
 

 

 

 

全国に設置されているメロディーロード 
所在地 道路名/号線 概要・設置目的 利用された知的所有権 設置区

間距離 

設置年 曲名 

北海道 

標津郡標津町 

標津町道川北北 7線 

「メロディーロード」 

メロディーロードの実用化試験 

（世界初の実用試験施工）。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

M-0580001 

 

500m 

2004年

11月 

知床旅情  

山梨県南都留郡

富士河口湖町  

富士スバルライン 

（無料区間） 

 商標登録第 4927076号  

350m 

2009年

7月 

ふじの山  

長野県茅野市  信州ビーナスライン 

「ダンロップメロディーロー

ド」 

民間企業により設置。 

交通安全啓発・地域貢献・企業イメージ向上。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

 

240m 

2008年

8月 

スカボロ

ー・フェア  

愛知県豊田市  国道 257号 

「メロディートンネル」 

世界初のトンネル内施工。 

交通安全啓発・スリップ事故防止・車両の速度抑制。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

M-0790002 

 

300m 

2007年

10月 

どんぐり

ころころ  

滋賀県大津市・

守山市[6] 

琵琶湖大橋（国道 477

号・滋賀県道 11号守山

栗東線）「琵琶湖大橋メロ

ディーロード」 

世界初の橋上施工。 

地域活性化・守山市と大津市との地域間交流の促進。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

 

600m 

2009年

3月 

琵琶湖周

航の歌  

 

特 許  第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

商標登録第 5446588号 

Ｒ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%B4%A5%E9%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%B4%A5%E9%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%BA%8A%E6%97%85%E6%83%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E6%B9%96%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B5%E3%81%98%E3%81%AE%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%93257%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%8A%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%93%E3%82%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%8A%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%93%E3%82%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E5%B1%B1%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E5%B1%B1%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96%E5%A4%A7%E6%A9%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%93477%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%93477%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E9%81%9311%E5%8F%B7%E5%AE%88%E5%B1%B1%E6%A0%97%E6%9D%B1%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E9%81%9311%E5%8F%B7%E5%AE%88%E5%B1%B1%E6%A0%97%E6%9D%B1%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96%E5%91%A8%E8%88%AA%E3%81%AE%E6%AD%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96%E5%91%A8%E8%88%AA%E3%81%AE%E6%AD%8C


和歌山県海草郡

紀美野町  

国道 370号（高野西街道）

「きみのメロディーロード」 

世界初の実用施工。 

地域活性化、高野街道への観光客誘致。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

M-0720002 

 

320m 

2007年

3月 

見上げて

ごらん夜

の星を  

鳥取県境港市  鳥取県道 47号米子境港

線「メロディー道路」 

鳥取国際マンガサミットの啓発。 特許第 4708354号 333m 2012年

9月 

ゲゲゲの

鬼太郎  

広島県 

世羅郡世羅町 

「町道フルーツロード」 世界最長のメロディーロード。交通安全・スリップ事故防

止・地域活性化・観光客の誘致。スローガンは「走りたい

道、思い出に残る道、また来たい道」。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

M-09A0056 

 

658.3m 

2009年

12月 

となりのト

トロ・さん

ぽ 

広島県 

世羅郡世羅町 

「町道ふれあいロード」 「町道フルーツロード」とは一体的に施工。交通安全・スリ

ップ事故防止・地域活性化・観光客の誘致。スローガン

は「走りたい道、思い出に残る道、また来たい道」。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

 

513.2m 

2009年

12月 

森のくま

さん 

広島県 

安芸高田市 

主要地方道吉田邑南線

下り線神楽門前湯治村手

前約 2km 

「陰陽神楽街道・神楽メロ

ディーロード」 

左のタイヤで神楽の笛の音を奏で、右のタイヤで太鼓と

鐘の音のリズムを奏でる楽譜のない楽曲。神楽には楽

譜や脚本がなく全て伝承により継承されている。安芸高

田市と邑南町との地域間交流による活性化・観光資源と

しての活用など。 

広島大学徳永准教授編曲 

特許第 4708354号     

商標登録第 4927076号  

商標登録第 5446588号 

 

270m 

2014年

3月 

神楽・鬼

の登場シ

ーン  

沖縄県 

名護市 

国道 331号 

「二見情話の里ミュージッ

クライン」 

世界初の左右のタイヤが別々の音楽を奏でる技術、しゃ

べる道路の音階と音量を変化させる技術、初の左右のタ

イヤが別々の音楽を奏でる技術を利用。地域活性化・旧

国道への観光客・車両の誘導。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

商標登録第 5446588号 

M-1290026 

 

344m 

2012年

11月 

二見情話  

北海道標津町 防災道路 交差点手前での擬声音による警告 

交差点です・交差点です・止まってください 

  2010年

12月 

 

北海道標津町 防災道路 カーブ手前での擬声音による警告 

カーブです・カーブです・スピードを落としてください 

  2010年

12月 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E7%BE%8E%E9%87%8E%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%93370%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%A6%E3%81%94%E3%82%89%E3%82%93%E5%A4%9C%E3%81%AE%E6%98%9F%E3%82%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%A6%E3%81%94%E3%82%89%E3%82%93%E5%A4%9C%E3%81%AE%E6%98%9F%E3%82%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%A6%E3%81%94%E3%82%89%E3%82%93%E5%A4%9C%E3%81%AE%E6%98%9F%E3%82%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E9%81%9347%E5%8F%B7%E7%B1%B3%E5%AD%90%E5%A2%83%E6%B8%AF%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E9%81%9347%E5%8F%B7%E7%B1%B3%E5%AD%90%E5%A2%83%E6%B8%AF%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%81%AE%E9%AC%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E_(%E6%9B%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%81%AE%E9%AC%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E_(%E6%9B%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%BE%85%E9%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%BE%85%E9%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AD_(%E6%9B%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AD_(%E6%9B%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AD_(%E6%9B%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AD_(%E6%9B%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E3%81%AE%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%95%E3%82%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E3%81%AE%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%95%E3%82%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%81%93%E5%90%89%E7%94%B0%E9%82%91%E5%8D%97%E7%B7%9A%E4%B8%8B%E3%82%8A%E7%B7%9A%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E9%96%80%E5%89%8D%E6%B9%AF%E6%B2%BB%E6%9D%91%E6%89%8B%E5%89%8D%E7%B4%842km&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%81%93%E5%90%89%E7%94%B0%E9%82%91%E5%8D%97%E7%B7%9A%E4%B8%8B%E3%82%8A%E7%B7%9A%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E9%96%80%E5%89%8D%E6%B9%AF%E6%B2%BB%E6%9D%91%E6%89%8B%E5%89%8D%E7%B4%842km&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%81%93%E5%90%89%E7%94%B0%E9%82%91%E5%8D%97%E7%B7%9A%E4%B8%8B%E3%82%8A%E7%B7%9A%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E9%96%80%E5%89%8D%E6%B9%AF%E6%B2%BB%E6%9D%91%E6%89%8B%E5%89%8D%E7%B4%842km&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E3%83%BB%E9%AC%BC%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E3%83%BB%E9%AC%BC%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A5%9E%E6%A5%BD%E3%83%BB%E9%AC%BC%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AD%B7%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%93331%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%A6%8B%E6%83%85%E8%A9%B1&action=edit&redlink=1


北海道標津町 防災道路 カーブ手前でのカーブ接近警報音 

ど・み・そーど・み・そーど・み・そ・どーーーー 

  2008年

11月 

 

中華人民共和国

河南省 

鄭州長葛市 

葛天生態園リゾート施設 

「葛天源メロディーロード」 

大成建設系の大成ロテックと連携し、同社の現地合弁会

社である北京路新大成景観舗装公司が施工。葛天生態

園のエントランス部分に、来客を歓迎するために設置。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

商標登録第 5446588号 

 

382m 

2013年

1月 

義勇軍進

行曲（中

国国歌） 

中華人民共和国

河南省 

鄭州長葛市 

葛天生態園リゾート施設 

「葛天源メロディーロード」 

大成建設系の大成ロテックと連携し、同社の現地合弁会

社である北京路新大成景観舗装公司が施工。葛天生態

園のエントランス部分に、来客を歓迎するために設置。 

特許第 4708354号 

商標登録第 4927076号 

商標登録第 5446588号 

392.9m 2013年

1月 

ジャスミ

ン  

中華人民共和国

山東省煙台市養

馬島大橋東 

煙台龍湖 C ブロック 

「１号路音楽路面工事」 

中国龍湖地産より大成建設系の大成ロテック社の現地

合弁会社である北京路新大成景観舗装公司が受注施

工。煙台龍湖 Cブロック１号路部分に、来客を歓迎する

ために設置。 

（烟芝）工商戸外産登 14第

139号、特許第 4708354

号、商標登録第 4927076、

5446588号 

323m、

29秒 

2014年

4月 28

日竣工 

ビゼー、

カルメン・

闘牛士の

歌 

中華人民共和国

山東省煙台市養

馬島大橋東 

煙台龍湖 C ブロック 

「１号路音楽路面工事」 

中国龍湖地産より大成建設系の大成ロテック社の現地

合弁会社である北京路新大成景観舗装公司が受注施

工。煙台龍湖 Cブロック１号路部分に、来客を歓迎する

ために設置。 

（烟芝）工商戸外産登 14第

139号、特許第 4708354

号、商標登録第 4927076、

5446588号 

398m、

36秒 

2014年

4月 28

日竣工 

ベートー

ベン、歓

喜の  

※特許登録された技術を権利者の許諾、許可等を得ないで利用した場合、故意、または過失に関わらず特許侵害となる場合があり、処罰されることがありますのでご注意ください。 

又、特許登録されている技術、物をご利用になられる場合には事前に十分な調査と特許専門家にご相談されるようお勧めいたします。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%84%AD%E5%B7%9E%E9%95%B7%E8%91%9B%E5%B8%82&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%87%E8%BB%8D%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%9B%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%87%E8%BB%8D%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%9B%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%93%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%BB%E9%97%98%E7%89%9B%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%AD%8C&action=edit&redlink=1
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