平成２８年７月８日
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
東日本高速道路株式会社東北支社

『目指せ東北６県制覇！スマホスタンプラリー』の実施
～東北６県とＮＥＸＣＯ東日本 初のコラボ企画！ （その１）～

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及びＮＥＸＣＯ東日本東北支社（仙台市青葉
区）では、お客さまに東北の旅行をより楽しんでいただくことを目的として、東北６県とＮＥＸＣＯ東日本の
初のコラボ企画『高速道路でつないで集めるスマートフォンスタンプラリー』を実施します。スマートフォ
ンを使っていただき、各県の対象スポットと高速道路の休憩施設（ＳＡ・ＰＡ）でスタンプを集めていただ
くと抽選で豪華賞品が当たります。ご家族やお友達同士の車の旅の思い出に、是非スタンプラリーにご
参加ください。
【実施期間】
平成２８年７月１５日（金）１０時～平成２９年１月９日（月）２４時
【プレゼント応募期間】
平成２８年７月１５日（金）～平成２９年１月１５日（日）
【プレゼント応募コース】
１県制覇賞（３６０名様）
┗スタンプ取得数６個（対象スポットの中から５個と対象休憩施設の中から 1 個）
※同一県内の対象施設のみ有効
賞品例：金華〆さば食べ比べセット、桃の恵み（100％果汁ジュース）など
３県制覇賞（６０名様）
┗スタンプ取得数１８個（対象スポットの中から１５個と対象休憩施設の中から３個）
※１県制覇賞のスタンプ数を基本とする３県分
賞品例：県産品ギフトカタログ、奥の松酒造純米大吟醸プレミアムスパークリングなど
６県制覇賞（３６名様）
┗スタンプ取得数３６個（対象スポットの中から３０個と対象休憩施設の中から６個）
※１県制覇賞のスタンプ数を基本とする６県分
賞品例：東北のホテル・温泉宿などの宿泊券
６県制覇賞Ｗチャンス賞（１２０名様）
┗６県制覇賞の抽選に外れた方の中から再度抽選
賞品例：シャモロック鍋セット、県産品詰合せ、漢方和牛肩ロース焼肉用、きりたんぽ鍋セットなど

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。

【参加方法】
①参加登録する
下記「ドラぷら」サイト内特設ページより参加登録してください。
ＵＲＬ：http//www.driveplaza.com/special/tohokustamprally/
ＱＲコード：右図
②東北各地を巡る
東北６県の対象スポットと高速道路の対象休憩施設（ＳＡ、ＰＡ）のスタンプスポットの中から
ご自由にお立寄りください。スタンプスポットについては添付の（別紙）「スタンプスポット一覧」
をご覧ください。「ドラぷら」サイト内特設ページからもご確認いただけます。
③スタンプを取得する
上記①より登録したマイページから“スタンプを探す”ボタンをタップすると、ＧＰＳ（位置情報サ
ービス）機能により自動的にスタンプ取得ページを表示します。
“スタンプをＧＥＴする！”ボタンをタップし、スタンプが表示されたら、スタンプ１つＧＥＴ！
④応募して賞品ＧＥＴ
各県の対象スポット スタンプ５つと同一県内の高速道路の休憩施設（ＳＡ・ＰＡ）のスタンプ１
つ（合計６つ）以上集めるとマイページ内に“プレゼントに応募する”ボタンが表示されます。タ
ップして豪華賞品が当たるプレゼント抽選にご参加ください。

【お客さま問い合わせ先】
ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター
ＴＥＬ ０５７０－０２４－０２４（２４時間オペレーターが対応）
ＰＨＳ・ＩＰ電話のお客さま ０３－５３３８－７５２４

別紙

≪スタンプスポット一覧≫
【東北６県 対象スポット】
青森県
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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20
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22
23
24
25
26

施設等名
青森県観光物産館アスパム
弘前公園
種差海岸インフォメーションセンター
松の湯交流館
立佞武多の館
十和田市現代美術館
三沢航空科学館
安渡館
道の駅もりたアーストップ
ねぷた展示館
ほたて広場
村の駅よもっと
龍飛岬観光案内所「龍飛館」
海の駅わんど
白神山地ビジターセンター
食彩ときわ館
茶臼山公園
千畳敷海岸
鶴の舞橋
常夜燈公園
おいらせ町いちょう公園
舘野公園
スパハウスろっかぽっか
階上岳登山口（フォレストピア階上周辺）
大間崎
三戸城跡県立城山公園

所在地
青森市安方１−１−４０
弘前市下白銀町１
八戸市鮫町棚久保１４−１６７
黒石市大字中町33番地
五所川原市大町２１−１
十和田市西二番町１０−９
三沢市大字三沢字北山１５８
むつ市 桜木町3番1号
つがる市森田町床舞稚桜４−１
平川市柏木町藤山16番地1
東津軽郡平内町土屋鍵懸５６
東津軽郡蓬田村阿弥陀川汐干１０６
東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜５９−１２
西津軽郡鰺ヶ沢町本町２４６−４
中津軽郡西目屋村田代神田６１−１
南津軽郡藤崎町榊和田６５−８
南津軽郡大鰐町大鰐薬師館
西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字榊原
北津軽郡 鶴田町廻堰大溜池
上北郡野辺地町字野辺地471
上北郡おいらせ町沼端地内
上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山
上北郡六ヶ所村鷹架内子内３３７
三戸郡階上町鳥屋部大柿１−２
下北郡大間町大間字大間平１７－１
三戸郡三戸町梅内城ノ下

岩手県
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

施設等名
もりおか啄木・賢治青春館
松尾八幡平物産館 あすぴーて
南部曲がり家藤倉家
小岩井農場
くずまき高原牧場
石神の丘美術館
紫波フルーツパーク
矢巾町歴史民俗資料館
宮沢賢治記念館
北上市立鬼の館
とおの物語の館
石と賢治のミュージアム
歴史公園えさし藤原の郷
御所野縄文博物館
金ヶ崎要害歴史館
平泉文化遺産センター
宮古市魚菜市場
碁石海岸レストハウス
一本松茶屋
サン・フィッシュ釜石
道の駅種山ヶ原ぽらん
福幸きらり商店街
道の駅やまだ
龍泉洞
北山崎ビジターセンター
久慈琥珀博物館
カシオペアメッセ・なにゃーと
ふだいのアンテナショップ「あいで」
ミル・みるハウス
道の駅のだ
道の駅おりつめオドデ館
道の駅おおの

所在地
盛岡市中ノ橋通１－１－２５
八幡平市柏台１－２８
滝沢市大沢字籠屋敷２４
岩手郡雫石町丸谷地３６－１
岩手郡葛巻町葛巻４０-５７-１７６
岩手郡岩手町五日市１０-１２１-２１
紫波郡紫波町遠山１－１１
紫波郡矢巾町大字西徳田第３地割１８８-２
花巻市矢沢第1地割1-36
北上市和賀町岩崎16地割131番地
遠野市中央通り２－１１
一関市東山町松川字滝ノ沢１４９－１
奥州市江刺区岩谷堂字小名丸８６－１
二戸郡一戸町岩舘字御所野２
胆沢郡金ケ崎町西根達小路２－１
西磐井郡平泉町平泉字花立44番地
宮古市五月町１－１
大船渡市末崎町字大浜２２１-６８
陸前高田市気仙町字土手影１３８-５
釜石市鈴子町２－１
気仙郡住田町世田米子飼沢３０-２９
上閉伊郡大槌町大槌第２３地割９
下閉伊郡山田町船越６-１４１
下閉伊郡岩泉町岩泉字神成１-１
下閉伊郡田野畑村北山１２９-１０
久慈市小久慈町１９-１５６-１３３
二戸市石切所字森合68
下閉伊郡普代村第９地割銅屋５－３
九戸郡軽米町大字晴山２２-３８-１
九戸郡野田村大字野田３１-３１-１
九戸郡九戸村大字山屋２-２８-１
九戸郡洋野町大野５８-１２-３０

宮城県
施設等名
1 仙台うみの杜水族館
2 橋通りCOMMON
3 塩竈観光物産案内所
4 気仙沼「海の市」
5 白石城
6 ゆりあげ港朝市メイプル館
7 仙南シンケンファクトリー
8 史都多賀城観光案内所
9 岩沼市千年希望の丘交流センター
10 伊豆沼農産くんぺる
11 くりはら直売館 よさこい
12 奥松島遊覧船案内所
13 鳴子観光・旅館案内センター
14 エール蔵王 島川記念館
15 道の駅七ヶ宿
16 とんとんの丘もちぶた館（本店）
17 道の駅村田
18 船岡城址公園・柴田町観光物産交流館
19 じゃっぽの湯
20 蔵の郷土館 齋理屋敷
21 亘理町荒浜にぎわい廻廊商店街
22 山元いちご農園
23 松島海岸レストハウス（松島観光協会）
24 七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや
25 ハーバーハウスかなめ
26 宮床宝蔵・旧宮床伊達家住宅
27 パストラル「縁の郷」
28 冨谷宿
29 大衡村農産物販売所「万葉・おおひら館」
30 味彩館ふるさと
31 やくらい薬師の湯
32 わくや天平の湯
33 木の屋石巻水産美里工場
34 女川水産業体験館あがいんステーション
35 南三陸ポータルセンター
秋田県
施設等名
1 小坂鉱山事務所
2 道の駅「かづの」あんとらあ
3 史跡尾去沢鉱山
4 大館郷土博物館
5 道の駅「ひない」
6 道の駅「たかのす」(大太鼓の館/物産館）
7 道の駅「あに」
8 コンベンションホール四季館
9 能代市旧料亭金勇
10 道の駅「ふたつい」
11 男鹿水族館ＧＡＯ
12 なまはげ館
13 道の駅あきた港ポートタワーセリオン
14 秋田市民俗芸能伝承館「ねぶり流し館」
15 秋田市立赤れんが郷土館
16 クアドーム ザ･ブーン
17 天鷺村
18 花立クリーンハイツ
19 白瀬南極探検隊記念館
20 にかほ市観光拠点センター「にかほっと」
21 秋田県立農業科学館
22 角館樺細工伝承館
23 花葉館
24 田沢湖展望露天風呂アルパこまくさ
25 西木温泉ふれあいプラザクリオン
26 秋田ふるさと村
27 横手市ふれあいセンターかまくら館
28 増田の町並み案内所「ほたる」
29 湯沢市川連漆器伝統工芸館
30 西馬音内盆踊り会館

所在地
仙台市宮城野区中野４－６
石巻市中央２丁目８−９
塩竈市海岸通５－７
気仙沼市魚市場前7-13
白石市益岡町１－１６
名取市閖上５丁目２３－２０
角田市角田字流１９７－４
多賀城市中央２丁目７番１号 ＪＲ仙石線多賀城駅構内
岩沼市下野郷字浜177
登米市迫町新田字前沼149-7
栗原市築館字照越永平1-1
東松島市宮戸字深海地先
大崎市鳴子温泉字湯元２－１
刈田郡蔵王町遠刈田温泉字西集団９５－１
刈田郡七ヶ宿町字上野地内
柴田郡大河原町新寺字北１８５－１１
柴田郡村田町大字村田字北塩内４１
柴田郡柴田町大字船岡字舘山９５－１
柴田郡川崎町青根温泉９-1
伊具郡丸森町字町西２５
亘理郡荒浜字築港通り
亘理郡山元町山寺字稲実６０
宮城郡松島町松島字町内98-1
宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下75-41
宮城郡利府町赤沼字須賀98
黒川郡大和町宮床字下小路64
黒川郡大郷町東成田字長松沢山２－２３
黒川郡富谷町字町３４
黒川郡大衡村大衡字鐙沢１２－２
加美郡色麻町四竈字東原１－１２
加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1-76
遠田郡涌谷町涌谷字中江南222
遠田郡美里町二郷字南八丁２－２
牡鹿郡女川町女川浜大原479-2
本吉郡南三陸町志津川字御前下５１－１

所在地
鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館48-2
鹿角市花輪字新田町11-4
鹿角市尾去沢字獅子沢13-5
大館市釈迦内字獅子ヶ森１
大館市比内町扇田字新大堤下93-11
北秋田市綴子字大堤道下62-1
北秋田市比立内字家ノ後8番地1外
北秋田市阿仁前田字大道上3-1
能代市柳町13-8
能代市二ツ井町小繋字中島109-10
男鹿市戸賀塩浜
男鹿市北浦真山字水喰沢
秋田市土崎港西一丁目９-１
秋田市大町一丁目3-30
秋田市大町三丁目3-21
秋田市仁別字マンタラメ213番地
由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田92-2
由利本荘市矢島町城内字花立96
にかほ市黒川字岩潟15-3
にかほ市象潟町字大塩越36-1
大仙市内小友字中沢171-4
仙北市角館町表町下丁10-1
仙北市角館町西長野古米沢30-19
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
仙北市西木町門屋字屋敷田83-2
横手市赤坂字富ケ沢62-46
横手市中央町8-12
横手市増田町増田字上町53番地
湯沢市川連町字大舘中野142-1
雄勝郡羽後町西馬音内本町108 - 1

山形県
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

施設等名
山寺立石寺
鈴立山若松寺
本山慈恩寺
霞城公園
最上川美術館（真下慶治記念美術館）
斎藤茂吉記念館
銀山温泉
天童温泉
最上川舟下り（最上峡芭蕉ライン観光）
最上川舟下り（義経ロマン観光）
幻想の森（土湯杉群生地）
小杉の大杉（通称トトロの木）
新庄ふるさと歴史センター
封人の家
瀬見温泉
肘折温泉
熊野大社
阿久津八幡神社
上杉博物館
酒造資料館東光の酒蔵
浜田広介記念館
小野川温泉
赤湯温泉
出羽三山神社（羽黒山三神合祭殿）
龍澤山善寶寺
致道博物館
土門拳記念館
本間美術館
湯田川温泉
あつみ温泉

所在地
山形市山寺4456-1
天童市大字山元2205-1
寒河江市大字慈恩寺地籍31
山形市霞城町1-1
村山市大字大淀1084-1
上山市北町字弁天1421
尾花沢市銀山新畑地内
天童市鎌田1-3-38
最上郡戸沢村大字古口86-1
最上郡戸沢村大字古口字高屋
最上郡戸沢村土湯
最上郡鮭川村大字曲川字小杉
新庄市堀端町4-74
最上郡最上町堺田59-3
最上郡最上町大堀755
最上郡大蔵村南山字肘折
南陽市宮内３４７６−１
東置賜郡高畠町安久津２０１１
米沢市丸の内１丁目２−１
米沢市大町２丁目３−２２
東置賜郡高畠町大字一本柳2110番地
米沢市小野川町2500
南陽市赤湯７５４−２
鶴岡市羽黒町手向字手向7
鶴岡市下川字関根100
鶴岡市家中新町10-18
酒田市飯森山２丁目１３
酒田市御成町７−７
鶴岡市湯田川
鶴岡市湯温海甲306

福島県
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

施設等名
道の駅 そうま
道の駅 喜多の郷
道の駅 川俣
道の駅 裏磐梯
道の駅 つちゆ
道の駅 安達（上り線）
道の駅 安達（下り線）
道の駅 南相馬
道の駅 にしあいづ
道の駅 ふくしま東和
道の駅 ばんだい
道の駅 さくらの郷
道の駅 会津柳津
道の駅 尾瀬街道みしま宿
道の駅 奥会津かねやま
道の駅 ひらた
道の駅 季の里天栄
道の駅 羽鳥湖高原
道の駅 たまかわ
道の駅 きらら289
道の駅 しもごう
道の駅 よつくら港
道の駅 ふるどの
道の駅 たじま
道の駅 番屋
道の駅 はなわ
道の駅あいづ 湯川・会津坂下
道の駅 からむし織の里しょうわ
飯坂温泉 鯖湖湯
あぶくま洞
南湖公園 翠楽苑
鶴ヶ城
会津喜多方ラーメン館本館
大内宿
南相馬市博物館
アクアマリンふくしま

所在地
相馬市日下石字金谷74-1
喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1
川俣町鶴沢字東13-1
北塩原村桧原字南黄連沢山1157
福島市松川町水原字南沢41-2
二本松市下川崎上平33-1
二本松市米沢字下川原田105-2
南相馬市原町区高見町2-30-1
西会津町野沢字下條1969-26
二本松市太田字下田2-3
磐梯町大字磐梯字十王堂38
二本松市東新殿字平石田12番地2
柳津町柳津字下平乙181-1
三島町川井字天屋原610
金山町大字中川字上居平949番地8
平田村大字上蓬田字横森後160
天栄村大字大里字天房50-1
天栄村田良尾芝草1-3552
玉川村岩法寺字宮ノ前140-2
南会津町山口字橋尻1番地
下郷町大字南倉沢字木賊
いわき市四倉町字5-218-1
古殿町大字田口字平舘25番地
南会津町糸沢字男鹿沼原3242-8
南会津町番屋4番地
塙町塙字桜木町388-1
湯川村大字佐野目字五丁ノ目78番地１
昭和村大字佐倉字上ノ原1番地
福島市飯坂町湯沢３２
田村市滝根町菅谷字東釜山１番地
白河市五郎窪山４５－１（松楽亭）
会津若松市追手町1-1（ 会津若松観光ビューロー）
喜多方市梅竹7254-1
下郷町大字大内字山本
南相馬市原町区牛来字出口194
いわき市小名浜字辰巳町50

対象休憩施設（ＳＡ・ＰＡ）
青森県内
[東北道] 高舘ＰＡ
[東北道] 津軽ＳＡ
[八戸道] 福地ＰＡ
岩手県内
[東北道]
[東北道]
[東北道]
[秋田道]

岩手山ＳＡ
紫波ＳＡ
前沢ＳＡ
錦秋湖ＳＡ

宮城県内
[東北道] 長者原ＳＡ
[東北道] 菅生ＰＡ
[山形道] 古関ＰＡ
秋田県内
[秋田道] 西仙北ＳＡ
[秋田道] 八郎湖ＳＡ
[東北道] 花輪ＳＡ
山形県内
[山形道] 山形蔵王ＰＡ
[山形道] 寒河江ＳＡ
[山形道] 櫛引ＰＡ
福島県内
[東北道]
[磐越道]
[磐越道]
[常磐道]
[常磐道]

安達太良ＳＡ
磐梯山ＳＡ
阿武隈高原ＳＡ
南相馬鹿島ＳＡ
四倉ＰＡ

