
 

 

【スタンプスポットについて】 

   

38箇所
テーマ

黄金崎不老ふ死温泉 青荷温泉 馬門温泉 十和田湖畔温泉 津軽南田温泉

薬研・奥薬研温泉郷 浅虫温泉郷 下風呂温泉郷 蔦温泉 東北温泉

三内丸山遺跡 太宰治記念館　斜陽館 弘前公園

岩木山神社 十和田神社 高山稲荷神社 昭和大仏 寺下観音

願掛岩

ｸﾞﾙﾒ 原田製麺焼きそば店/焼きそば いちのへ菓子舗/ｼｭｰｸﾘｰﾑ 栄作堂本店/洋菓子 熊八珍/ジャンボラ－メン ごっつりﾗｰﾒﾝ/まろやか塩ﾗｰﾒﾝ

青森県観光物産館アスパム 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 龍飛崎 鶴の舞橋 大間崎

ＳＡ・ＰＡ 東北道　高舘PA 東北道　津軽SA 八戸道　福地PA

41箇所
テーマ

松川温泉 花巻温泉郷 鶯宿温泉郷 網張温泉 湯田温泉峡

一関温泉郷 新安比温泉 つなぎ温泉 金田一温泉郷 大船渡温泉

もりおか歴史文化館 小岩井農場 伝承園 金ケ崎要害歴史館 歴史公園えさし藤原の郷

平泉文化遺産センター 釜石市立鉄の歴史館 橋野鉄鉱山 九戸城跡 御所野縄文公園

マルカンビル大食堂 福田パン本店／ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ 福田パン矢巾店/ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ ひっつみ亭 蔵元レストラン　世嬉の一

ポラーノ

もりおか啄木・賢治青春館 石神の丘美術館 紫波フルーツパーク 宮沢賢治記念館 猊鼻渓

奇跡の一本松 サン・フィッシュ釜石 浄土ヶ浜 龍泉洞 久慈地下水族科学館もぐらんぴあ

ＳＡ・ＰＡ 東北道　前沢SA 東北道　紫波SA 東北道　岩手山SA 秋田道　錦秋湖SA 八戸道　折爪SA

38箇所
テーマ

秋保温泉（岩沼屋） 秋保温泉（篝火の湯　緑水亭） 作並温泉（鷹泉閣　岩松旅館） 遠刈田温泉（旅館三治郎） 遠刈田温泉（心づくしの湯源兵衛）

鎌先温泉（時音の宿　湯主・一條） 小原温泉（旅館かつらや） 鳴子温泉（鳴子観光ホテル） 鳴子温泉（鳴子ホテル） 南三陸温泉（南三陸ホテル観洋）

仙台城址 瑞鳳殿 観瀾亭 白石城 旧有備館・庭園

吉岡宿本陣案内所 竹駒神社 道の駅村田

富谷宿

田園山元店 麺舗　かのまたや お魚いちば　おかせい女川本店

ずんだもち　　もちべえ

南三陸さんさん商店街 地元市場ハマテラス 嵯峨渓谷遊覧 巨釜・半造 うなぎの東海亭

Berry Very Labo（ﾍﾞﾘｰﾍﾞﾘｰﾗﾎﾞ） ゆりあげ港朝市　メイプル館 とんとんの丘もちぶた館 仙台うみの杜水族館 くりはら直売館よさこい

ＳＡ・ＰＡ 東北道　菅生PA 東北道　長者原SA 山形道　古関PA

39箇所
テーマ

ホテルゆとりあ藤里 八森いさりび温泉　ハタハタ館 奥の湯　森吉山荘 大潟ﾓｰﾙ温泉　ﾎﾞﾙﾀﾞｰ潟の湯 秋田県健康増進交流ｾﾝﾀｰﾕﾌｫｰﾚ

フォレスタ鳥海 田沢湖展望露天風呂ｱﾙﾊﾟこまくさ かみおか温泉・嶽の湯 ｽﾊﾟ＆ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ秋の宮山荘 須川温泉　栗駒山荘

康楽館 大館曲げわっぱ体験工房 能代市旧料亭金勇 じゅんさいの館 なまはげ館

秋田市立赤れんが郷土館 角館樺細工伝承館 秋田ふるさと村 増田の町並み案内所「ほたる」 西馬音内盆踊り会館

吉兵衛（よしべえ）／かつ丼

道の駅「かづの」あんとらあ 道の駅「ふたつい」 男鹿水族館ＧＡＯ

道の駅「にしめ」

道の駅「協和」 道の駅「おがち」小町の郷

ＳＡ・ＰＡ 東北道　花輪SA 秋田道　西仙北SA 秋田道　太平山PA 秋田道　八郎湖SA

ｸﾞﾙﾒ

ｸﾞﾙﾒ

歴史・
史跡

道の駅「たかのす」(大太鼓の館/物産館）

道の駅「あきた港」ポートタワーセリオン道の駅「てんのう」天王グリーンランドその他

小松屋本店／幼虫チョコ、成虫チョコ、ハチの巣ケーキそば処・甘味処　かづの庵／そば

男鹿海鮮料理三代目ほたる／ほたる定食お食事処 かぁちゃん／とりからあげ定食

秋田県内スタンプスポット
スポット名称

温泉

その他

蔵王のたまごぷりん　森の芽ぶき たまご舎 蔵王本店
ｸﾞﾙﾒ

歴史・
史跡

宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）

にかほ市観光拠点センター「にかほっと」

青森県内スタンプスポット

岩手県内スタンプスポット
スポット名称

温泉

八戸市埋蔵文化財センター　是川縄文館
歴史・
史跡

温泉

その他

歴史・
史跡

その他

スポット名称

宮城県内スタンプスポット
スポット名称

温泉

 
 

 

 

 

別紙１ 



 

 

39箇所
テーマ

蔵王温泉 天童温泉 銀山温泉 瀬見温泉 肘折温泉

白布温泉 小野川温泉 五色温泉 湯田川温泉 あつみ温泉

山寺　宝珠山立石寺 建勲神社 日本一の大ケヤキ 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）

新庄ふるさと歴史センター 亀岡文殊 上杉博物館 松ヶ岡開墾記念館 本間美術館

ｸﾞﾙﾒ 栄屋本店／冷しラーメン 手打　水車生そば／鳥中華 福家そばや／海老ﾜﾝﾀﾝﾒﾝ 穂波街道　緑のｲｽｷｱ/ﾅﾎﾟﾘﾋﾟｯﾂｧ ｶﾌｪeｼﾞｪﾗｰﾄ ﾓｱﾚ／ｼﾞｪﾗｰﾄ

霞城公園 上山城 猿羽根山地蔵堂

新庄最上漫画ミュージアム 長井ダム・ながい百秋湖 さかた海鮮市場

道の駅「鳥海」（ふらっと）

ＳＡ・ＰＡ 山形道　山形蔵王PA 山形道　寒河江SA 山形道　櫛引PA

42箇所
テーマ

高湯温泉共同浴場「あったか湯」 湯遊ランドはなわ 早戸温泉つるの湯 古町温泉赤岩荘 かわうちの湯

梁川八幡神社 高柴デコ屋敷 国指定史跡　白河小峰城跡 さざえ堂 国指定史跡　慧日寺跡

福満虚空藏菩薩圓藏寺 大内宿 南相馬市博物館 国宝　白水阿弥陀堂

餃子の店 川鳥／円盤焼き餃子・水餃子

御食事処たこ八／ホッキ三昧 軽食喫茶 ﾌﾟﾘﾃｨ/ﾊﾝｽﾊﾟﾗﾝﾁ

道の駅　川俣 道の駅　たじま 道の駅　安達（上り線） 道の駅　安達（下り線） 道の駅　喜多の郷

道の駅　裏磐梯 道の駅　そうま 道の駅　にしあいづ 道の駅　たまかわ 道の駅　羽鳥湖高原

道の駅　ひらた 道の駅　ふるどの 道の駅　奥会津かねやま 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

道の駅　猪苗代 道の駅　国見あつかしの郷

ＳＡ・ＰＡ 東北道　安達太良SA 常磐道　四倉PA 常磐道　南相馬鹿島SA 磐越道　阿武隈高原SA 磐越道　磐梯山SA

ＴＯ-ＦＵ　Ｃａｆｅ　おおはたや／コロッケランチ、三春三角油揚 白土屋菓子店／超ジャンボシュークリーム
ｸﾞﾙﾒ

福島県内スタンプスポット
スポット名称

温泉

歴史・
史跡

いわき湯本温泉　さはこの湯　公衆浴場

その他

その他

道の駅「尾花沢」（花笠の里「ねまる」）

出羽三山神社（羽黒山三神合祭殿）

山形県内スタンプスポット
スポット名称

温泉

歴史・
史跡

道の駅「たかはた」（まほろばステーション）

道の駅「白鷹ヤナ公園」（最上川あゆとぴあ）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


