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 未知倶楽部は『全国各地の道の駅やその周辺地域を応援すること』を使命に、道の駅の活
性化や地方創生に取り組んでいます。 
 会員駅のみなさんに未知倶楽部の活動・取組の内容をお届けすべく、会報誌「未知倶楽部
通信」を創刊しました。 

髙島屋で道の駅の「おいしい」を紹介！ 
～ 今後も開催を予定しています。次回は貴駅も参加しませんか ～ 

 道の駅や周辺地域で販売されている商品の
販路拡大と新たな顧客獲得に向け、首都圏の
髙島屋で催事を開催しました。 

 ・髙島屋横浜店  平成29年1月11日～17日 
 ・髙島屋大宮店  平成29年3月15日～20日 

 横浜店は20駅、大宮店では10駅から選りす
ぐりの商品が集結し、多くの買物客に道の駅
の「おいしさ」をPRすることができました。 
 未知倶楽部は今後も百貨店など集客施設の
催事を通じて、道の駅や周辺地域の情報と魅
力を発信していきます。 

 貴駅も、次回催事に参加してみませんか 【髙島屋等催事にご協力いただいた駅】 

北海道:厚岸グルメパーク 
青森県:ひろさき 
岩手県:やまだ 
福島県:たじま、しもごう、番屋、きらら289 
群馬県:みなかみ水紀行館 
埼玉県:いちごの里よしみ 
千葉県:しょうなん 
東京都:八王子滝山 
新潟県:新潟ふるさと村、良寛の里わしま 
福井県:シーサイド高浜 
岐阜県:土岐美濃焼街道 
静岡県:風のマルシェ御前崎 
兵庫県:フレッシュあさご   
広島県:世羅 
山口県:みとう 
香川県:滝宮 
福岡県:たちばな、むなかた、くるめ 
熊本県:大津、宇土マリーナ 
※宇土マリーナは、道の駅八王子滝山にて開 
 催した「道の駅交流祭」(H28年7月)に出店 

未知倶楽部 通信 



http://amanek.co.jp/ 

クルマのラジオ Amanekチャンネルって何？ 
 Amanekチャンネルは、日本初ドライバー向け専門チャンネル。毎日の
ドライブ情報や気象情報、万が一の安全情報やドライブに快適な音楽な
ど、ドライバーに役立つ情報を配信しています。 
 Amanekチャンネルは、平成29年7月現在はスマートフォン向け専用アプ
リ（無料）にてお楽しみいただけます。ぜひダウンロードしてください。 

道の駅番組のナビゲーター 未知倶楽部親善大使 せりかなの紹介 
 地球ギターが相棒の福井県出身シンガーソングライター。筑波大学、リ
クルートのトップ営業を経て、2013年秋から音楽活動を始める異例の経歴
を持つ。サマソニなど全国の音楽フェスや、各種イベントなど幅広く出演。
会場を明るく笑顔にするパフォーマンス、ポップな楽曲、甘い寄り添い声
に定評がある。 

「新しい」クルマのラジオで道の駅情報の配信を開始！ 
～ 貴駅の楽しい新しい情報をお待ちしております！ ～ 

 毎週の道の駅コーナーの他、道の駅番組
「せりかなの道の駅ソングブック」を未知倶
楽部が企画し、Amanekチャンネルで放送。
番組では、道の駅スタッフの方々へ、現地取
材、電話取材し、道の駅の魅力を探っていき
ます。 
 ナビゲーターは、道の駅大好きシンガーソ
ングライターのせりかなさん。番組の最後に
は、いただいた情報をもとにオリジナルソン
グを作成し、道の駅へプレゼント。音源は、
道の駅でも販促などに使っていただけるよう、
取材協力のお礼としてお渡しさせていただい
ています。 
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【クルマのラジオAmanekチャンネルで 
道の駅情報を配信】 

 未知倶楽部は、平成28年7月から放送を開
始したクルマのラジオAmanekチャンネルを
通した道の駅情報の配信を実施しています。 
 毎週ある番組内の道の駅コーナーにて、未
知倶楽部の会員駅のグルメ情報やイベント情
報など、楽しい、新しいオススメ情報をドラ
イバーにお届けしています。 

せりかなが道の駅の「たのしい」を紹介しました！！ 
～ せりかなが道の駅の「たのしい」を取材し、オリジナルのテーマソングをつくりました ～ 

---- せりかな PROFILE  ---- 
 地球ギターが相棒の福井県出身シンガーソ
ングライター。 
 元々は青いギターだったが、 2016.6よりマ
イモデルである”地球ギター”を新たに相棒
とし、東京、福井をはじめ、全国で活動。 
 会場を明るく笑顔にするパフォーマンス、
聴きやすいポップな楽曲、独特の甘い寄り添
い声に定評がある。 
 筑波大学、リクルートのトップ営業を経て、
2013年秋から音楽活動を始めるという異例の
経歴を持つ。 
 サマソニ、音霊など全国の音楽フェスや、
各種イベント、学園祭など幅広く出演。 

       オフィシャルＨＰより引用 
 

せりかなは、未知倶楽部の 

  アンバサダー大使 に就任しました 

【ご協力いただいた道の駅 （放送順）】 
 八王子滝山、多古あじさい館、 
 シーサイド高浜、しょうなん、飯高駅、 
 ふじおやま、なんごう、すばしり、 
 竜王かがみの里、フレッシュあさご、 
 させぼっくす99、まくらがの里こが、 
 むなかた 
※せりかなが作成した取材駅のオリジナル・ 
 テーマソングは、未知倶楽部のホームペー 
 ジから聴くことができます。 

シーズン２で、せりかなが「たのしい」を発信するのは、貴駅かも知れません・・・ 

【デジタルラジオAmanekチャンネルで紹介】 
 未知倶楽部の会員駅から13駅をピックアッ
プし、Amanekチャンネルで毎週1駅ずつ紹介
しました。 
 番組名は「せりかなの 道の駅ソングブッ
ク」。シンガーソングライターのせりかなが
パーソナリティーとなって、道の駅を取材、
紹介するデジタルラジオ番組です。 
※シーズン1として、平成29年3月～5月放送 

Amanekチャンネルって何？ 
 TVのデジタル化で空いた１～３チャンネルの帯域によるデジタルラジオ
放送で、ドライバー向けの専門チャンネルです。 
 クルマをもっと安全に、もっと快適に、もっと楽しくするコンテンツをお
届けしています。             http://channel.amanek.co.jp/ 

【クルマのラジオAmanekチャンネルでの情報配信を希望する道の駅を募集中！】 

 未知倶楽部は、弊社HPに投稿いただいた情報や、放送の許諾をいただいた道の駅のHPの情
報を元に、Amanekチャンネルで放送するコンテンツを作成しています。配信を希望される方は、
ぜひ未知倶楽部までご一報ください。 

【道の駅の魅力を探る 道の駅番組 
 「せりかな」の道の駅ソングブック】 

道の駅八王子滝山の取材風景 

道の駅しょうなんのスタッフさんとツーショット 

道の駅ふじおやま 

ア マ ネ ク 



上・下：道の駅交流祭                           上：特産品（さくらんぼ）販売  下：運転支援システム体験 
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未知倶楽部は様々な取組で道の駅を応援しています！ 

【未知倶楽部のホームページで発信】 

 未知倶楽部のホームページは、会員駅のイ
ベント情報を投稿することができます。どん
どん投稿してください。 

※ホームページへの投稿方法は、気軽にお問 
 い合わせ下さい。 
 なお、ホームページを使いやすくするため、 
 ９月にリニューアルを予定しています。 

【未知倶楽部のＳＮＳで発信】 

 未知倶楽部はFacebookやTwitterもやって
ます。みなさんも是非フォローしてください。 
 ＳＮＳを活用して、情報を共有し、多くの
方に発信しましょう。 
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道の駅の「たのしい」を発信しませんか！！ 
～ 未知倶楽部ホームページやＳＮＳ Facebook、Twitter:でイベント情報を発信  ～ 

【未知倶楽部のホームページで発信】 
 未知倶楽部のホームページでは、会員駅の
イベント情報を投稿することができます。 
 投稿した内容は、みちインフォに掲載され
ますので、道の駅の「あたらしい」情報をど
んどん投稿してください。 
【未知倶楽部のＳＮＳで発信】 
 未知倶楽部はFacebookやTwitterもやって
ます。みなさんも是非フォローしてください。 
 ＳＮＳを活用して、「あたらしい」情報を
共有し、多くの方に発信しましょう。 

※ホームページへの投稿方法を忘れたときは、気軽にお問い合わせ下さい。 

公式Twitter 

 最近、コンビニエンスストアやスーパーマ 
ーケットの駐車場などで、高齢者ドライバー
によるブレーキとアクセルの踏み間違いに起
因する事故が多発しています。 
 そこで、自動車利用者が多く立ち寄る道の
駅ならではの交通安全を訴求するイベントを
実施しませんか。 
 必要に応じて自動ブレーキなどの制御を行
う運転支援システム搭載車に試乗し、どのよ
うに止まるかを体験・体感することで、自動
車利用者の安全意識を高めるイベントです。 
※試乗スペースが確保できない場合は、実車 
 展示のみとなる可能性があります。 

クリック!! 

道の駅来訪者の安全意識をイベントで高めませんか 
～ 体験・体感により、自動車利用者の安全意識を高めるイベントです ～ 

未知倶楽部で検索!! 

   ※写真は某公園でのイベント実施風景。 

【自動車イベントの開催駅を募集】 

 道の駅は多くの自動車利用者が訪れる拠点
であり、自動車イベントとの親和性が非常に
高い場所です。道の駅を活用して自動車メー
カーのファンミーティングや車両展示・体験
会などのイベントを開催しませんか。 
 イベント開催にご興味のある道の駅の方は、
未知倶楽部までご一報ください。 

※写真は運転支援システムの体感試乗の様子。 
 道の駅規模によっては、開催できないこと 
 があります。 

左：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
下：Facebook 

【未知倶楽部がイベントを企画・運営】 

 未知倶楽部は百貨店での催事のほか、会員駅のスペースをお借りして開催する持ち込みイ
ベント（たとえば、複数の道の駅の特産品などを集めて紹介・販売する交流会や、駐車場を
活用した交通安全に関するイベント）など、道の駅とその周辺地域を応援するさまざまなイベ
ントを企画・運営していきます。 
 これからも、会員駅のみなさんのご協力をお願いします。 



～ 会報誌「未知倶楽部通信」創刊にあたって ～ 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 会員様におかれましては、「未知倶楽部」活動に、ご理解・ご協 
力いただき、厚く御礼申し上げます。 
 「未知倶楽部」が設立された平成17年10月は、全国で830駅が道の 
駅として登録されておりました。その後着実に増加し、平成29年4月 
現在で1,117駅を数え、今後さらなる増加が予想されております。 
 その間、道の駅には従来の休憩機能や情報発信機能、地域の連携 
機能だけでなく、広域防災拠点としての高度な防災機能の分担や地 
域の魅力へのアクセスポイントとしてのゲートウェイ機能が加わっ 
た駅が整備されるなど、地域の個性、魅力を活かした様々な取組がなされています。 
 「未知倶楽部」も従来より実施してきた道の駅に関する情報の発信に加え、道の駅及び周
辺地域の活性化に向けたイベントの開催など、地域を元気にする様々な取組への展開を図っ
て参ります。 
 このたび、会報誌「未知倶楽部通信」を創刊するとともに、ホームページの充実化などを
通じて、「未知倶楽部」の活動内容を会員様に発信していきたいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
                               平成29年7月 吉日  
 
 
 
 
 
 

 

                「未知倶楽部」は平成17年に発足され、会員向けにウェ 
               ブサイトへの情報掲載、百貨店催事やツアー企画などを通 
               じて、道の駅及び周辺地域の価値を高める活動を行ってき 
               ました。発足以来10年が経過し、道の駅は地方創生や地域 
               活性化の拠点として欠かせないものとなっており、各地域 
               において期待される役割は多様化しています。 
                このような状況を踏まえ、道の駅に関するコンサルティ 
               ングや地域活性化事業を行う株式会社オリエンタルコンサ 
               ルタンツと、個人旅行者向けに各種メディアによる情報発 
               信事業を行う株式会社地球の歩き方 T&E とで、それぞれ 
               の強みを生かした事業を行う「一般社団法人 未知倶楽部」
を設立することといたしました。「一般社団法人 未知倶楽部」においては、地域活性化に寄
与することを目的に、道の駅及びその周辺地域の「未知」なる魅力を発掘し、発信すること
を通じて、「みち」でつながる地域内外の人々の交流を促進しますので、引き続きご愛顧い
ただけますよう、よろしくお願い申しあげます。 
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一般社団法人未知倶楽部  
代表理事 江藤 和昭  

一般社団法人 未知倶楽部について 

 

発行・問合せ先 

一般社団法人 未知倶楽部  （担当：服部、小川） 
 〒151-0071     東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産ビル6号館 
               電話：03-6311-7560   ＦＡＸ：03-6311-7561 
               メールアドレス：usersupport@michi-club.jp 
               ツイッター @michi_club15   フェイスブック @michiclub.jp 


