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総勢118名様に当たる！！賞品一覧

福島（F）・茨城（I）・栃木（T）3県の
それぞれの頭文字をとったものです。
3県の県際地域（FIT地域）において、
多様な分野での交流を深め、豊かな
地域づくりを目指す「FIT構想」を
推進しています。

FIT とは？

茨城県マスコット
ハッスル黄門

ドライブロゲイニングとは？
　ロゲイニング（rogaining）とは、地図、コンパ
スを使って、山野に多数設置されたチェックポイン
トをできるだけ多く制限時間内に回り、得られた点
数を競う野外スポーツのことです。
　オリエンテーリングと似ているものの、チェック
ポイントが多数設置されていること、チェックポイ
ントを辿る順序が決められていないこと
などの違いがあります。

目指せ3県制覇!!
親子で楽しむFITの魅力 !

FIT構想推進協議会事務局 TEL：024-521-7118　FITホームページ  http://www.fit-area.jp/
主催／FIT構想推進協議会

http://www.fit-area.jp/

詳しくはコチラのFIT HPから！！ホームページ

ケータイ・スマートフォンは
　　　コチラから        

茨城県マスコット
ハッスル黄門
茨城県マスコット
ハッスル黄門

栃木エリア

大田原市
栃木県なかがわ水遊園
大田原市佐良土 2686住 所

TEL：0287-98-3055お問合せ

T1

大田原市
トコトコ大田原
大田原市中央1-3-15住 所

TEL：0287-47-7370お問合せ

T2

大田原市
大田原市ふれあいの丘
大田原市福原 1411-22住 所

TEL：0287-28-3131お問合せ

T3

矢板市
矢板市城の湯温泉センター
矢板市川崎反町 295住 所

TEL：0287-44-1010お問合せ

T4

さくら市
喜連川丘陵の里 杉インテリア木工館
さくら市穂積 478（旧穂積小学校）住 所

TEL：028-685-3841お問合せ

T5

那須塩原市
那須千本松牧場
那須塩原市千本松 799住 所

TEL：0120-36-1025お問合せ

T8

那須烏山市
大金つり橋
那須烏山市岩子173 付近住 所

TEL：-お問合せ

T9

那須烏山市
龍門の滝
那須烏山市滝 414住 所

TEL：0287-83-2765お問合せ

T10

益子町
益子焼窯元共販センター
芳賀郡益子町大字益子 706-2住 所

TEL：0285-72-4444お問合せ

T11

茂木町
いい里さかがわ館
芳賀郡茂木町大字飯 362-1住 所

TEL：0285-65-7555お問合せ

T12

茂木町
ふみの森もてぎ
芳賀郡茂木町大字茂木 1720-1住 所

TEL：0285-64-1023お問合せ

T13

市貝町
市貝温泉健康保養センター
芳賀郡市貝町大字市塙 4649住 所

TEL：0285-68-4460お問合せ

T14

那珂川町
小砂焼体験センター 陶遊館
那須郡那珂川町小砂 2712-15住 所

TEL：0287-93-0117お問合せ

T15

那須町
那須どうぶつ王国
那須郡那須町大字大島 1042-1住 所

TEL：0287-77-1110お問合せ

T16

那須町
那須りんどう湖レイクビュー
那須郡那須町大字高久丙 414-2住 所

TEL：0287-76-3111お問合せ

T17

那須町
那須ハイランドパーク
那須郡那須町大字高久乙 3375住 所

TEL：0287-78-1150お問合せ

T18

さくら市
さくら市ミュージアム －荒井寛方記念館－
さくら市氏家 1297住 所

TEL：028-682-7123お問合せ

T6

さくら市
氏家ゆうゆうパーク（鬼怒川河川公園）
さくら市氏家 1317住 所

TEL：028-681-1120お問合せ

T7

茨城エリア

日立市
鵜の岬温泉「鵜来来の湯十王」
日立市十王町伊師 605住 所

TEL：0294-39-1126お問合せ

I1

常陸太田市
ふるさとセンター 竜っちゃん乃湯
常陸太田市天下野町 1629住 所

TEL：0294-87-0543お問合せ

I2

高萩市
穂積家住宅
高萩市上手綱 2337-1住 所

TEL：0293-24-0919お問合せ

I3

常陸大宮市
ごぜんやま温泉保養センター 四季彩館
常陸大宮市長倉 407-2住 所

TEL：0295-55-2626お問合せ

I6

大子町
大子おやき学校
久慈郡大子町大字槙野地 2469住 所

TEL：0295-78-0500お問合せ

I7

高萩市
花貫ふるさと自然公園
高萩市秋山 2989-14住 所

TEL：0293-24-2331お問合せ

I4

北茨城市
ガラス工房シリカ
北茨城市華川町小豆畑 2747（公共の宿マウントあかね敷地内）住 所

TEL：0293-42-3550お問合せ

I5

いわき市
アクアマリンパーク
いわき市小名浜辰巳町 50住 所

TEL：0246-73-2525お問合せ

F1

いわき市
いわき市石炭・化石館 ほるる
いわき市常磐湯本町向田 3-1住 所

TEL：0246-42-3155お問合せ

（有料施設）

F2

白河市
きつねうち温泉健康館
白河市東釜子字狐内 47住 所

TEL：0248-34-1126お問合せ

F3

須賀川市
ムシテックワールド
須賀川市虹の台 100住 所

TEL：0248-89-1120お問合せ

F4

須賀川市
藤沼温泉やまゆり荘
須賀川市江花字石倉山 4-3住 所

TEL：0248-67-3431お問合せ

F5

天栄村
羽鳥湖高原レジーナの森
岩瀬郡天栄村大字羽鳥字高戸屋 39住 所

TEL：0248-85-2525お問合せ

F8

南会津町

旧南会津郡役所
南会津郡南会津町田島字丸山甲 4681-1住 所

TEL：0241-62-3848お問合せ

F9

下郷町

湯野上温泉駅
南会津郡下郷町大字湯野上字大島乙７４住 所

TEL：0241-68-2920お問合せ

F10

下郷町

塔のへつり
南会津郡下郷町大字弥五島字下夕林 5316住 所

TEL：0241-69-1144お問合せ

F11

下郷町
観音沼森林公園
南会津郡下郷町大字野際新田字上ノ台住 所

TEL：0241-69-1144お問合せ

F12

西郷村
キョロロン村
西白河郡西郷村大字真船字村火 1住 所

TEL：0248-36-2231お問合せ

F13

泉崎村
泉崎カントリーヴィレッジ
西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山 12住 所

TEL：0248-53-4211お問合せ

F14

中島村
なかじま産直館 KIRASSHE
西白河郡中島村大字滑津字中ツ島 33-1住 所

TEL：0248-52-3434お問合せ

F15

矢吹町
大池公園
西白河郡矢吹町大池 243住 所

TEL：0248-42-2116お問合せ

F16

矢吹町
三十三観音史跡公園
西白河郡矢吹町滝八幡 112住 所

TEL：0248-42-2116お問合せ

F17

棚倉町
ルネサンス棚倉
東白川郡棚倉町大字関口字一本松 43-1住 所

TEL：0247-33-4111お問合せ

F18

矢祭町
ユーパル矢祭
東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷 108-1住 所

TEL：0247-46-4300お問合せ

F19

塙町
湯遊ランドはなわ
東白川郡塙町大字湯岐字立石 21住 所

TEL：0247-43-3000お問合せ

F20

鮫川村
湯の田温泉 村民保養施設「さぎり荘」
東白川郡鮫川村大字赤坂東野字広畑 199-2住 所

TEL：0247-49-2205お問合せ

F21

鮫川村
鹿角平観光牧場
東白川郡鮫川村大字青生野字世々麦住 所

TEL：0247-48-2010お問合せ

F22

石川町
石川町立歴史民俗資料館
石川郡石川町字高田 200-2住 所

TEL：0247-26-3768お問合せ

F23

石川町

石都々古和気神社
石川郡石川町下泉 269住 所

TEL：0247-26-7534お問合せ

F24

玉川村

乙字ヶ滝公園
石川郡玉川村大字竜崎字滝山住 所

TEL：-お問合せ

F25

平田村

ジュピアランドひらた
石川郡平田村大字蓬田新田字蓬田岳住 所

TEL：0247-55-3535お問合せ

F26

浅川町
吉田富三記念館
石川郡浅川町大字袖山字森下 287 番地住 所

TEL：0247-36-4129お問合せ

F27

古殿町
憩いの森公園（展望東屋）
石川郡古殿町大字松川字大作地内住 所

TEL：0247-53-4620お問合せ

F28

須賀川市
いわせ悠久の里
須賀川市畑田字諏訪入 56住 所

TEL：0248-66-1582お問合せ

F6

鏡石市
鳥見山公園
岩瀬郡鏡石町緑町 199住 所

TEL：0248-62-7636お問合せ

F7

福島エリア

素敵な賞品が

いっぱい！！
素敵な賞品が

いっぱい！！
素敵な賞品が

いっぱい！！

・母畑温泉「八幡屋」1泊2食付ペア宿泊券
　（福島県石川町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2組 4名様

・「小豆温泉 花木の宿」1泊2食付ペア宿泊券
　（福島県南会津町）・・・・・・・・・・・・・・・・2組 4名様

・「五浦観光ホテル」1泊2食付ペア宿泊券
　（茨城県北茨城市） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2組 4名様

・「ホテルツインリンク」1泊2食付ペア宿泊券
　（栃木県茂木町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2組 4名様
・「ホテルサンバレー那須」1泊2食付ペア宿泊券
　（栃木県那須町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2組 4名様

・「ルネサンス棚倉」1泊2日ペア宿泊券
　（福島県棚倉町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1組 2名様

・「滝味の宿 豊年万作」1泊2食付ペア宿泊券
　（茨城県大子町）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2組 4名様

・「泉崎カントリーヴィレッジ」1泊2食付宿泊券
　（福島県泉崎村）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1組 2名様

・「黒羽温泉」五峰の湯入浴券（栃木県大田原市）・・・・・・・・・・・・・5組 10名様

・「マウントあかね」レストランルピナス倶楽部食事券（1,000円分）（茨城県北茨城市）・・5名様
・さるなし100％ジュース・さるなしワイン（福島県玉川村）・・・・・・・・5名様

・「ユーパル矢祭」温泉利用券（福島県矢祭町）・・・・・・・・・・・・・5名様
・「湯遊ランドはなわ」日帰り入浴優待券（5枚1組）（福島県塙町）・・・5名様
・「鵜来来の湯十王」施設利用券（茨城県日立市）・・・・・・・・5組 20名様
・「ふるさとセンター竜っちゃん乃湯」利用券（茨城県常陸太田市）・・5組 10名様

・「道の駅もてぎ」オリジナルギフト（栃木県茂木町）・・・・・・・・・・・・・・・1名様

・「アクアマリンふくしま」チケット（福島県いわき市）・・・・5組 10名様
・「スパリゾートハワイアンズ」ペア入場券
　（福島県いわき市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3組 6名様

・「那須とりっくあーとぴあ」（栃木県那須町）・・・・・・・・・・・・・・・・・4名様

お問合せ

応募条件

応募方法
❶ ホームページ上の応募フォームに必要事項を入力、撮影写真を
　 添付のうえ、応募ください。
❷ 機種により❶により応募できない場合もございます。その場合 
　 はメールで応募ください。（メールで応募いただく際は必要な情報
　 （氏名、住所、性別、年齢、電話番号）、撮影写真の添付が必要
　 となります。）

3 県のチェックポイントをそれぞれ1つ以上、
あわせて 5 箇所以上めぐり投稿する。
3県のチェックポイントのうち、いずれか 2県のチェックポイントを
それぞれ1つ以上、あわせて4箇所以上めぐり投稿する。

全チェックポイントのうち 3 箇所以上めぐり投稿する。

FIT構想推進協議会事務局

（平日 ８：３０～１７：１５）

fit-drive-rogaining@king-p.co.jp応募先 /

TEL：024-521-7118

・「那須ハイランドパーク」入園+ファンタジーパスセット
　（「大人」+「小人」セット）（栃木県那須町）・・・・・・・・・・・・・・・・4名様

・「日立かみね公園」乗り物チケット
　（100円券30枚綴り）（茨城県日立市）・・・・・・・・・・・・・・5名様

各所の風景とあわせて自分だけの１枚を撮影しよう !!

各所の風景とあわせて自分だけの１枚を撮影しよう !!

（ステッカーの表示が確認できるように撮影してください。）（ステッカーの表示が確認できるように撮影してください。）

設定されたチェックポイントをまわり、各所に
貼られたステッカー（シール）を撮影し応募しよう。
設定されたチェックポイントをまわり、各所に
貼られたステッカー（シール）を撮影し応募しよう。

305月 日
水231月 日

月

開催期間
平成29 年平成29 年

❸応募期間/6月9日（金）24時まで


