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番号 駅名 よみがな 文字 CODE ＱＴＨ 路線名
福01-1 福住 ふくずみ 福 010105 札幌市豊平区 札幌市営東豊線
福01-2 西瑞穂 にしみずほ 瑞 北:富良野線
福01-3 西聖和 にしせいわ 聖 北:富良野線
福01-4 松風町 まつかぜちょう 松 函館市電
福01-5 宝来町 ほうらいちょう 宝 函館市電
福01-6 金華 かねはな 金 0108 北海道北見市 北:石北本線
福01-7 瑞穂 みずほ 瑞 0120 北海道士別市 北:宗谷本線
福01-8 別当賀 べっとが 賀 0123 北海道根室市 北:根室本線
福01-9 島松 しままつ 松 0131 北海道恵庭市 北:千歳線
福01-10 黄金 こがね 金 0133 北海道伊達市 北:室蘭本線
福01-11 竹浦 たけうら 竹 01037A 北海道白老郡白老町 北:室蘭本線
福01-12 黒松内 くろまつない 松 01039A 北海道寿都郡黒松内町 北:函館本線
福01-13 下金山 しもかなやま 金 北:根室本線
福01-14 金山(北海道) かなやま 金 北:根室本線
福01-15 銀山 ぎんざん 銀 01075B 北海道余市郡仁木町 北:函館本線
福02-1 鶴ヶ坂 つるがさか 鶴 0201 青森県青森市 東:奥羽本線
福02-2 松木平 まつきたい 松 弘南鉄道大鰐線
福02-3 聖愛中高前 せいあいちゅうこうまえ 聖 弘南鉄道大鰐線
福02-4 金浜 かねはま 金 東:八戸線
福02-5 白銀 しろがね 銀 東:八戸線
福02-6 境松 さかいまつ 松 0204 青森県黒石市 弘南鉄道弘南線
福02-7 金木 かなぎ 金 0205 青森県五所川原市 津軽鉄道
福02-8 金谷沢 かなやさわ 金 0208 青森県むつ市 東:大湊線
福02-9 平賀 ひらか 賀 0210 青森県平川市 弘南鉄道弘南線
福02-10 鶴泊 つるどまり 鶴 東:五能線
福02-11 陸奥鶴田 むつつるだ 鶴 東:五能線
福02-12 松神 まつかみ 松 東:五能線
福02-13 北金ヶ沢 きたかねがさわ 金 東:五能線
福03-1 松倉 まつくら 松 0302 岩手県釜石市 東:釜石線
福03-2 松草 まつくさ 松 0303 岩手県宮古市 東:山田線
福03-3 陸中松川 りくちゅうまつかわ 松 0304 岩手県一関市 東:大船渡線
福03-4 和賀仙人 わかせんにん 賀 0308 岩手県北上市 東:北上線
福03-5 竹駒 たけこま 竹 0311 岩手県陸前高田市 東:大船渡線
福03-6 金田一温泉 きんたいちおんせん 金 0313 岩手県二戸市 IGRいわて銀河鉄道
福03-7 松尾八幡平 まつおはちまんたい 松 0314 岩手県八幡平市 東:花輪線
福03-8 金ヶ崎 かねがさき 金 03001A 岩手県胆沢郡金ケ崎町 東:東北本線
福04-1 鶴形 つるがた 鶴 0402 秋田県能代市 東:奥羽本線
福04-2 小松川 こまつかわ 松 0404 秋田県横手市 東:北上線
福04-3 羽後亀田 うごかめだ 亀 0410 秋田県由利本荘市 東:羽越本線
福04-4 金浦 このうら 金 東:羽越本線
福04-5 仁賀保 にかほ 賀 東:羽越本線
福04-6 松葉 まつば 松 0415 秋田県仙北市 秋田内陸縦貫鉄道
福04-7 北金岡 きたかなおか 金 04008H 秋田県山本郡三種町 東:奥羽本線

0202 青森県弘前市

0203 青森県八戸市

02002B 青森県北津軽郡鶴田町

0102 北海道旭川市

0104 北海道函館市

01043C
北海道空知郡
　(上川)南富良野町

02006H 青森県西津軽郡深浦町

0414 秋田県にかほ市
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福05-1 東金井 ひがしかない 金 0501 山形県山形市 東:左沢線
福05-2 鶴岡 つるおか 鶴 0503 山形県鶴岡市 東:羽越本線
福05-3 羽前高松 うぜんたかまつ 松 0506 山形県寒河江市 東:左沢線
福05-4 羽前松岡 うぜんまつおか 松 05003B 山形県西置賜郡小国町 東:米坂線
福05-5 羽前小松 うぜんこまつ 松 05006A 山形県東置賜郡川西町 東:米坂線
福05-6 羽前金沢 うぜんかねざわ 金 05008A 山形県東村山郡中山町 東:左沢線
福06-1 東北福祉大前 とうほくふくしだいまえ 福 060101 仙台市青葉区 東:仙山線
福06-2 苦竹 にがたけ 竹 東:仙石線
福06-3 小鶴新田 こづるしんでん 鶴 東:仙石線
福06-4 福田町 ふくだまち 福 東:仙石線
福06-5 黒松(宮城) くろまつ 松 060105 仙台市泉区 仙台市営南北線
福06-6 国府多賀城 こくふたがじょう 賀 東:東北本線
福06-7 多賀城 たがじょう 賀 東:仙石線
福06-8 梅ヶ沢 うめがさわ 梅 0612 宮城県登米市 東:東北本線
福06-9 松山町 まつやままち 松 0615 宮城県大崎市 東:東北本線
福06-10 松島 まつしま 松 06013B 宮城県宮城郡松島町 東:東北本線
福06-11 松島海岸 まつしまかいがん 松 06013B 宮城県宮城郡松島町 東:仙石線
福07-1 金谷川 かなやがわ 金 東:東北本線
福07-2 松川 まつかわ 松 東:東北本線
福07-3 上松川 かみまつかわ 松 福島交通飯坂線
福07-4 東福島 ひがしふくしま 福 東:東北本線
福07-5 南福島 みなみふくしま 福 東:東北本線
福07-6 福島(福島) ふくしま 福 東北本線
福07-7 福島学院前 ふくしまがくいんまえ 福 阿武隈急行
福07-8 会津若松 あいづわかまつ 松 東:磐越西線
福07-9 西若松 にしわかまつ 松 東:只見線
福07-10 南若松 みなみわかまつ 松 会津鉄道会津線
福07-11 須賀川 すかがわ 賀 0707 福島県須賀川市 東:東北本線
福07-12 二本松 にほんまつ 松 0714 福島県二本松市 東:東北本線
福07-13 新鶴 にいつる 鶴 07006G 福島県大沼郡会津美里町 東:只見線
福08-1 亀田 かめだ 亀 080104 新潟市江南区 東:信越本線
福08-2 金塚 かなづか 金 0806 新潟県新発田市 東:羽越本線
福08-3 越後金丸 えちごかなまる 金 08001C 新潟県岩船郡関川村 東:米坂線
福09-1 松本 まつもと 松 東:篠ノ井線
福09-2 西松本 にしまつもと 松 アルピコ交通上高地線
福09-3 島高松 しまたかまつ 松 東:大糸線
福09-4 南松本 みなみまつもと 松 東:篠ノ井線
福09-5 北松本 きたまつもと 松 東:大糸線
福09-6 北新・松本大学前 きたにい・まつもとだいがくまえ 松 アルピコ交通上高地線
福09-7 金野 きんの 金 海:飯田線
福09-8 毛賀 けが 賀 海:飯田線
福09-9 伊那福岡 いなふくおか 福 0910 長野県駒ヶ根市 海:飯田線

0609 宮城県多賀城市

0701 福島県福島市

0702 福島県会津若松市

060102 仙台市宮城野区

0902 長野県松本市

0905 長野県飯田市
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福09-10 信濃竹原 しなのたけはら 竹 長野電鉄長野線
福09-11 中野松川 なかのまつかわ 松 長野電鉄長野線
福09-12 伊那松島 いなまつしま 松 09001B 長野県上伊那郡箕輪町 海:飯田線
福09-13 上松 あげまつ 松 09004A 長野県木曽郡上松町 海:中央本線
福09-14 木曽福島 きそふくしま 福 09004L 長野県木曽郡木曽町 海:中央本線
福09-15 信濃松川 しなのまつかわ 松 09005B 長野県北安曇郡松川村 東:大糸線
福09-16 聖高原 ひじりこうげん 聖 09015C 長野県東筑摩郡麻績村 東:篠ノ井線
福09-17 松原湖 まつばらこ 松 09017C 長野県南佐久郡小海町 東:小海線
福10-1 竹橋 たけばし 竹 東京メトロ東西線
福10-2 内幸町 うちさいわいちょう 幸 東京都営三田線
福10-3 銀座/銀座一丁目 ぎんざ/ぎんざいっちょうめ 銀 東京メトロ銀座線/有楽町線
福10-4 東銀座 ひがしぎんざ 銀 東京メトロ日比谷線
福10-5 宝町(東京) たからちょう 宝 東京都営浅草線
福10-6 浜松町 はままつちょう 松 東:東海道本線/東京モノレール羽田線
福10-7 竹芝 たけしば 竹 ゆりかもめ
福10-8 白金高輪 しろかねたかなわ 金 東京メトロ南北線
福10-9 白金台 しろかねだい 金 東京メトロ南北線
福10-10 若松河田 わかまつかわだ 松 100104 東京都新宿区 東京都営大江戸線
福10-11 亀戸 かめいど 亀 東:総武本線
福10-12 亀戸水神 かめいどすいじん 亀 東武亀戸線
福10-13 戸越銀座 とごしぎんざ 銀 100109 東京都品川区 東急池上線
福10-14 梅屋敷(東京) うめやしき 梅 100111 東京都大田区 京浜急行本線
福10-15 松陰神社前 しょういんじんじゃまえ 松 東急世田谷線
福10-16 松原(東京) まつばら 松 東急世田谷線
福10-17 東松原 ひがしまつばら 松 京王井の頭線
福10-18 梅ヶ丘 うめがおか 梅 小田急小田原線
福10-19 用賀 ようが 賀 東急田園都市線
福10-20 恵比寿 えびす 寿 100113 東京都渋谷区 東:山手線
福10-21 永福町 えいふくちょう 福 京王井の頭線
福10-22 西永福 にしえいふく 福 京王井の頭線
福10-23 小竹向原 こたけむかいはら 竹 100120 東京都練馬区 東京メトロ有楽町線
福10-24 竹ノ塚 たけのつか 竹 東武伊勢崎線
福10-25 梅島 うめじま 梅 東武伊勢崎線
福10-26 亀有 かめあり 亀 東:常磐線
福10-27 金町/京成金町 かなまち/けいせいかなまち 金 東:常磐線/京成金町線
福10-28 瑞江 みずえ 瑞 100123 東京都江戸川区 東京都営新宿線
福10-29 松が谷 まつがや 松 1002 東京都八王子市 多摩都市モノレール
福10-30 高松(東京) たかまつ 松 1003 東京都立川市 多摩都市モノレール
福10-31 青梅 おうめ 梅 東:青梅線
福10-32 東青梅 ひがしおうめ 梅 東:青梅線
福10-33 鶴川 つるかわ 鶴 1010 東京都町田市 小田急小田原線

100101 東京都千代田区

100102 東京都中央区

100103 東京都港区

0911 長野県中野市

100121 東京都足立区

100122 東京都葛飾区

1006 東京都青梅市

100108 東京都江東区

100112 東京都世田谷区

100115 東京都杉並区
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福10-34 新小金井 しんこがねい 金 西武多摩川線
福10-35 東小金井 ひがしこがねい 金 東:中央本線
福10-36 武蔵小金井 むさしこがねい 金 東:中央本線
福10-37 花小金井 はなこがねい 金 西武新宿線
福10-38 青梅街道 おうめかいどう 梅 西武多摩湖線
福10-39 東福生 ひがしふっさ 福 東:八高線
福10-40 福生 ふっさ 福 東:青梅線
福10-41 聖蹟桜ヶ丘 せいせきさくらがおか 聖 1025 東京都多摩市 京王京王線
福11-1 鶴見/京急鶴見 つるみ/けいきゅうつるみ 鶴 東:東海道本線/京急本線
福11-2 鶴見市場 つるみいちば 鶴 京急本線
福11-3 鶴見小野 つるみおの 鶴 東:鶴見線
福11-4 黄金町 こがねちょう 金 110105 横浜市南区 京急本線
福11-5 金沢八景 かなざわはっけい 金 京急本線
福11-6 金沢文庫 かなざわぶんこ 金 京急本線
福11-7 幸浦 さちうら 幸 横浜シーサイドライン
福11-8 福浦 ふくうら 福 横浜シーサイドライン
福11-9 鶴ヶ峰 つるがみね 鶴 110112 横浜市旭区 相鉄本線
福11-10 浦賀 うらが 賀 京急本線
福11-11 横須賀 よこすか 賀 東:横須賀線
福11-12 横須賀中央 よこすかちゅうおう 賀 京急本線
福11-13 鶴巻温泉 つるまきおんせん 鶴 1112 神奈川県秦野市 小田急小田原線
福11-14 鶴間 つるま 鶴 1114 神奈川県大和市 小田急江ノ島線
福11-15 相模金子 さがみかねこ 金 11002A 神奈川県足柄上郡大井町 海:御殿場線
福11-16 松田/新松田 まつだ/しんまつだ 松 11002D 神奈川県足柄上郡松田町 海:御殿場線/小田急小田原線
福11-17 真鶴 まなづる 鶴 11003A 神奈川県足柄下郡真鶴町 東:東海道本線
福12-1 都賀 つが 賀 120104 千葉市若葉区 東:総武本線
福12-2 松岸 まつぎし 松 1202 千葉県銚子市 東:総武本線
福12-3 幸谷 こうや 幸 流鉄流山線
福12-4 小金城趾 こがねじょうし 金 流鉄流山線
福12-5 松戸 まつど 松 東:常磐線
福12-6 松戸新田 まつどしんでん 松 新京成電鉄新京成線
福12-7 松飛台 まつひだい 松 北総鉄道北総線
福12-8 新松戸 しんまつど 松 東:常磐線
福12-9 東松戸 ひがしまつど 松 東:武蔵野線
福12-10 北小金 きたこがね 金 東:常磐線
福12-11 北松戸 きたまつど 松 東:常磐線
福12-12 梅郷 うめさと 梅 1208 千葉県野田市 東武野田線
福12-13 下総松崎 しもうさまんざき 松 1211 千葉県成田市 東:成田線
福12-14 東金 とうがね 金 東:東金線
福12-15 福俵 ふくたわら 福 東:東金線
福12-16 上総鶴舞 かずさつるまい 鶴 1219 千葉県市原市 小湊鉄道
福12-17 上総亀山 かずさかめやま 亀 東:久留里線
福12-18 上総松丘 かずさまつおか 松 東:久留里線

110101 横浜市鶴見区

110108 横浜市金沢区

1102 神奈川県横須賀市

1011 東京都小金井市

1012 東京都小平市

1019 東京都福生市

1207 千葉県松戸市

1213 千葉県東金市

1224 千葉県君津市
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福12-19 竹岡 たけおか 竹 東:内房線
福12-20 浜金谷 はまかなや 金 東:内房線
福12-21 松尾(千葉) まつお 松 1237 千葉県山武市 東:総武本線
福12-22 小谷松 こやまつ 松 12002D 千葉県夷隅郡大多喜町 いすみ鉄道いすみ線
福13-1 東松山 ひがしまつやま 松 1312 埼玉県東松山市 東武東上本線
福13-2 金子 かねこ 金 1325 埼玉県入間市 東:八高線
福13-3 鶴瀬 つるせ 鶴 1336 埼玉県富士見市 東武東上本線
福13-4 幸手 さって 幸 1340 埼玉県幸手市 東武日光線
福13-5 一本松(埼玉) いっぽんまつ 松 東武越生線
福13-6 鶴ヶ島 つるがしま 鶴 東武東上本線
福13-7 上福岡 かみふくおか 福 1345 埼玉県ふじみ野市 東武東上本線
福13-8 松久 まつひさ 松 13006C 埼玉県児玉郡美里町 東:八高線
福13-9 竹沢 たけざわ 竹 東:八高線
福13-10 東武竹沢 とうぶたけざわ 竹 東武東上本線
福14-1 常陸多賀 ひたちたが 賀 1402 茨城県日立市 東:常磐線
福14-2 大宝 だいほう 宝 1410 茨城県下妻市 関東鉄道常総線
福14-3 福原 ふくはら 福 1416 茨城県笠間市 東:水戸線
福14-4 金上 かねあげ 金 1421 茨城県ひたちなか市 ひたちなか海浜鉄道湊線
福14-5 西金 さいがね 金 14004D 茨城県久慈郡大子町 東:水郡線
福15-1 鶴田 つるた 鶴 1501 栃木県宇都宮市 東:日光線
福15-2 福居 ふくい 福 1502 栃木県足利市 東武伊勢崎線
福15-3 東武金崎 とうぶかなさき 金 1503 栃木県栃木市 東武日光線
福15-4 大金 おおがね 金 1515 栃木県那須烏山市 東:烏山線
福15-5 小金井 こがねい 金 1516 栃木県下野市 東:東北本線
福15-6 宝積寺 ほうしゃくじ 宝 15005C 栃木県塩谷郡高根沢町 東:東北本線
福16-1 倉賀野 くらがの 賀 1602 群馬県高崎市 東:高崎線/八高線
福16-2 金島(群馬) かなしま 金 1608 群馬県渋川市 東:吾妻線
福16-3 松井田 まついだ 松 東:信越本線
福16-4 西松井田 にしまついだ 松 東:信越本線
福16-5 上神梅 かみかんばい 梅 1612 群馬県みどり市 わたらせ渓谷鐵道
福16-6 上州福島 じょうしゅうふくしま 福 16004A 群馬県甘楽郡甘楽町 上信電鉄上信線
福17-1 金手 かねんて 金 1701 山梨県甲府市 海:身延線
福17-2 寿 ことぶき 寿 1702 山梨県富士吉田市 富士急行大月線
福18-1 新浜松 しんはままつ 松 遠州鉄道鉄道線
福18-2 西浜松 にしはままつ 松 ＪＲ貨物
福18-3 浜松 はままつ 松 海:東海道新幹線
福18-4 気賀 きが 賀 天竜浜名湖鉄道
福18-5 気賀高校前 きがこうこうまえ 賀 天竜浜名湖鉄道
福18-6 金指 かなさし 金 天竜浜名湖鉄道
福18-7 西気賀 にしきが 賀 天竜浜名湖鉄道
福18-8 遠州小松 えんしゅうこまつ 松 180206 浜松市浜北区 遠州鉄道鉄道線
福18-9 伊豆多賀 いずたが 賀 1805 静岡県熱海市 東:伊東線

1226 千葉県富津市

1341 埼玉県鶴ヶ島市

13008A 埼玉県比企郡小川町

1611 群馬県安中市

180201 浜松市中区

180205 浜松市北区
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福18-10 金谷 かなや 金 海:東海道本線
福18-11 新金谷 しんかなや 金 大井川鐵道大井川本線
福18-12 福用 ふくよう 福 大井川鐵道大井川本線
福19-1 松森 まつもり 松 長良川鉄道
福19-2 梅山 うめやま 梅 長良川鉄道
福19-3 瑞浪 みずなみ 瑞 1908 岐阜県瑞浪市 海:中央本線
福19-4 須賀 すか 賀 名鉄竹鼻線
福19-5 竹鼻 たけはな 竹 名鉄竹鼻線
福19-6 みなみ子宝温泉 みなみこだからおんせん 宝 長良川鉄道
福19-7 福野（岐阜） ふくの 福 長良川鉄道
福19-8 飛騨金山 ひだかなやま 金 1920 岐阜県下呂市 海:高山本線
福19-9 美濃松山 みのまつやま 松 1921 岐阜県海津市 養老鉄道養老線
福19-10 笠松 かさまつ 松 名鉄名古屋本線
福19-11 西笠松 にしかさまつ 松 名鉄竹鼻線
福20-1 志賀本通 しがほんどおり 賀 200103 名古屋市北区 名古屋市営名城線
福20-2 黄金(愛知) こがね 金 近鉄名古屋線/関西本線
福20-3 亀島 かめじま 亀 名古屋市営東山線
福20-4 金山(愛知) かなやま 金 海:東海道本線/名鉄/市営地下鉄鶴舞線
福20-5 鶴舞 つるまい 鶴 海:中央本線
福20-6 新瑞橋 あらたまばし 瑞 名古屋市営名城線/桜通線
福20-7 瑞穂運動場西 みずほうんどうじょうにし 瑞 名古屋市営桜通線
福20-8 瑞穂運動場東 みずほうんどうじょうひがし 瑞 名古屋市営名城線
福20-9 瑞穂区役所 みずほくやくしょ 瑞 名古屋市営桜通線
福20-10 金城ふ頭 きんじょうふとう 金 200111 名古屋市港区 名古屋臨海高速鉄道
福20-11 鶴里 つるさと 鶴 200112 名古屋市南区 名古屋市営桜通線
福20-12 金屋 かなや 金 名古屋ガイドウェイバス
福20-13 大森・金城学院前 おおもり・きんじょうがくいんまえ 金 名鉄瀬戸線
福20-14 有松 ありまつ 松 200114 名古屋市緑区 名鉄名古屋本線
福20-15 苅安賀 かりやすか 賀 2004 愛知県一宮市 名鉄尾西線
福20-16 亀崎 かめざき 亀 2006 愛知県半田市 海:武豊線
福20-17 富士松 ふじまつ 松 2011 愛知県刈谷市 名鉄名古屋本線
福20-18 愛環梅坪 あいかんうめつぼ 梅 愛知環状鉄道
福20-19 竹村 たけむら 竹 名鉄三河線
福20-20 梅坪 うめつぼ 梅 名鉄豊田線　他
福20-21 上横須賀 かみよこすか 賀 名鉄西尾線
福20-22 福地 ふくち 福 名鉄西尾線
福20-23 高横須賀 たかよこすか 賀 名鉄河和線
福20-24 尾張横須賀 おわりよこすか 賀 名鉄常滑線
福20-25 七宝 しっぽう 宝 2039 愛知県あま市 名鉄津島線
福20-26 幸田 こうだ 幸 20010A 愛知県額田郡幸田町 海:東海道本線
福21-1 伊勢竹原 いせたけはら 竹 2101 三重県津市 海:名松線
福21-2 伊勢松本 いせまつもと 松 2102 三重県四日市市 近鉄湯の山線
福21-3 松下 まつした 松 2103 三重県伊勢市 海:参宮線

1809 静岡県島田市

1907 岐阜県美濃市

1909 岐阜県羽島市

200106 名古屋市中区

200108 名古屋市瑞穂区

200113 名古屋市守山区

1919 岐阜県郡上市

19011A 岐阜県羽島郡笠松町

200105 名古屋市中村区

2012 愛知県豊田市

2014 愛知県西尾市

2024 愛知県東海市
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福21-4 松ヶ崎(三重) まつがさき 松 近鉄山田線
福21-5 松阪 まつさか 松 海:紀勢本線/名松線/近鉄山田線
福21-6 東松阪 ひがしまつさか 松 近鉄山田線
福21-7 伊勢若松 いせわかまつ 松 2107 三重県鈴鹿市 近鉄名古屋線/鈴鹿線
福21-8 賀田 かた 賀 2109 三重県尾鷲市 海:紀勢本線
福21-9 亀山(三重) かめやま 亀 2110 三重県亀山市 海:関西本線/紀勢本線
福21-10 松尾(三重) まつお 松 2111 三重県鳥羽市 近鉄志摩線
福21-11 梅戸井 うめどい 梅 2115 三重県いなべ市 三岐鉄道
福21-12 伊賀上津 いがこうづ 賀 近鉄大阪線
福21-13 伊賀上野 いがうえの 賀 西:関西本線
福21-14 伊賀神戸 いがかんべ 賀 近鉄大阪線/伊賀鉄道
福21-15 相賀 あいが 賀 21008C 三重県北牟婁郡紀北町 海:紀勢本線
福21-16 梅ヶ谷 うめがだに 梅 21016K 三重県度会郡大紀町 海:紀勢本線
福22-1 北野白梅町 きたのはくばいちょう 梅 220101 京都市北区 京福電気鉄道北野線
福22-2 松ヶ崎(京都) まつがさき 松 京都市営烏丸線
福22-3 多宝塔 たほうとう 宝 鞍馬山鋼索鉄道
福22-5 宝ヶ池 たからがいけ 宝 叡山電鉄叡山本線/鞍馬線
福22-6 東福寺 とうふくじ 福 220105 京都市東山区 西:奈良線
福22-4 梅小路京都西 うめこうじきょうとにし 梅 220106 京都市下京区 西:山陰本線
福22-7 竹田(京都) たけだ 竹 220109 京都市伏見区 京都市営烏丸線/近鉄
福22-8 松尾大社 まつおたいしゃ 松 220111 京都市西京区 阪急嵐山線
福22-9 福知山 ふくちやま 福 西:山陰本線/京鉄
福22-10 福知山市民病院口 ふくちやましみんびょういんぐち 福 京都丹後鉄道宮福線
福22-11 松尾寺 まつのおでら 松 西:小浜線
福22-12 西舞鶴 にしまいづる 鶴 西:舞鶴線/京都丹後鉄道
福22-13 東舞鶴 ひがしまいづる 鶴 西:舞鶴線
福22-14 梅迫 うめざこ 梅 2204 京都府綾部市 西:舞鶴線
福22-15 傘松 かさまつ 松 2206 京都府宮津市 丹後海陸交通天橋立鋼索鉄道
福22-16 トロッコ亀岡 とろっこかめおか 亀 嵯峨野観光鉄道
福22-17 亀岡 かめおか 亀 西:山陰本線
福22-18 松井山手 まついやまて 松 2212 京都府京田辺市 西:片町線
福22-19 山城多賀 やましろたが 賀 22010A 京都府綴喜郡井手町 西:奈良線
福23-1 志賀 しが 賀 西:湖西線
福23-2 滋賀里 しがさと 賀 京阪石山坂本線
福23-3 松ノ馬場 まつのばんば 松 京阪石山坂本線
福23-4 南滋賀 みなみしが 賀 京阪石山坂本線
福23-5 北小松 きたこまつ 松 西:湖西線
福23-6 甲賀 こうか 賀 西:草津線
福23-7 水口松尾 みなくちまつお 松 近江鉄道本線
福23-8 多賀大社前 たがたいしゃまえ 賀 23002C 滋賀県犬上郡多賀町 近江鉄道多賀線
福24-1 松塚 まつづか 松 2402 奈良県大和高田市 近鉄大阪線
福24-2 金橋 かなはし 金 2405 奈良県橿原市 西:桜井線
福24-3 大福 だいふく 福 2406 奈良県桜井市 近鉄大阪線

220103 京都市左京区

2104 三重県松阪市

2117 三重県伊賀市

2301 滋賀県大津市

2309 滋賀県甲賀市

2202 京都府福知山市

2203 京都府舞鶴市

2207 京都府亀岡市
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福24-4 梅屋敷(奈良) うめやしき 梅 近鉄生駒鋼索線
福24-5 宝山寺 ほうざんじ 宝 近鉄生駒鋼索線
福24-6 三本松(奈良) さんぼんまつ 松 2412 奈良県宇陀市 近鉄大阪線
福24-7 福神 ふくがみ 福 24010E 奈良県吉野郡大淀町 近鉄吉野線
福25-1 梅田/東梅田/西梅田 おおさかうめだ 梅 250101 大阪市北区 阪急神戸線等
福25-2 福島(大阪)/新福島 ふくしま 福 250103 大阪市福島区 大阪環状線
福25-3 鶴橋 つるはし 鶴 250109 大阪市天王寺区 西:大阪環状線/近鉄/大阪メトロ
福25-4 福 ふく 福 250113 大阪市西淀川区 阪神なんば線
福25-5 瑞光四丁目 ずいこうよんちょうめ 瑞 250114 大阪市東淀川区 大阪メトロ今里筋線
福25-6 鶴橋 つるはし 鶴 250116 大阪市生野区 西:大阪環状線/近鉄/大阪メトロ
福25-7 今福鶴見 いまふくつるみ 鶴/福 250118 大阪市城東区 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
福25-8 松虫 まつむし 松 阪堺電気軌道上町線
福25-9 姫松 ひめまつ 松 阪堺電気軌道上町線
福25-10 鶴ヶ丘 つるがおか 鶴 西:阪和線
福25-11 松田町停留場 まつだちょうていりゅうじょう 松 阪堺電気軌道阪堺線
福25-12 聖天坂 しょうてんざか 聖 阪堺電気軌道阪堺線
福25-13 今福鶴見 いまふくつるみ 鶴/福 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
福25-14 鶴見緑地 つるみりょくち 鶴 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
福25-15 北加賀屋 きたかがや 賀 250125 大阪市住之江区 大阪メトロ四つ橋線
福25-16 松屋町 まつやまち 松 250127 大阪市中央区 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
福25-17 新金岡 しんかなおか 金 250206 堺市北区 大阪メトロ御堂筋線
福25-18 下松(大阪) しもまつ 松 2503 大阪府岸和田市 西:阪和線
福25-19 松ノ浜 まつのはま 松 南海南海本線
福25-20 北助松 きたすけまつ 松 南海南海本線
福25-21 三ツ松 みつまつ 松 2510 大阪府貝塚市 水間鉄道水間線
福25-22 久宝寺 きゅうほうじ 宝 西:関西本線
福25-23 久宝寺口 きゅうほうじぐち 宝 近鉄大阪線
福25-24 鶴原 つるはら 鶴 2515 大阪府泉佐野市 南海南海本線
福25-25 河内松原 かわちまつばら 松 2521 大阪府松原市 近鉄南大阪線
福25-26 金剛 こんごう 金 2535 大阪府大阪狭山市 南海高野線
福26-1 中松江 なかまつえ 松 南海加太線
福26-2 東松江(和歌山) ひがしまつえ 松 南海加太線
福26-3 御幸辻 みゆきつじ 幸 2606 和歌山県橋本市 南海高野線
福27-1 英賀保 あがほ 賀 西:山陽本線
福27-2 亀山(兵庫) かめやま 亀 山陽電気鉄道本線
福27-3 平松 ひらまつ 松 山陽電気鉄道網干線
福27-4 林崎松江海岸 はやしさきまつえかいがん 松 2704 兵庫県明石市 山陽電気鉄道本線
福27-5 久寿川 くすがわ 寿 2705 兵庫県西宮市 阪神本線
福27-6 竹野 たけの 竹 2710 兵庫県豊岡市 西:山陰本線
福27-7 尾上の松 おのえのまつ 松 2711 兵庫県加古川市 山陽電気鉄道本線
福27-8 備前福河 びぜんふくかわ 福 2713 兵庫県赤穂市 西:赤穂線
福27-9 宝塚 たからづか 宝 西:福知山線
福27-10 宝塚南口 たからづかみなみぐち 宝 阪急今津線

2409 奈良県生駒市

2508 大阪府泉大津市

2514 大阪府八尾市

2601 和歌山県和歌山市

250119 大阪市阿倍野区

250122 大阪市西成区

250124 大阪市鶴見区

2702 兵庫県姫路市

2715 兵庫県宝塚市
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福27-11 宝殿 ほうでん 宝 2717 兵庫県高砂市 西:山陽本線
福27-12 丹波竹田 たんばたけだ 竹 2724 兵庫県丹波市 西:福知山線
福27-13 竹田(兵庫) たけだ 竹 2726 兵庫県朝来市 西:播但線
福27-14 鶴居 つるい 鶴 27011A 兵庫県神崎郡市川町 西:播但線
福27-15 福崎 ふくさき 福 27011C 兵庫県神崎郡福崎町 西:播但線
福27-16 平福 ひらふく 福 27013C 兵庫県佐用郡佐用町 智頭急行
福28-1 福岡 ふくおか 福 2802 富山県高岡市 あいの風とやま鉄道
福28-2 福光 ふくみつ 福 西:城端線
福28-3 福野（富山） ふくの 福 西:城端線

福28-4
トヨタモビリティ富山Ｇス
クエア五福前

とよたもびりてぃとやまＧスクエア
ごふくまえ

福 2801 富山県富山市 富山地方鉄道

福29-2 福井/福井駅前 ふくい/ふくいえきまえ 福 西:北陸本線/福井鉄道
福29-3 福井口 ふくいぐち 福 えちぜん鉄道勝山永平寺線
福29-4 福井城址大名町 ふくいじょうしだいみょうまち 福 福井鉄道福武線
福29-5 福大前西福井 ふくだいまえにしふくい 福 えちぜん鉄道三国芦原線
福29-6 西敦賀 にしつるが 賀 西:小浜線
福29-7 敦賀 つるが 賀 西:北陸本線/小浜線
福29-8 三松 みつまつ 松 29003B 福井県大飯郡高浜町 西:小浜線
福29-9 越前竹原 えちぜんたけはら 竹 えちぜん鉄道勝山永平寺線
福29-10 松岡 まつおか 松 えちぜん鉄道勝山永平寺線
福30-1 金沢/北鉄金沢 かなざわ/ほくてつかなざわ 金 西:北陸本線/北陸鉄道
福30-2 西金沢/新西金沢 にしかなざわ 金 西:北陸本線/北陸鉄道
福30-3 東金沢 ひがしかなざわ 金 IRいしかわ鉄道線
福30-4 田鶴浜 たつるはま 鶴 3002 石川県七尾市 のと鉄道七尾線
福30-5 小松 こまつ 松 3003 石川県小松市 西:北陸本線
福30-6 加賀温泉 かがおんせん 賀 西:北陸本線
福30-7 大聖寺 だいしょうじ 聖 西:北陸本線
福30-8 高松(石川) たかまつ 松 3009 石川県かほく市 西:七尾線
福30-9 加賀笠間 かがかさま 賀 西:北陸本線
福30-10 松任 まっとう 松 西:北陸本線
福30-11 鶴来 つるぎ 鶴 北陸鉄道石川線
福30-12 金丸 かねまる 金 30003G 石川県鹿島郡中能登町 西:七尾線
福30-13 宝達 ほうだつ 宝 30007E 石川県羽咋郡宝達志水町 西:七尾線
福31-1 金川 かながわ 金 西:津山線
福31-2 備中高松 びっちゅうたかまつ 松 西:吉備線
福31-3 福渡 ふくわたり 福 西:津山線
福31-4 植松 うえまつ 松 310104 岡山市南区 西:本四備讃線
福31-5 福井(岡山) ふくい 福 3102 岡山県倉敷市 水島臨海鉄道水島本線
福31-6 金光 こんこう 金 3118 岡山県浅口市 西:山陽本線
福31-7 亀甲 かめのこう 亀 31010F 岡山県久米郡美咲町 西:津山線

2902 福井県敦賀市

29011A 福井県吉田郡永平寺町

2810 富山県南砺市

2901 福井県福井市

310101 岡山市北区

3001 石川県金沢市

3006 石川県加賀市

3010 石川県白山市
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福32-1 松江 まつえ 松 西:山陰本線
福32-2 松江ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ前 まつえいんぐりっしゅがーでんまえ 松 一畑電車北松江線
福32-3 松江しんじ湖温泉 まつえしんじこおんせん 松 一畑電車北松江線
福32-4 松江ﾌｫｰｹﾞﾙﾊﾟｰｸ まつえふぉーげるぱーく 松 一畑電車北松江線
福32-5 東松江(島根) ひがしまつえ 松 西:山陰本線
福32-6 本俣賀 ほんまたが 賀 3204 島根県益田市 西:山口線
福32-7 石見福光 いわみふくみつ 福 3205 島根県大田市 西:山陰本線
福32-8 黒松(島根) くろまつ 松 3207 島根県江津市 西:山陰本線
福32-9 亀嵩 かめだけ 亀 32012C 島根県仁多郡奥出雲町 西:木次線
福33-1 地福 じふく 福 3301 山口県山口市 西:山口線
福33-2 宇賀本郷 うかほんごう 賀 西:山陰本線
福33-3 梅ヶ峠 うめがとう 梅 西:山陰本線
福33-4 福江 ふくえ 福 西:山陰本線
福33-5 下松(山口) くだまつ 松 3307 山口県下松市 西:山陽本線
福33-6 於福 おふく 福 3313 山口県美祢市 西:美祢線
福33-7 福川 ふくがわ 福 3315 山口県周南市 西:山陽本線
福34-1 福部 ふくべ 福 西:山陰本線
福34-2 宝木 ほうぎ 宝 西:山陰本線
福34-3 三本松口 さんぼんまつぐち 松 3403 鳥取県米子市 西:境線
福34-4 高松町 たかまつちょう 松 3404 鳥取県境港市 西:境線
福34-5 松崎(島根) まつざき 松 34004J 鳥取県東伯郡湯梨浜町 西:山陰本線
福35-1 銀山町 かなやまちょう 銀 広島電鉄[本線]
福35-2 御幸橋 みゆきばし 幸 広島電鉄[宇品線]
福35-3 舟入幸町 ふないりさいわいちょう 幸 広島電鉄[江波線]
福35-4 矢賀 やが 賀 350102 広島市東区 西:芸備線
福35-5 福島町 ふくしまちょう 福 350104 広島市西区 広島電鉄[本線]
福35-6 梅林(広島) ばいりん 梅 350105 広島市安佐南区 西:可部線
福35-7 あき亀山 あきかめやま 亀 350106 広島市安佐北区 西:可部線
福35-8 安芸阿賀 あきあが 賀 3502 広島県呉市 西:呉線
福35-9 竹原 たけはら 竹 3503 広島県竹原市 西:呉線
福35-10 安芸幸崎 あきさいざき 幸 3504 広島県三原市 西:呉線
福35-11 松永 まつなが 松 西:山陽本線
福35-12 東福山 ひがしふくやま 福 西:山陽本線
福35-13 福山 ふくやま 福 西:山陽新幹線
福35-15 大竹 おおたけ 竹 3512 広島県大竹市 西:山陽本線
福35-16 八本松 はちほんまつ 松 3513 広島県東広島市 西:山陽本線
福36-1 沖松島 おきまつしま 松 高松琴平電気鉄道志度線
福36-2 古高松 ふるたかまつ 松 高松琴平電気鉄道志度線
福36-3 古高松南 ふるたかまつみなみ 松 四:高徳線
福36-4 高松(香川)/高松築港 たかまつ/たかまつちっこう 松 四:予讃線/高松琴平電気鉄道琴平線
福36-5 高松貨物ﾀｰﾐﾅﾙ たかまつかもつターミナル 松 ＪＲ貨物
福36-6 松島二丁目 まつしまにちょうめ 松 高松琴平電気鉄道志度線

3201 島根県松江市

3302 山口県下関市

3601 香川県高松市

3401 鳥取県鳥取市

350101 広島市中区

3508 広島県福山市
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福36-7 丸亀 まるがめ 亀 3602 香川県丸亀市 四:予讃線
福36-8 金蔵寺 こんぞうじ 金 3604 香川県善通寺市 四:土讃線
福36-9 鶴羽 つるわ 鶴 3606 香川県さぬき市 四:高徳線
福36-10 三本松(香川) さんぼんまつ 松 3607 香川県東かがわ市 四:高徳線
福36-11 讃岐財田 さぬきさいだ 財 3608 香川県三豊市 四:土讃線
福37-1 金比羅前 こんぴらまえ 金 3702 徳島県鳴門市 四:鳴門線
福37-2 南小松島 みなみこまつしま 松 3703 徳島県小松島市 四:牟岐線
福37-3 阿波福井 あわふくい 福 3704 徳島県阿南市 四:牟岐線
福37-4 勝瑞 しょうずい 瑞 37002A 徳島県板野郡藍住町 四:高徳線
福38-1 松山(愛媛) まつやま 松 四:予讃線他
福38-2 松山市 まつやまし 松 伊予鉄道
福38-3 梅津寺 ばいしんじ 梅 伊予鉄道高浜線
福38-4 梅本 うめのもと 梅 伊予鉄道横河原線
福38-5 福音寺 ふくおんじ 福 伊予鉄道横河原線
福38-6 伊予亀岡 いよかめおか 亀 3802 愛媛県今治市 四:予讃線
福38-7 伊予小松 いよこまつ 松 3806 愛媛県西条市 四:予讃線
福38-8 春賀 はるか 賀 3807 愛媛県大洲市 四:予讃線
福38-9 松前 まさき 松 38001B 愛媛県伊予郡松前町 伊予鉄道郡中線
福38-10 松丸 まつまる 松 38007F 愛媛県北宇和郡松野町 四:予土線
福39-1 梅の辻 うめのつじ 梅 土佐電気鉄道
福39-2 宝永町 ほうえいちょう 宝 土佐電気鉄道
福39-3 古津賀 こつか 賀 3910 高知県四万十市 土佐くろしお鉄道中村線
福39-4 斗賀野 とがの 賀 39004B 高知県高岡郡佐川町 四:土讃線
福39-5 佐賀公園 さがこうえん 賀 土佐くろしお鉄道中村線
福39-6 土佐佐賀 とささが 賀 土佐くろしお鉄道中村線
福40-1 舞松原 まいまつばら 松 九:香椎線
福40-2 福岡貨物ﾀｰﾐﾅﾙ ふくおかかもつターミナル 福 ＪＲ貨物
福40-3 福工大前 ふっこうだいまえ 福 九:鹿児島本線
福40-4 竹下 たけした 竹 九:鹿児島本線
福40-5 南福岡 みなみふくおか 福 九:鹿児島本線
福40-6 福岡空港 ふくおかくうこう 福 福岡市営１号線
福40-7 西鉄福岡 にしてつふくおか 福 西鉄天神大牟田線
福40-8 六本松 ろっぽんまつ 松 福岡市営３号線
福40-9 金山(福岡) かなやま 金 福岡市営３号線
福40-10 梅林(福岡) うめばやし 梅 福岡市地下鉄七隈線
福40-11 福大前 ふくだいまえ 福 福岡市営３号線
福40-12 賀茂 かも 賀 400107 福岡市早良区 福岡市営３号線
福40-13 金島(福岡) かねしま 金 西鉄甘木線
福40-14 古賀茶屋 こがんちゃや 賀 西鉄甘木線
福40-15 津福 つぶく 福 西鉄天神大牟田線
福40-16 銀水/西鉄銀水 ぎんすい/西鉄銀水 銀 4008 福岡県大牟田市 九:鹿児島本線他
福40-17 遠賀野 おんがの 賀 4009 福岡県直方市 筑豊電気鉄道
福40-18 豊前松江 ぶぜんしょうえ 松 4019 福岡県豊前市 九:日豊本線

3801 愛媛県松山市

3901 高知県高知市

400103 福岡市中央区

400106 福岡市城南区

4007 福岡県久留米市

39007H 高知県幡多郡黒潮町

400101 福岡市東区

400102 福岡市博多区
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福40-19 若松 わかまつ 松 402102 北九州市若松区 九:筑豊本線
福40-20 松崎(福岡) まつざき 松 4022 福岡県小郡市 甘木鉄道甘木線
福40-21 古賀 こが 賀 4029 福岡県古賀市 九:鹿児島本線
福40-22 東福間 ひがしふくま 福 九:鹿児島本線
福40-23 福間 ふくま 福 九:鹿児島本線
福40-24 福吉 ふくよし 福 4036 福岡県糸島市 九:筑肥線
福40-25 宝珠山 ほうしゅやま 宝 40001H 福岡県朝倉郡東峰村 九:日田彦山線
福40-26 遠賀川 おんががわ 賀 40004C 福岡県遠賀郡遠賀町 九:鹿児島本線
福40-27 伊賀 いが 賀 九:香椎線
福40-28 門松 かどまつ 松 九:篠栗線
福40-29 小竹 こたけ 竹 40007A 福岡県鞍手郡小竹町 九:筑豊本線
福40-30 松山(福岡) まつやま 松 40009C 福岡県田川郡糸田町 平成筑豊鉄道糸田線
福40-31 一本松(福岡) いっぽんまつ 松 九:日田彦山線
福40-32 勾金 まがりかね 金 平成筑豊鉄道田川線
福40-33 金田 かなだ 金 平成筑豊鉄道伊田線
福40-34 上金田 かみかなだ 金 平成筑豊鉄道伊田線
福41-1 伊賀屋 いがや 賀 九:長崎本線
福41-2 佐賀 さが 賀 九:長崎本線
福41-3 虹ノ松原 にじのまつばら 松 4102 佐賀県唐津市 九:筑肥線
福41-4 金石原 かないしはら 金 九:筑肥線
福41-5 金武 かなたけ 金 松浦鉄道西九州線
福41-6 福島口 ふくしまぐち 福 松浦鉄道西九州線
福42-1 崇福寺 そうふくじ 福 長崎電気軌道
福42-2 肥前古賀 ひぜんこが 賀 九:長崎本線
福42-3 宝町(長崎) たからまち 宝 長崎電気軌道
福42-4 泉福寺 せんぷくじ 福 4202 長崎県佐世保市 松浦鉄道西九州線
福42-5 松尾町 まつおまち 松 4203 長崎県島原市 島原鉄道
福42-6 幸 さいわい 幸 4204 長崎県諫早市 島原鉄道
福42-7 岩松 いわまつ 松 九:大村線
福42-8 松原(長崎) まつばら 松 九:大村線
福42-9 竹松 たけまつ 松/竹 九:大村線
福42-10 今福 いまぶく 福 松浦鉄道西九州線
福42-11 松浦 まつうら 松 松浦鉄道西九州線
福42-12 松浦発電所前 まつうらはつでんしょまえ 松 松浦鉄道西九州線
福43-1 松橋 まつばせ 松 4313 熊本県宇城市 九:鹿児島本線
福43-2 慶徳校前 けいとくこうまえ 慶 430101 熊本市中央区 熊本市電
福43-3 亀井 かめい 亀 430105 熊本市北区 熊本電気鉄道菊池線
福43-4 中松 なかまつ 松 43002M 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 南阿蘇鉄道高森線
福43-5 新鶴羽 しんつるば 鶴 43008E 熊本県球磨郡多良木町 くま川鉄道湯前線
福43-6 おかどめ幸福 おかどめこうふく 幸 43008N 熊本県球磨郡あさぎり町 くま川鉄道湯前線

40009J 福岡県田川郡福智町

4101 佐賀県佐賀市

4105 佐賀県伊万里市

4030 福岡県福津市

40005B 福岡県糟屋郡粕屋町

40009F 福岡県田川郡香春町

4201 長崎県長崎市

4205 長崎県大村市

4208 長崎県松浦市
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番号 駅名 よみがな 文字 CODE ＱＴＨ 路線名
福44-1 賀来 かく 賀 九:久大本線
福44-2 幸崎 こうざき 幸 九:日豊本線
福44-3 竹中 たけなか 竹 九:豊肥本線
福44-4 鶴崎 つるさき 鶴 九:日豊本線
福44-5 亀川 かめがわ 亀 4402 大分県別府市 九:日豊本線
福44-6 大鶴 おおつる 鶴 4404 大分県日田市 九:日田彦山線
福44-7 豊後竹田 ぶんごたけた 竹 4408 大分県竹田市 九:豊肥本線
福45-1 財光寺 ざいこうじ 財 4506 宮崎県日向市 九:日豊本線
福45-2 福島高松 ふくしまたかまつ 福/松 九:日南線
福45-3 福島今町 ふくしまいままち 福 九:日南線
福45-4 真幸 まさき 幸 4509 宮崎県えびの市 九:肥薩線
福46-1 薩摩松元 さつままつもと 松 4601 鹿児島県鹿児島市 九:鹿児島本線
福46-2 財部 たからべ 財 4618 鹿児島県曽於市 九:日豊本線
福46-3 中福良 なかふくら 福 4619 鹿児島県霧島市 九:肥薩線
福46-4 松ヶ浦 まつがうら 松 4624 鹿児島県南九州市 九:指宿枕崎線
福46-5 吉松 よしまつ 松 九:肥薩線
福46-6 鶴丸 つるまる 鶴 九:吉都線
福47-1 小禄 おろく 禄 4701 沖縄県那覇市 沖縄都市モノレール

4401 大分県大分市

4507 宮崎県串間市

46001L 鹿児島県姶良郡湧水町


