝市 せんべい汁 福島

函館　八幡坂　港 りんご 鶴ヶ城の四季

いくら 白神山地 冬の奥会津　只見線

じゃがバター こぎん刺し 絵ろうそくまつり

ジンギスカン 八甲田山 大内宿とねぎそば

ラーメン 地獄沼 会津絵ろうそく

熊の木彫り 尻屋崎 ビードロ 山形

北方原生花園 熊野神社の大銀杏 宝殊山　立石寺

阿寒湖 御薬園 花笠まつり

青池 赤べこと起上り小法師 山形県郷土館　文翔館

十勝牧場 滝川渓谷 出羽三山神社　羽黒山五重塔

明治公園 飯盛山　白虎隊とさざえ堂 まんだらの里　雪の芸術祭

宮城 磐梯山と猪苗代湖 丸池様

伝統こけし 桧原湖の夜明け 出羽三山神社　錬成修行道場

蔵王連山　御釜 たかつえそば畑 胴腹滝

松島 会津の郷土料理 銀山温泉

白石川堤一目千本桜 会津漆器 山形鋳物

東北輓馬競技大会 会津若松　七日町 さくらんぼ

塩竈みなと祭 雪の鶴ヶ城 玉こんにゃく

仙台七夕まつり 東山温泉 だし

青葉城址 紅葉の鶴ヶ城 天童将棋駒

ずんだもち 会津武家屋敷

牛たん 桜の鶴ヶ城

仙台四郎 三春滝桜

相馬野馬追

あづま公園いちょう

菊楽園

高柴デコ屋敷

浄楽園

高柴デコ屋敷

浄楽園

※貸出・販売ができない素材もあります



茨城 栃木 群馬 東京

水戸　偕楽園の梅 日光東照宮 鬼押出し園 お台場の朝と夜

ひたち海浜公園 チューリップ あしかがフラワーパークの藤棚 草津温泉の湯畑 東京駅

ひたち海浜公園ネモフィラの丘 日光いろは坂の紅葉 富岡製糸場 大國魂神社　秋季祭くり祭り

大洗　磯前神社の朝日 中禅寺湖 一之宮貫前神社 増上寺の桜

真岡鐵道のSL 華厳の滝 碓氷峠鉄道文化むら 皇居　二重橋　千鳥ヶ淵

霞ヶ浦 帆引き船 戦場ヶ原 碓氷第三橋梁 めがね橋 浅草雷門　仲見世

潮来　嫁入り舟 小田代ヶ原　草紅葉 妙義山 浅草寺

鹿島神宮 回顧の滝 水上温泉 三社祭

笠間焼 湯滝 土合駅 旧古河庭園 春のバラ

結城紬 旧青木家那須別邸 湯ノ丸高原　レンゲつつじ 東京大神宮　七夕飾り

納豆 城山公園 田代湖の朝日 浅草寺ほおずき市

筑波山 高椅神社 嬬恋村 キャベツ畑 入谷朝顔まつり

県立歴史館のイチョウ並木 餃子 愛妻の丘 増上寺七夕

さくら宇宙公園星空 とちおとめ だるま弁当 神田祭

海夜明け 益子焼 こんにゃく 国営昭和記念公園のイチョウ

袋田の滝 きぶな 高崎だるま 目黒川の桜

竜神大吊橋 真岡鐵道 空吹 東京タワーと鯉のぼり

酒列磯前神社の樹叢 一の倉沢 秋葉原

ほしいも神社 浅間山 浜離宮

バラギ湖 両国周辺

千葉 鹿沢 表参道

大山千枚田の夜明け 嬬恋 紅葉 原宿

濃溝の滝 石樋の滝 渋谷

埼玉 とんぼ玉 熊四郎洞窟 江戸切子

さいたま市大宮盆栽美術館 加曽利貝塚 万座湯畑 浅草鷲神社　酉の市

小江戸　川越 旧神谷伝兵衛稲毛別荘 大笹関所跡 千鳥ヶ淵　桜と雪

長瀞　ライン下り 千葉寺の大銀杏 愛妻の鐘 寿司

長瀞　かき氷 泉自然公園の紅葉 今宮渓谷 天ぷら

巾着田曼珠沙華まつり 大賀ハス 毛無峠 しながわ区民公園

川越氷川神社 縁むすび風鈴 養老渓谷　粟又の滝 牛池 北品川

秩父夜祭 落花生 万座プリンス　温泉　スキー 多摩川台公園あじさい

鉄道博物館 千葉神社　妙見大祭 北沢川緑道　桜

浦和の鰻 千葉神社　初詣 神奈川 七五三

さいたまスタジアム 千葉城　千葉市立郷土博物館 横浜　みなとみらい

浦和民家園 かつうらビッグひな祭り 鎌倉　鶴岡八幡宮

大宮氷川神社 南房総白浜海女祭り 桜の小田原城

ポピー 菜の花と小湊、いすみ鉄道 明月院　あじさい寺

羊山公園 原岡桟橋 箱根寄木細工

さいたま新都心 昭和の森　鯉のぼり 仙石原すすき草原

富田農業公園　芝桜 箱根　大涌谷

千葉市動物公園 等覺院

江川海岸 箱根神社節分祭

千葉臨海部 芦ノ湖

美浜園 鎌倉大仏と桜

幕張ビーチ花火フェスタ 森戸海岸の夕日

千葉市卸売市場 川崎工場夜景

千葉モノレール かまぼこ

千葉ポートタワー 横浜　赤レンガ

さや堂ホール 横浜　中華街

※貸出・販売ができない素材もあります



新潟 長野 石川 山梨

星峠の棚田 小諸の吊るし雛 桜の兼六園と金沢城 結氷の山中湖

菜の花の福島潟 高峰高原の雲海 九谷焼 明野のひまわり畑

妻有の棚田 小諸道祖神祭り ひがし茶屋街 富士芝桜まつり

松之山　美人林 しなの鉄道 金箔工芸 忍野八海

佐渡　清水寺 春の海野宿 雪の兼六園と金沢城 富士山と紅葉

佐渡　二つ亀 小諸城址懐古園 輪島朝市 西湖いやしの里根場

尖閣湾 雲場池　夏 石崎奉燈祭 天下茶屋からの富士山

道遊の割戸 海野宿ひな祭り 見附島 河口湖のラベンダー

北沢浮遊選鉱所 地獄谷温泉の猿 九十九湾 印伝

宿根木 白糸の滝 奥能登塩田村 ぶどう

たらい舟 安曇野の水車 白米千枚田 河口湖　桜

竜王洞 雲場池の紅葉 お熊甲祭

無名異焼 善光寺 千里浜なぎさドライブウェイ

岩首昇竜棚田 北国街道　柳町 七尾湾

奥只見の紅葉 別所温泉 静岡

清津峡渓谷トンネル 上田城千本桜まつり 大井川鐡道

八海山 戸隠神社 桜エビの天日干し

津南ひまわり畑 花桃の里　鯉のぼり 富士宮　田貫湖

大野亀 菜の花と鯉のぼり 福井 三保の松原

長岡花火 妻籠宿 敦賀　氣比神宮 河津桜まつり

笹川流れ 戸隠そば 若狭　三方五湖 法多山尊永寺　万灯祭

松之山婿投げ墨塗り 野尻湖 東尋坊 柿田川湧水群

枝折峠 渋温泉 水島 修善寺梅林

秋山郷 忍者の里 チビッ子忍者村 気比松原 天竜浜名湖鉄道

塩沢宿牧之通り 内山牧場コスモス 大本山永平寺 浜名湖

魚沼スカイライン 軽井沢高原教会キャンドルナイト 一乗谷朝倉氏遺跡 龍潭寺

八木ヶ鼻 高遠城址公園の桜 七間朝市 静岡茶

笹団子 御射鹿池 越前大仏 わさび

ご飯　おにぎり 小諸　布引観音 丸岡城 吊るし雛

日本酒 小諸すみれ 蘇洞門 龍宮窟

銀食器 金崎宮 浄蓮の滝

棚田の刈入れ ハサ掛け 富山 瓜破の滝 南伊豆

高田公園　桜 冬の立山 越前大野城 裾野 チューリップ

夏井の田んぼ 高岡漆器 越前大野城　雲海

五箇山 越前和紙

黒部ダムの放水 大滝神社

瑞龍寺 越前かに(金沢) 愛知

岐阜 夏の立山 へしこ 犬山城

長良川の鵜飼 越中八尾　おわら風の盆 若狭塗 熱田神宮

白川郷 高岡大仏 九頭竜湖 金鯱　名古屋城

飛騨高山 宇奈月温泉 豊橋手筒花火

馬籠宿 雨晴海岸 豊川稲荷

モネの池 黒部トロッコ 菜飯田楽

飛騨古川 散居村 龍潭寺

高山祭 善徳寺 二川宿

美濃焼 氷見 豊橋筆

五平餅 鱒寿司 みそかつ

郡上八幡 土蔵群蔵回廊 手羽先

ひつまぶし

※貸出・販売ができない素材もあります



京都 京都 大阪 奈良

伊根の舟屋 京人形 お好み焼き 奈良公園の鹿

天橋立 地主神社　七夕 新世界 東大寺の大仏

嵐山　渡月橋 五山送り火 道頓堀 春日大社 節分万燈籠

祇園白川 嵯峨野トロッコ列車 大阪城 今井町

南禅寺 保津峡下り 大阪天満宮 玉置神社

二尊院 葵祭　路頭の儀 箕面大滝 高松塚古墳

圓徳院 葵祭　社頭の儀 中央公会堂 石舞台古墳

高台寺蒔絵 祇王寺 勝尾寺 谷瀬の吊り橋

高台寺 嵐山　竹林 星田妙見宮　七夕祭 笹の滝

満足稲荷神社　門付 京都府植物園紅葉ライトアップ 黒門市場 ならまち　身代わり申

北野天満宮　天満書 知恩院ライトアップ 岸和田だんじり祭 奈良漬

下鴨神社　蹴鞠初め 折紙稲荷神社 天神祭 十津川村の野猿

八坂神社　かるた始め式 宮川町　舞妓 四天王寺 清納の滝

桜の祇園白川 伏見稲荷 堺包丁 刀鍛冶　鍛刀

長岡天満宮 抹茶 道明寺 金魚の町　大和郡山

二条城 京扇子 喜光寺

三千院　初午大根焚き 鴨川 采女祭

南座 京都　正月 吉野山の桜

東寺 吉水神社

都をどり 滋賀 金峯山寺

平等院鳳凰堂 近江八幡 平城京

善峯寺 琵琶湖　浮御堂 薬師寺

法輪寺 針供養 信楽焼と信楽駅 奈良墨

北野天満宮追儺式 大津絵 柿の葉寿し

石清水八幡宮 びわ湖テラス キトラ古墳

哲学の道 比叡山延暦寺 長谷寺

金戒光明寺 鮒寿司

瑠璃光院　春

市比賣神社　ひいな祭り

二年坂

貴船神社　七夕

和束町　茶畑　春　秋 兵庫 和歌山

神戸北野異人館街 熊野古道

神戸ビーフ 紀州漆器

姫路城 紀州へら竿

明石大橋 高野山　金剛峯寺

灘黒岩水仙郷 熊野那智大社

城崎温泉 那智の火祭

有馬温泉 補陀洛山寺

出石 那智の田楽

天滝 和歌の浦

竹田城趾 和歌山城

播州そろばん 紀三井寺

メリケンパーク めはり寿司

神戸大橋

養父神社

鱒寿司

土蔵群蔵回廊

※貸出・販売ができない素材もあります



鳥取 広島 徳島 愛媛

境港 原爆ドームと平和記念公園 鳴門の渦潮 しまなみ海道

大山寺 桜の広島城 祖谷のかずら橋 松山城

鳥取砂丘 広島焼き 阿波踊り 下灘駅

鳥取しゃんしゃん祭 桜の尾道 神山町しだれ桜 道後温泉

浦富海岸 宮島　嚴島神社 門松作り 四国カルスト

白兎神社 鞆の浦 わんわん凧 新居浜太鼓祭り

仁風閣 帝釈峡 半田そうめん 西条まつり

鯖寿司 御手洗街並み保存地区 船窪つつじ公園 うわじま闘牛

らっきょう 呉 徳島ラーメン うわじま牛鬼まつり

明王院 霊山寺 七折梅祭り

光信寺 阿波和紙 秋葉祭り

赤いクジラ 阿波しじら織 宇和島の海

大和ミュージアム 農村舞台 内子町

島根 しゃもじ 小歩危 砥部焼

足立美術館 すだち 鯛そうめん

ぼてぼて茶

松江城

出雲大社

五百羅漢

羅漢寺 山口 香川 高知

石見銀山 岩国　桜の錦帯橋 紫雲出山の桜 桂浜

大森の街並み 桜の明倫学舎と萩の町 金刀比羅宮こんぴらさん桜 室戸岬

津和野 桜の瑠璃光寺と一の坂川 うどんづくり 四万十川

太鼓谷稲成神社 萩　椿の原生林 丸亀うちわ よさこい祭り

ホーランエンヤ 秋芳洞 桜の丸亀城  仁淀川

松江和紙てまり 秋吉台 大窪寺柴灯大護摩供養 石鎚山系UFOライン

宍道湖 東後畑の棚田 まんのう公園 ウィンターファンタジー仁淀川 紙のこいのぼり

元乃隅稲成神社 エンジェルロード 皿鉢料理

萩焼 寒霞渓 足摺岬

巌流島 父母ヶ浜 べく杯

下関 栗林公園 おきゃく

毛利氏庭園 小豆島オリーブ畑 高知の街並み

岡山 防府天満宮 醤油蔵 ひろめ市場

倉敷　美観地区 長府庭園 小豆島 モネの池

蒜山とがま細工 萩往還 高松 秋葉まつり

春の後楽園と岡山城 赤間硯

牛窓 大内塗

ままかり

マスカット

もも

児島ジーンズ通り

鷲羽山・与島

備前焼

※貸出・販売ができない素材もあります



福岡 熊本 宮崎 沖縄

柳川　川下り 鍋ケ滝　裏見の滝 冷汁 石垣島

門司の港 阿蘇　草千里 鵜戸神宮 竹富島

博多人形 山鹿灯籠浪漫 百華百彩 五ヶ瀬　うのこの滝 ブセナ海中公園

博多の屋台 馬刺し 高千穂峡　真名井の滝 今帰仁桜まつり

太宰府天満宮　梅花祭 肥後象嵌 高千穂神社 玉陵

博多祇園山笠 高千穂夜神楽 万座毛識名園

辛子明太子 青島神社 識名園

都井岬 やちむんの里

堀切峠　鬼の洗濯板 公設市場

チキン南蛮 うるま国際流通拠点

炭火地鶏 那覇空港

マンゴー 長瀬島の夕日

国際通り

佐賀 沖縄そば

呼子の朝市 海中道路

有明海　干潟 ゴーヤチャンプル

吉野ケ里遺跡

有田焼

佐賀牛

祐徳稲荷神社 大分 鹿児島

別府地獄めぐり 指宿　砂むし温泉

湯布院 知覧

関サバ 鹿児島神宮初午祭

別府竹細工 薩摩切子

枕崎　鰹節作り

片浦お伊勢講祭り

天然塩作り

さつま揚げ

長崎 マングローブ原生林

大浦天主堂 天女ヶ倉展望所からの眺望

軍艦島 さとうきび畑

グラバー園 ヘゴ自生群落

長崎ランタンフェスティバル 雄龍・雌龍の岩

出島 浦田海水浴場

長崎べっこう アコウの大木

ちゃんぽん 千座の岩屋

桜島

鹿児島食べ物

※貸出・販売ができない素材もあります


