
 

 

 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日 

東日本高速道路株式会社 

 北 海 道 支 社 

 

「北海道命名１５０年記念!!北海道スマホスタンプラリー」 

第二弾を開始！ 

～ ２５０カ所のスタンプ取得スポット！２４０名様に豪華賞品が当たるチャンス！ ～ 
 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、北海道の観光施設や道の駅などと連携し、

『北海道命名１５０年記念!!北海道スマホスタンプラリー』第二弾を平成３０年６月１６日（土）より

開始します。 

この企画は、スマホのＧＰＳ機能を利用したスタンプラリーで、ドライブ観光を楽しみながら北海

道の魅力を発見していただくことを目的に実施しております。 

※第一弾のスタンプ取得データを引き継ぎ！新たに参加登録は不要です！ 

もちろん、第二弾からの参加もお待ちしております。 

 

１. 実施期間 

６月１６日（土）～１１月５日（月） 

【参考】 

第一弾：４月２７日（金）～６月１０日（日） 

※６月１１日（月）～６月１５日（金）の間は、システム更新に伴いご利用できません。 

 

２. 【第二弾】スタンプ取得スポット（別添） 

全２５０カ所 

（観光施設１０２カ所、北海道内の道の駅１２２カ所、北海道ジオパーク５カ所、 

高速道路サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）２１カ所）   

※第一弾で取得したスタンプは自動的に第二弾へ引き継がれます。  

 

【第二弾の特徴、第一弾からの変更点】 

 新たに３２カ所のスタンプ取得スポットを追加！２１８カ所から２５０カ所に！ 

北海道命名１５０年に関するスポットなどを追加（詳細は別添） 

 新たに応募コース・賞品を追加！ 

１１応募コース合計２２４名様から１３応募コース合計２４０名様に！ 

北海道の名付け親である松浦武四郎の故郷にちなんだものや北海道１５０年事業パートナ

ー企業の賞品、北海道の特産品を追加でご用意しました。 



 

 

３. 【第二弾】応募コース・賞品 

１３応募コース、合計２４０名様に豪華賞品が抽選で当たります。 

松阪牛３０，０００円相当が当たる「松浦武四郎のふるさと賞」や北海道胆振総合振興

局と連携した、道内５カ所のジオパークを体感していただくための「北海道ジオパーク賞」

などをご用意しております。（詳細は別紙参照） 

また、全２５０カ所のスタンプを取得された方には、完全制覇賞として、記念品と賞状

を贈呈いたします。 

※ご応募はお一人様各賞１回ずつとなります。 

※すべての賞において、第二弾で新たに追加したスタンプを１個以上取得していただく 

ことが条件となっておりますのでご注意ください。 

 

 

  



 

 

 

スタンプラリーご利用の詳細 

 

１. 実施期間 

６月１６日（土）～１１月５日（月） 

【参考】 

第一弾：４月２７日（金）～６月１０日（日） 

※６月１１日（月）～６月１５日（金）の間は、システム更新に伴いご利用できません。 

 

２. 【第二弾】スタンプ取得スポット数 

全２５０カ所 

（観光施設１０２カ所、北海道内の道の駅１２２カ所、北海道ジオパーク５カ所、高速

道路ＳＡ・ＰＡ２１カ所） 

 ※第一弾で取得したスタンプは自動的に第二弾へ引き継がれます。  

 

３. 参加方法 

①参加登録する 

下記、特設ページから参加登録してください。 

URL： https://stamap.jp/hokkaidostamprally/ 

 

②スタンプ取得スポットを巡りスタンプを取得する 

スタンプ取得スポットに立ち寄り、スタンプを取得してください。 

【スタンプ取得方法】 

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. 認定証 

 取得したスタンプに応じて、オリジナル認定証がマイページよりダウンロードできます。 

① 完全制覇賞【スタンプ全２５０個】 

② 松浦武四郎のふるさと賞【スタンプ１５０個】 

③ 北海道の味覚賞【スタンプ１００個】 

④ 北海道周遊賞【スタンプ５０個】 

⑤ 北海道感動賞【スタンプ３０個】 

⑥ 北海道を満喫したで賞【スタンプ２０個】 

⑦ 北海道ジオパーク制覇賞【ジオパークのスタンプ５個】 

⑧ ＳＡ・ＰＡ制覇賞【ＳＡ・ＰＡのスタンプ全２１個】 

参加登録はこちらから！ 

別紙 



 

 

※すべての認定証において、第二弾で新たに追加したスタンプを最低１個以上取得する必要

があります。 

 

５. 【第二弾】応募コース・賞品一覧（写真はイメージです） 

当選者数：合計２４０名 （賞品応募〆切：平成３０年１１月５日（月）） 

※今回の賞品応募は、すべての賞において第二弾で新たに追加したスタンプを１個以

上取得していただくことが条件となっておりますのでご注意ください。 

 

 



 

 

①松浦武四郎のふるさと賞 ５名様【スタンプ１５０個】  

松阪まるよし 松阪牛すき焼き・しゃぶしゃぶセット（３０，０００円相当） 

 

【応募条件】 

・スタンプ１５０個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで１５０個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能になります。 

 

②北海道の味覚賞 ５名様【スタンプ１００個】 

「北のグルメ」時鮭（時しらず）半身（１０，０００円相当） 

 

【応募条件】 

・スタンプ１００個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで１００個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能になります。 

 

③北海道周遊賞 １０名様【スタンプ５０個】 

北海道米 ホクレン ゆめぴりか 新米（１０ｋｇ） 

 

 

 

 

 

※写真は５ｋｇ 

【応募条件】 

・スタンプ５０個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで５０個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能になります。 



 

 

④北海道感動賞 １０名様【スタンプ３０個】  

人気のお取り寄せグルメ「佐藤水産 手まり筋子」 

 

【応募条件】 

・スタンプ３０個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで３０個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能になります。 

 

⑤北海道を満喫したで賞 ２０名様【スタンプ２０個】 

もち米の里「なよろ」からソフト大福１２個セット 

 

【応募条件】 

・スタンプ２０個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで２０個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能となります。 

 

⑥北海道の魅力発見賞 ３０名様【スタンプ５個】 

北菓楼「北海道廰立圖書館チョコサンドクッキー」 

 

【応募条件】 

・スタンプ５個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで５個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が可

能となります。 



 

 

⑦ＮＥＸＣＯ東日本賞 １００名様【高速道路ＳＡ・ＰＡのスタンプ１個】 

ＮＥＸＣＯ東日本オリジナルキャンディー 

【応募条件】 

・高速道路 SA・PA のスタンプのほか、第二弾のスポットから１個以上スタンプを取得してください。 

 

１５０年パートナー賞 

①ＡＩＲＤＯ特別賞 １名様【スタンプ１５０個】 

ＡＩＲＤＯ往復航空券（札幌-東京間） 

 

 

【応募条件】 

・スタンプ１５０個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで１５０個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能になります。 

 

②ＪＡＦ特別賞 １５名様【スタンプ１０個】 

トミカ（JAF ランドクルーザー） 

 

【応募条件】 

・スタンプ１０個のうち１個以上を第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで１０個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上を取得した時点で応募が

可能になります。 

 

北海道ジオパーク賞 

ジオパークとは、「地球・大地（ジオ・ＧＥＯ）」を組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球

を学び丸ごと楽しむことができる場所を意味します。北海道胆振総合振興局と連携し、各ジオパークの

魅力を発信するため、北海道ジオパーク賞を設けました。 



 

 

 

 

 

 

①北海道ジオパーク制覇賞 ３名様【ジオパークのスタンプ５個】  

ジオパーク地域の特産品（５，０００円相当） 

【応募条件】 

・ジオパークのスタンプのほか、第二弾のスポットから１個以上スタンプを取得してください。 

 

②北海道ジオパーク賞 ６名様【ジオパークのスタンプ２個】 

ジオパーク地域の特産品（２，０００円相当） 

【応募条件】 

・ジオパークのスタンプのほか、第二弾のスポットから１個以上スタンプを取得してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＴＣ車限定で北海道内の高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割『北海道観光ふりーぱす』

をご利用いただき、北海道スマホスタンプラリーに参加された方は、次の賞にもご応募できます。 

※応募には『北海道観光ふりーぱす』の申込番号が必要となります。 
 

①北海道観光ふりーぱす賞 １５名様【スタンプ５個】 

マルセイバターサンド２０個入り 

【応募条件】 

・スタンプ５個のうち１個以上第二弾のスポットからスタンプを取得してください。 

・第一弾スポットのみで５個取得済の方は、第二弾のスポットから１個以上取得した時点で応募が可

能となります。 
    

②ＳＡ・ＰＡ賞 ２０名様【高速道路ＳＡ・ＰＡのスタンプ３個】 

ＳＡ・ＰＡ商品券（２，０００円分） 

【応募条件】 

・高速道路 SA・PA のスタンプのほか、第二弾のスポットから１個以上スタンプを取得してください。 

 

高速道路が乗り降り自由の『北海道観光ふりーぱす』を使って、各地の観光スポットなどに寄り道

しながらより多くのスタンプを集めましょう！ 

ＥＴＣ車限定『北海道観光ふりーぱす』をご利用された方にはダブルチャンス!! 

「北海道観光ふりーぱす」はこちらからご確認ください 



 

 

完全制覇賞 

全２５０カ所のスタンプを取得された方には、もれなく記念品および賞状を贈呈します。 



 

別添

スタンプ取得スポット一覧 全２５０カ所 

 

■道南エリア（２７カ所） 

1 松前城 観光施設  

2 北前船 松前 道の駅  

3 横綱の里ふくしま 道の駅  

4 しりうち 道の駅  

5 みそぎの郷きこない 道の駅  

6 金森赤レンガ倉庫 観光施設  

7 函館空港 観光施設  

8 なとわ・えさん 道の駅  

9 縄文ロマン 南かやべ 道の駅  

10 しかべ間歇泉公園 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  

12 はこだてわいん葡萄館 観光施設  

13 なないろ・ななえ 道の駅  

14 大沼国定公園 観光施設  

15 つど～る・プラザ・さわら 道の駅  

16 ＹＯＵ・遊・もり 道の駅  

17 ハーベスター八雲 観光施設  

18 道央自動車道 八雲 PA ＳＡ・ＰＡ  

19 上ノ国もんじゅ 道の駅  

20 あっさぶ 道の駅  

21 江差 道の駅  

22 ルート 229 元和台 道の駅  

23 てっくいランド大成 道の駅  

24 道央自動車道 静狩ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

25 旧相馬邸 観光施設 第二弾スポット 

26 箱館奉行所 観光施設 第二弾スポット 

27 横綱千代の山・千代の富士記念館 観光施設 第二弾スポット 

 

■道央エリア（９３カ所） 

28 くろまつない 道の駅  

29 道央自動車道 豊浦噴火湾ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

30 とようら 道の駅  

31 あぷた 道の駅  

32 有珠山ロープウェイ・昭和新山クマ牧場 観光施設  

33 洞爺湖ビジターセンター/火山科学館 ジオパーク  

34 とうや湖 道の駅  

35 真狩フラワーセンター 道の駅  



 

別添

36 230 ルスツ 道の駅  

37 そうべつ情報館 i(アイ) 道の駅  

38 だて歴史の杜 道の駅  

39 道央自動車道 有珠山 SA ＳＡ・ＰＡ  

40 みたら室蘭 道の駅  

41 道央自動車道 富浦ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

42 登別マリンパークニクス 観光施設  

43 知里幸恵 銀のしずく記念館 観光施設  

44 登別 地獄谷 観光施設  

45 道央自動車道 萩野ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

46 仙台藩白老元陣屋資料館 観光施設  

47 フォーレスト 276 大滝 道の駅  

48 苫小牧アルテン ゆのみの湯 観光施設  

49 道央自動車道 樽前 SA ＳＡ・ＰＡ  

50 ウトナイ湖 道の駅  

51 イコロの森 観光施設  

52 道央自動車道 美沢ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

53 新千歳空港 観光施設  

54 サーモンパーク千歳 道の駅  

55 道東自動車道 キウスＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

56 マオイの丘公園 道の駅  

57 道東自動車道 由仁 PA ＳＡ・ＰＡ  

58 夕張メロード 道の駅  

59 樹海ロード日高 道の駅  

60 花ロードえにわ 道の駅  

61 道央自動車道 輪厚 PA ＳＡ・ＰＡ  

62 らんこし・ふるさとの丘 道の駅  

63 ニセコビュープラザ 道の駅  

64 名水の郷きょうごく 道の駅  

65 望羊中山 道の駅  

66 よってけ！ 島牧 道の駅  

67 みなとま～れ寿都 道の駅  

68 シェルプラザ・港 道の駅  

69 いわない 道の駅  

70 オスコイ！かもえない 道の駅  

71 神威岬 観光施設  

72 岬の湯しゃこたん 観光施設  

73 島武意海岸 観光施設  

74 黄金岬 観光施設  

75 水中展望船（グラスボート） 観光施設  



 

別添

76 スペース・アップルよいち 道の駅  

77 あかいがわ 道の駅  

78 札樽自動車道 金山 PA ＳＡ・ＰＡ  

79 白い恋人パーク 観光施設  

80 円山動物園 観光施設  

81 北海道庁赤れんが庁舎 観光施設  

82 さっぽろ羊ケ丘展望台 観光施設  

83 あいろーど厚田 道の駅  

84 道央自動車道 野幌 PA ＳＡ・ＰＡ  

85 北欧の風とうべつ 道の駅  

86 しんしのつ 道の駅  

87 いわみざわ公園バラ園 観光施設  

88 大地のテラス 観光施設  

89 スパ・イン メープルロッジ 観光施設  

90 道央自動車道 岩見沢 SA ＳＡ・ＰＡ  

91 三笠 道の駅  

92 三笠ジオパーク ジオパーク  

93 道央自動車道 茶志内ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

94 ハウスヤルビ奈井江 道の駅  

95 つるぬま 道の駅  

96 うたしないチロルの湯 道の駅  

97 かもい岳温泉 観光施設  

98 スタープラザ芦別 道の駅  

99 道央自動車道 砂川 SA ＳＡ・ＰＡ  

100 たきかわ 道の駅  

101 田園の里うりゅう 道の駅  

102 ライスランドふかがわ 道の駅  

103 鐘のなるまち・ちっぷべつ 道の駅  

104 サンフラワー北竜 道の駅  

105 むかわ四季の館 道の駅  

106 サラブレッドロード新冠 道の駅  

107 八木菓子舗 観光施設  

108 みついし 道の駅  

109 アポイ山荘 ジオパーク  

110 襟裳岬「風の館」 観光施設  

111 新十津川町開拓記念館 観光施設 第二弾スポット 

112 市立小樽文学館 観光施設 第二弾スポット 

113 野外博物館北海道開拓の村 観光施設 第二弾スポット 

114 幸福の黄色いハンカチ思い出ひろば 観光施設 第二弾スポット 

115 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 観光施設 第二弾スポット 



 

別添

116 北海道博物館 観光施設 第二弾スポット 

117 リトルロックヒルズ 観光施設 第二弾スポット 

118 月形樺戸博物館 観光施設 第二弾スポット 

119 むかわ町穂別博物館 観光施設 第二弾スポット 

120 夕張市石炭博物館 観光施設 第二弾スポット 

 

■道北エリア（４６カ所） 

121 道東自動車道 占冠 PA ＳＡ・ＰＡ  

122 自然体験しむかっぷ 道の駅  

123 星野リゾートトマム 観光施設  

124 南ふらの 道の駅  

125 風のガーデン 観光施設  

126 四季彩の丘 観光施設  

127 びえい「丘のくら」 道の駅  

128 旭川空港 観光施設  

129 ひがしかわ「道草館」 道の駅  

130 道央自動車道 音江ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

131 あさひかわ 道の駅  

132 旭山動物園 観光施設  

133 とうま 道の駅  

134 層雲峡黒岳の湯 観光施設  

135 道央自動車道 比布大雪 PA ＳＡ・ＰＡ  

136 絵本の里けんぶち 道の駅  

137 森と湖の里ほろかない 道の駅  

138 もち米の里☆なよろ 道の駅  

139 なよろ温泉サンピラー 観光施設  

140 びふか 道の駅  

141 おといねっぷ 道の駅  

142 ピンネシリ 道の駅  

143 なかがわ 道の駅  

144 おびら鰊番屋 道の駅  

145 風 W とままえ 道の駅  

146 ほっと はぼろ 道の駅  

147 ☆ロマン街道しょさんべつ 道の駅  

148 富士見 道の駅  

149 てしお 道の駅  

150 ノシャップ岬・ノシャップ寒流水族館 観光施設  

151 稚内港北防波堤ドーム 観光施設  

152 北の桜守パーク 観光施設  

153 わっかない 道の駅  



 

別添

154 宗谷丘陵展望休憩施設 観光施設  

155 宗谷岬 観光施設  

156 さるふつ公園 道の駅  

157 マリーンアイランド岡島 道の駅  

158 砂澤ビッキ記念館 観光施設 第二弾スポット 

159 深山峠アートパーク 観光施設 第二弾スポット 

160 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館 観光施設 第二弾スポット 

161 三浦綾子記念文学館 観光施設 第二弾スポット 

162 旧増毛駅 観光施設 第二弾スポット 

163 川村カ子トアイヌ記念館 観光施設 第二弾スポット 

164 びえい「白金ビルケ」 道の駅 第二弾スポット 

165 青い池 観光施設 第二弾スポット 

166 ファーム富田 観光施設 第二弾スポット 

 

■オホーツクエリア（２６カ所） 

167 おうむ 道の駅  

168 おこっぺ 道の駅  

169 にしおこっぺ花夢 道の駅  

170 オホーツク紋別 道の駅  

171 香りの里たきのうえ 道の駅  

172 かみゆうべつ温泉 チューリップの湯 道の駅  

173 愛ランド湧別 道の駅  

174 サロマ湖 道の駅  

175 まるせっぷ 道の駅  

176 白滝ジオパーク ジオパーク  

177 しらたき 道の駅  

178 おんねゆ温泉 道の駅  

179 博物館 網走監獄 観光施設  

180 流氷街道網走 道の駅  

181 メルヘンの丘めまんべつ 道の駅  

182 ノンキ―ランドひがしもこと 道の駅  

183 あいおい 道の駅  

184 ぐるっとパノラマ美幌峠 道の駅  

185 パパスランドさっつる 道の駅  

186 はなやか(葉菜野花)小清水 道の駅  

187 しゃり 道の駅  

188 オシンコシンの滝 観光施設  

189 うとろ・シリエトク 道の駅  

190 丸瀬布昆虫生態館 観光施設 第二弾スポット 

191 ピアソン記念館 観光施設 第二弾スポット 



 

別添

192 紋別セントラルホテル 観光施設 第二弾スポット 

 

■十勝エリア（３７カ所） 

193 サホロリゾート ベアマウンテン 観光施設  

194 新得そばの館 観光施設  

195 十勝千年の森 観光施設  

196 道東自動車道 十勝平原 SA ＳＡ・ＰＡ  

197 ゆめ広場 呼路歩来 観光施設  

198 国民宿舎 新嵐山荘 観光施設  

199 紫竹ガーデン 観光施設  

200 とかち鹿追ジオパーク ジオパーク  

201 うりまく 道の駅  

202 しかおい 道の駅  

203 帯広競馬場（ばんえい十勝） 観光施設  

204 十勝ガーデンズホテル 観光施設  

205 十勝ヒルズ 観光施設  

206 おびひろ動物園 観光施設  

207 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル 観光施設  

208 おとふけ 道の駅  

209 ガーデンスパ十勝川温泉 観光施設  

210 十勝エコロジーパーク 観光施設  

211 道東自動車道 長流枝ＰＡ ＳＡ・ＰＡ  

212 コスモール大樹 道の駅  

213 忠類・虫類ナウマン象記念館 道の駅・観光施設  

214 さらべつカントリーパーク 観光施設  

215 さらべつ 道の駅  

216 六花の森 観光施設  

217 なかさつない 道の駅  

218 とかち帯広空港 観光施設  

219 池田ワイン城 観光施設  

220 ピア 21 しほろ 道の駅  

221 しほろ温泉 道の駅  

222 ステラ★ほんべつ 道の駅  

223 あしょろ銀河ホール 21 道の駅  

224 足寄湖 道の駅  

225 オーロラタウン 93 りくべつ 道の駅  

226 うらほろ 道の駅  

227 しらぬか恋問 道の駅  

228 帯広百年記念館 観光施設 第二弾スポット 

229 帯廣神社 観光施設 第二弾スポット 



 

別添

■釧路・根室エリア（２１カ所） 

230 釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 観光施設  

231 阿寒丹頂の里 道の駅  

232 阿寒観光汽船 観光施設  

233 たんちょう釧路空港 観光施設  

234 釧路市動物園 観光施設  

235 鶴居たんちょうプラザつるぼーの家 観光施設  

236 多和平 観光施設  

237 摩周温泉 道の駅  

238 摩周湖レストハウス 観光施設  

239 硫黄山レストハウス 観光施設  

240 砂湯レストハウス 観光施設  

241 開陽台展望台 観光施設  

242 厚岸グルメパーク 道の駅  

243 スワン 44 ねむろ 道の駅  

244 おだいとう 道の駅  

245 知床・らうす 道の駅  

246 北海道立北方四島交流センター 観光施設 第二弾スポット 

247 野付半島ネイチャーセンター 観光施設 第二弾スポット 

248 霧多布温泉ゆうゆ 観光施設 第二弾スポット 

249 阿寒湖アイヌシアターイコロ 観光施設 第二弾スポット 

250 四島のかけ橋 観光施設 第二弾スポット 

 


