
令和３年１１月１９日 

東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

「北海道 高速道路５０周年記念！北海道スマホスタンプラリー」 

冬期限定スタンプ取得スポットとして３０か所を追加 
～１２月１日から取得可能、これで全道３００スポットが勢揃い！～ 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、４月２３日から実施している「北海道 高速道路５

０周年記念！北海道スマホスタンプラリー」の冬期限定スタンプ取得スポットとして、１２月１日より、新

たにスキー場や温泉施設など計３０か所を追加します。 

「北海道 高速道路５０周年記念！北海道スマホスタンプラリー」は、北海道内のドライブ観光を推

進することを目的に実施しており、１０月までに延べ約３９６，０００名の参加者の皆さまが、各スポットを

訪問しました。今回、スタンプ取得スポットの追加により、全道３００か所の完全制覇が可能になります。 

スタンプ３個から応募することができ、全道３００スポットを制覇された方には、記念品と認定証をプレ

ゼントします。ぜひ冬も、「広い大地」北海道の魅力を探しに行きましょう！ 

１．「北海道開通５０周年記念！北海道スマホスタンプラリー」について 

(1)実施期間 令和３年（２０２１年）４月２３日～令和４年（２０２２年）３月３１日

(2)スタンプ取得スポット 道内のサービスエリア・パーキングエリア、道の駅、観光施設など計３００か所

（詳細：別紙１） 

(3)賞品 取得スタンプ数などの条件に応じた１３賞を、抽選で計５００名さまにプレゼント

  （詳細：別紙２） 

(4)参加方法 専用サイトで参加登録し、スマートフォンのＧＰＳ機能を使用してスタンプ

をゲットしたら、取得したスタンプの数に応じて応募してください。 

(5)専用サイトＵＲＬ https://www.driveplaza.com/special/hokkaido_stamprally/

参加はもちろん無料！ 

スタンプ３個から応募可能！完全制覇でもれ

なく記念品と認定証をプレゼントするよ。 

専用サイト二次元コード

は

※赤枠は、賞品提供施設です。

https://www.driveplaza.com/special/hokkaido_stamprally/


２ 

 

２．外部団体とのコラボレーション 

(1)シーニックバイウェイ北海道との連携 

シーニックバイウェイ北海道のおすすめ８か所をスタンプ取得スポットとしています（詳細：別紙３）。 

(2)北海道、洞爺湖有珠山ジオパークとの連携 

北海道、洞爺湖有珠山ジオパークと連携し、「洞爺湖ビジターセンター・火山科学館」をスタンプ取

得スポットとしています。 

 

３．「北海道冬トクふりーぱす」とのタイアップ  

道内３エリアの高速道路が定額で乗り放題になるＥＴＣ車限定ドラ

割「北海道冬トクふりーぱす」（冬トク）とタイアップし、冬トクを利用した

方に限り応募ができる「北海道冬トクふりーぱす賞」をご用意しまし

た。 

※冬トクの詳細は、専用サイトをご覧ください。 

（冬トク専用サイトＵＲＬ：https://www.driveplaza.com/etc/drawari/2021_hokkaido_winter/） 

 

４．「北海道ドライブガイド」でさらに楽しく 

 「北海道ドライブガイド(秋冬版)」にて、「北海道スマホスタンプラリー」の特集を掲載

しています。スタンプ取得スポットで使えるお得な優待割引情報やおすすめモデルコ

ースも掲載していますので、お見逃しなく！ 

 

※お出かけの際は、新型コロナウイルスの感染状況などをご確認のうえ、マスクの着用、手洗い、うが

い、手指の消毒などの感染防止対策へのご協力をお願いします。 

※本キャンペーンは、予告なく中止または内容の変更をする場合があります。 

※お出かけの際は、各スタンプ取得スポットの最新の営業日・営業時間をお確かめください。 

 

ＮＥＸＣＯ東日本グループでは、２０２１～２０２５年度までの期間を「ＳＤＧｓの達成に貢献し、新

たな未来社会に向け変革していく期間」と位置づけ、様々な取り組みを行っています。 

今回の「北海道スマホスタンプラリー」の実施については、持続可能な観光業の促進や地域社

会の活性化につながる事業活動として、ＳＤＧｓの８番、１７番に貢献するものと考えています。 

 

 

 

 

 

おかげさまで、 

北海道に高速道路が開通して今年で５０年。 

この半世紀、多くの皆さまにご利用いただきました。 

皆さまへのこころからの感謝を胸に、 

安全安心で、より快適な高速道路を目指して。 

広い大地と、これからも。 

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/2021_hokkaido_winter/
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シーニックバイウェイ(ＳｃｅｎｉｃＢｙｗａｙ)とは、景観・シーン(Ｓｃｅｎｅ)の形容詞 

シーニック(Ｓｃｅｎｉｃ)と、わき道・より道を意味するバイウェイ(Ｂｙｗａｙ)を組み合 

わせた言葉です。 

みちをきっかけに地域と行政が連携し、「美しい景観づくり」、「活力ある地域づくり」、「魅力ある観光空間づくり」を目指

す取り組みです。各ルートでは、道路の花植や清掃、地域おすすめの絶景ポイントの整備や情報発信など、それぞれの

地域ごとに特徴ある活動を展開しています。 

現在、１３の指定ルートと３つの候補ルートがあり、約４６０団体が活動しています。ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社もこの

取り組みに参画しています。詳しくは、シーニックバイウェイ北海道ホームページ（URL：http://www.scenicbyway.jp/）を

ご覧ください。 

http://www.scenicbyway.jp/


※新型コロナウイルス対策によりスタンプ取得スポットの営業時間や定休日などが変更になっている場合があります。お出かけ前に各施設へご確認ください。

■道南エリア（39カ所）
ジャンル ジャンル

1 松前藩屋敷 観光施設 21 クアプラザピリカ 観光施設
2 木古内町郷土資料館「いかりん館」 観光施設 22 北前船 松前 道の駅
3 トラピスト修道院 観光施設 23 横綱の里ふくしま 道の駅
4 函館山ロープウェイ山麓駅 観光施設 24 しりうち 道の駅
5 五島軒本店 観光施設 25 みそぎの郷きこない 道の駅
6 北海道坂本龍馬記念館 観光施設 26 なとわ・えさん 道の駅
7 金森赤レンガ倉庫 観光施設 27 縄文ロマン 南かやべ 道の駅
8 函館空港 観光施設 28 しかべ間歇泉公園 道の駅
9 七飯町歴史館 観光施設 29 なないろ・ななえ 道の駅
10 はこだてわいん葡萄館 観光施設 30 ＹＯＵ・遊・もり 道の駅
11  北斗市観光交流センター（新函館北斗駅） 観光施設 31 つど～る・プラザ・さわら 道の駅
12 植木蒼悦記念館 観光施設 32 上ノ国もんじゅ 道の駅
13 二股らぢうむ温泉 観光施設 33 江差 道の駅
14 上ノ国町国民温泉保養センター（通称:湯ノ岱温泉） 観光施設 34 あっさぶ 道の駅
15 幕末の軍艦 開陽丸記念館 観光施設 35 ルート229元和台 道の駅
16 旧中村家住宅 観光施設 36 てっくいランド大成 道の駅
17 逆川森林公園 観光施設 37 道央自動車道 八雲PA SA・PA
18 上里ふれあい交流センター 観光施設 38 道央自動車道 静狩ＰＡ SA・PA
19 ゆりの里活性化センター 観光施設 39 五稜郭タワー シーニックバイウェイ
20 しびの岬公園 観光施設

■道央エリア【後志・石狩・空知】（56カ所）
ジャンル ジャンル

1 西村計雄記念美術館 観光施設 29 あかいがわ 道の駅
2 神威岬自然公園 観光施設 30 サーモンパーク千歳 道の駅
3 小樽運河 観光施設 31 花ロードえにわ 道の駅
4 新千歳空港ターミナルビル 観光施設 32 北欧の風 道の駅とうべつ 道の駅
5 えこりん村 観光施設 33 石狩「あいろーど厚田」 道の駅
6 ノースサファリサッポロ 観光施設 34 しんしのつ 道の駅
7 さっぽろ羊ケ丘展望台 観光施設 35 マオイの丘公園 道の駅
8 サッポロビール博物館 観光施設 36 夕張メロード 道の駅
9 さっぽろテレビ塔 観光施設 37 三笠 道の駅
10 札幌市時計台 観光施設 38 ハウスヤルビ奈井江 道の駅
11 北海道知事公館 観光施設 39 つるぬま 道の駅
12 野外博物館 北海道開拓の村 観光施設 40 うたしないチロルの湯 道の駅
13 ゆにガーデン 観光施設 41 スタープラザ芦別 道の駅
14 いわみざわ北村温泉 観光施設 42 たきかわ 道の駅
15 ログ ホテル メープルロッジ 観光施設 43 田園の里うりゅう 道の駅
16 くろまつない 道の駅 44 ライスランドふかがわ 道の駅
17 らんこし・ふるさとの丘 道の駅 45 鐘のなるまち・ちっぷべつ 道の駅
18 ニセコビュープラザ 道の駅 46 サンフラワー北竜 道の駅
19 真狩フラワーセンター 道の駅 47 道東自動車道 キウスＰＡ SA・PA
20 名水の郷きょうごく 道の駅 48 道央自動車道 輪厚PA SA・PA
21 230ルスツ 道の駅 49 道央自動車道 野幌PA SA・PA
22 望羊中山 道の駅 50 札樽自動車道 金山PA SA・PA
23 よってけ!島牧 道の駅 51 道東自動車道 由仁PA SA・PA
24 みなとま～れ寿都 道の駅 52 道央自動車道 岩見沢SA SA・PA
25 シェルプラザ・港 道の駅 53 道央自動車道 茶志内ＰＡ SA・PA
26 いわない 道の駅 54 道央自動車道 砂川SA SA・PA
27 オスコイ!かもえない 道の駅 55 道央自動車道 音江ＰＡ SA・PA
28 スペース・アップルよいち 道の駅 56 札幌市藤野野外スポーツ交流施設 Fu's snow area シーニックバイウェイ

■道央エリア【胆振・日高】（37カ所）
ジャンル ジャンル

1 有珠山ロープウェイ・昭和新山熊牧場 観光施設 20 あぷた 道の駅
2 史跡北黄金貝塚公園（北黄金貝塚情報センター） 観光施設 21 そうべつ情報館i(アイ) 道の駅
3 地球岬 観光施設 22 だて歴史の杜 道の駅
4 登別市郷土資料館・文化伝承館 観光施設 23 みたら室蘭 道の駅
5 登別 地獄谷 観光施設 24 ウトナイ湖 道の駅
6 仙台藩白老元陣屋資料館 観光施設 25 むかわ四季の館 道の駅
7 ウポポイ（民族共生象徴空間） 観光施設 26 あびらD51ステーション 道の駅
8 苫小牧市科学センター／ミール展示館 観光施設 27 サラブレッドロード新冠 道の駅
9 海の駅ぷらっとみなと市場 観光施設 28 みついし 道の駅
10 緑ヶ丘公園 観光施設 29 樹海ロード日高 道の駅
11 むかわ町 穂別博物館 観光施設 30 道央自動車道 豊浦噴火湾ＰＡ SA・PA
12 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 観光施設 31 道央自動車道 有珠山SA SA・PA
13 新ひだか町博物館 観光施設 32 本輪西展望所（函館方面のみ） SA・PA
14 八木菓子舗 観光施設 33 道央自動車道 富浦ＰＡ SA・PA
15 うらかわ優駿ビレッジ AERU 観光施設 34 道央自動車道 萩野ＰＡ SA・PA
16 エンルム岬 観光施設 35 道央自動車道 樽前SA SA・PA
17 襟裳岬「風の館」 観光施設 36 道央自動車道 美沢ＰＡ SA・PA
18 とようら 道の駅 37 洞爺湖ビジターセンター/火山科学館（洞爺湖有珠山ジオパーク） ジオパーク
19 とうや湖 道の駅

施設名 施設名

スタンプ取得スポット一覧（全300カ所）

施設名 施設名

施設名 施設名

別紙１



■道北エリア（40カ所）
ジャンル ジャンル

1 星野リゾート トマム 観光施設 21 もち米の里☆なよろ 道の駅
2 白金青い池 観光施設 22 びふか 道の駅
3 旭川空港ターミナル 観光施設 23 おといねっぷ 道の駅
4 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館 観光施設 24 なかがわ 道の駅
5 男山酒造り資料舘 観光施設 25 るもい 道の駅
6 大雪山バーデハウス層雲峡 黒岳の湯 観光施設 26 おびら鰊番屋 道の駅
7 なよろ市立天文台 きたすばる 観光施設 27 風Wとままえ 道の駅
8 岩尾温泉あったま～る 観光施設 28 ほっと♡はぼろ 道の駅
9 湯の杜ぽっけ 観光施設 29 ☆ロマン街道しょさんべつ 道の駅
10 稚内空港 観光施設 30 えんべつ富士見 道の駅
11 宗谷岬 観光施設 31 てしお 道の駅
12 自然体感しむかっぷ 道の駅 32 わっかない 道の駅
13 南ふらの 道の駅 33 さるふつ公園 道の駅
14 びえい「白金ビルケ」 道の駅 34 北オホーツクはまとんべつ 道の駅
15 びえい「丘のくら」 道の駅 35 ピンネシリ 道の駅
16 ひがしかわ「道草館」 道の駅 36 マリーンアイランド岡島 道の駅
17 あさひかわ 道の駅 37 道東自動車道 占冠PA SA・PA
18 とうま 道の駅 38 道央自動車道 比布大雪PA SA・PA
19 絵本の里けんぶち 道の駅 39 後藤純男美術館 シーニックバイウェイ
20 森と湖の里ほろかない 道の駅 40 国稀酒造 シーニックバイウェイ

■オホーツクエリア（35カ所）
ジャンル ジャンル

1 きよさと情報交流施設「きよ～る」 観光施設 19 しゃり 道の駅
2 女満別空港 観光施設 20 うとろ・シリエトク 道の駅
3 博物館 網走監獄 観光施設 21 ノンキ―ランドひがしもこと 道の駅
4 網走市立郷土博物館 観光施設 22 メルヘンの丘めまんべつ 道の駅
5 オケクラフトセンター森林工芸館 観光施設 23 流氷街道網走 道の駅
6 オホーツクビアファクトリー 観光施設 24 おんねゆ温泉 道の駅
7 ピアソン記念館 観光施設 25 しらたき 道の駅
8 木のおもちゃワールド館 ちゃちゃワールド 観光施設 26 まるせっぷ 道の駅
9 丸瀬布昆虫生態館 観光施設 27 遠軽森のオホーツク 道の駅
10 ワッカ原生花園 観光施設 28 サロマ湖 道の駅
11 オホーツク紋別空港 観光施設 29 愛ランド湧別 道の駅
12 オホーツクタワー 観光施設 30 かみゆうべつ温泉 チューリップの湯 道の駅
13 紋別セントラルホテル 観光施設 31 香りの里たきのうえ 道の駅
14 日の出岬 観光施設 32 オホーツク紋別 道の駅
15 あいおい 道の駅 33 にしおこっぺ花夢 道の駅
16 ぐるっとパノラマ美幌峠 道の駅 34 おこっぺ 道の駅
17 パパスランドさっつる 道の駅 35 おうむ 道の駅
18 はなやか(葉菜野花)小清水 道の駅

■十勝エリア（33カ所）
ジャンル ジャンル

1 晩成温泉 観光施設 18 うりまく 道の駅
2 とかち帯広空港 観光施設 19 おとふけ 道の駅
3 めむろ新嵐山スカイパーク 観光施設 20 ガーデンスパ十勝川温泉 道の駅
4 神田日勝記念美術館 観光施設 21 ピア21しほろ 道の駅
5 新得そばの館 観光施設 22 しほろ温泉 道の駅
6 狩勝峠 観光施設 23 かみしほろ 道の駅
7 柳月スイートピア・ガーデン 観光施設 24 うらほろ 道の駅
8 いきぬき通り 北の屋台 観光施設 25 ステラ★ほんべつ 道の駅
9 十勝ガーデンズホテル 観光施設 26 あしょろ銀河ホール21 道の駅
10 帯広競馬場（ばんえい十勝） 観光施設 27 足寄湖 道の駅
11 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル 観光施設 28 オーロラタウン93りくべつ 道の駅
12 いけだワイン城 観光施設 29 道東自動車道 十勝平原SA SA・PA
13 コスモール大樹 道の駅 30 道東自動車道 ⾧流枝ＰＡ SA・PA
14 忠類 道の駅 31 ひろおサンタランド（大丸山森林公園） シーニックバイウェイ
15 さらべつ 道の駅 32 清水公園 シーニックバイウェイ
16 なかさつない 道の駅 33 十勝が丘展望台駐車場 シーニックバイウェイ
17 しかおい 道の駅

■釧路・根室エリア（30カ所）
ジャンル ジャンル

1 釧路和商市場 観光施設 16 根室車石・花咲灯台＜国指定天然記念物＞ 観光施設
2 釧路フィッシャーマンズワーフMOO 観光施設 17 根室市歴史と自然の資料館 観光施設
3 釧路市立博物館 観光施設 18 納沙布岬 観光施設
4 太平洋炭礦炭鉱展示館 観光施設 19 野付半島ネイチャーセンター 観光施設
5 釧路空港（たんちょう釧路空港） 観光施設 20 根室中標津空港 観光施設
6 釧路市動物園 観光施設 21 養老牛温泉 からまつの湯 観光施設
7 細岡ビジターズラウンジ 観光施設 22 羅臼温泉 熊の湯 観光施設
8 鶴居たんちょうプラザつるぼーの家 観光施設 23 しらぬか恋問 道の駅
9 阿寒湖アイヌシアターイコㇿ 観光施設 24 阿寒丹頂の里 道の駅
10 尻羽岬(しれぱみさき) 観光施設 25 厚岸グルメパーク 道の駅
11 琵琶瀬展望台 観光施設 26 摩周温泉 道の駅
12 湯沸岬（通称:霧多布岬） 観光施設 27 スワン44ねむろ 道の駅
13 摩周湖第一展望台 観光施設 28 おだいとう 道の駅
14 硫黄山レストハウス 観光施設 29 知床・らうす 道の駅
15 大鵬相撲記念館 観光施設 30 ハートンツリー シーニックバイウェイ

施設名 施設名

施設名 施設名

施設名 施設名

施設名 施設名



■冬季限定スポット（30カ所/12月1日より取得可能）
施設名 ジャンル 施設名 ジャンル

1 函館七飯スノーパーク 道南・スキー場 16 ほろのべトナカイ観光牧場 道北・観光施設
2 せたな町公営温泉浴場やすらぎ館 道南・観光施設 17 きたみファミリーランド若松市民スキー場 オホーツク・スキー場
3 雪秩父 道央・観光施設 18 ノーザンアークリゾートスキー場 オホーツク・スキー場
4 ルスツリゾートスキー場 道央・スキー場 19 濤沸湖水鳥・湿地センター オホーツク・観光施設
5 朝里川温泉スキー場 道央・スキー場 20 オシンコシンの滝 オホーツク・観光施設
6 N.O.P登別オフロードパーク 道央・観光施設 21 湯宿くったり温泉 レイクイン 十勝・観光施設
7 白鳥王子アイスアリーナ 道央・観光施設 22 幸福駅（幸福交通公園） 十勝・観光施設
8 札幌大倉山展望台 道央・観光施設 23 ココロコテラス(ジュエリーアイス) 十勝・観光施設
9 サッポロテイネスキー場 道央・スキー場 24 然別湖ネイチャーセンター 十勝・観光施設
10 富良野スキー場 道北・スキー場 25 ぬかびら源泉郷スキー場 十勝・スキー場
11 旭川サンタプレゼントパーク 道北・スキー場 26 国民宿舎 トムラウシ温泉東大雪荘 十勝・観光施設
12 あさひかわラーメン村 道北・観光施設 27 阿寒国際ツルセンター「グルス」 釧路根室・観光施設
13 えんべつ旭温泉 道北・観光施設 28 塘路湖エコミュージアムセンター「あるこっと」 釧路根室・観光施設
14 ぴっぷスキー場 道北・スキー場 29 水鳥・湿地センター 厚岸水鳥観察館 釧路根室・観光施設
15 名寄ピヤシリスキー場 道北・スキー場 30 根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター 釧路根室・観光施設



「北海道 高速道路 50 周年記念! 北海道スマホスタンプラリー」賞品一覧 

① ５０周年記念賞 ② 広い大地と、これからも。賞 
ラムづくしセット（肉の山本千歳ラム工房）（3 万円相当） 

スタンプ 250 個 5 名様 

 

ギフトセット（佐藤水産）（1.５万円相当） 
スタンプ 200 個 5 名様 

③１９７１ 道央道賞 ④１９７１ 札樽道賞 
ギフトセット（クピド・フェア） 

※珈琲真空パック、珈琲ドリパック、ラスク各種、クッキー、クピド君皿 

スタンプ 150 個 5 名様 

バラエティギフトセット（かま栄） 

スタンプ 100 個 5 名様 

⑤１９９５ 道東道賞 ⑥１９９８ 日高道賞 
なたね油ギフトセット（音更町物産協会） 

スタンプ 50 個 10 名様 
ありがとうスモークチキン（小林農園） 

スタンプ 30 個 10 名様 

⑦１９９８ 深川・留萌道賞 ⑧２０１８ 後志道賞 

イルムの丘のりんご園 りんごジュース（藤谷果樹園） 

スタンプ 20 個 20 名様 
えびラーメン（東しゃこたん漁業協同組合） 

スタンプ 10 個 30 名様 
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⑨シーニックバイウェイ特別賞 ⑩洞爺湖有珠山ジオパーク賞 
シーニックバイウェイ地域の特産品 

シーニックバイウェイのスタンプ 3 個 5 名様 

 

洞爺湖有珠山ジオパーク地域の特産品 

「洞爺湖ビジターセンター/火山科学館」を含む 

スタンプ３個 ５名様 

⑪北海道の魅力発見賞 ⑫北海道冬トクふりーぱす賞 
参加団体からの提供品 

賞品提供施設 1 個を含むスタンプ５個 ２９０名様 
 

※詳細は、専用Ｗｅｂサイトをご覧ください。 
 

https://www.driveplaza.com/special/hokkaido_stamprally/ 

SA・PA 商品券（2 千円分） 

高速道路 SA・PA のスタンプ 3 個 10 名様 

 
 

※ご応募には「北海道冬トクふりーぱす」の申込番号が必要です。 

⑬ＮＥＸＣＯ東日本賞 
北海道 高速道路開通５０周年記念ノベルティ 

SA・PA のスタンプ 3 個 100 名様 

 

※賞品画像はすべてイメージです。 

※当選者は本イベントの終了後に抽選を行い、抽選結果は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 



「北海道 高速道路５０周年記念!北海道スマホスタンプラリー」 

シーニックバイウェイ北海道のルートとスタンプ取得スポット 
 シーニックバイウェイ北海道ルート名 スタンプ取得スポット 

１ 大雪・富良野ルート 後藤純男美術館 

２ 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ ハートンツリー 

３ 函館・大沼・噴火湾ルート 五稜郭タワー 

４ 萌える天北オロロンルート 国稀酒造 

５ 十勝シーニックバイウェイ 十勝平野・山麓ルート 清水公園 

６ 十勝シーニックバイウェイ トカプチ雄大空間 十勝が丘展望台駐車場 

７ 十勝シーニックバイウェイ 南十勝夢街道 ひろおサンタランド 

（大丸山森林公園） 

８ 札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート 札幌市藤野野外スポーツ交流施設 

Fu's snow area 
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