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問い合わせ先電話番号案内

おかけ間違いのないようご注意ください

➡東日本･北日本地域の高速道路に関する問い合わせ

NEXCO（ネクスコ）東日本
NEXCO東日本お客さまセンター 3 0570･024･024
または 3
（03）
5338･7524
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➡東名高速･中央道に関する問い合わせ

NEXCO（ネクスコ）中日本
NEXCO中日本お客さまセンター 2 0120･922･229
上記電話をご利用できない場合は 3
（052）
223･0333

➡首都高速道路に関する問い合わせ

首都高お客様センター 3
（03）
6667･5855（24時間・年中無休）

➡周辺高速道路の道路交通情報（ハイウェイテレホン）
携帯電話から ＃8162
（はーい、無事帰る）

➡一般道路を含む道路交通情報
JARTIC （公財）日本道路交通情報センター

全国共通ダイヤル 3050･3369･6666
（携帯電話からは ＃8011）

➡高速道路等で
「故障車」
や「落下物」、
「道路の破損」
などを見つけたら

道路緊急ダイヤル ＃9910
（通話料無料）
高速道路の料金に関しては、
携帯電話の対応機種から、左のQRコードを読み取り、
「ドラぷら」
モバイルへアクセスしてください。

http://m.driveplaza.com/

2か月間保存版
19年2 /9 ㊏･10 ㊐

山形県米沢市

上杉雪灯篭まつり

19年1/13㊐

山形県高畠町

大日如来わらじみこしまつり

多数の「雪灯篭」
と雪ぼんぼりの光が幻想的な雰

長さ4m ･重さ600㎏超の大わらじのみこしを裸の若

囲気をつくる。テント村にはおいしいもの勢ぞろい！

者が担いで町内を練り歩き、健康を祈願する

東北中央道米沢八幡原IC
10238･22･9607
（米沢四季のまつり委員会）
g上杉神社、松が岬公園一帯

東北中央道南陽高畠IC・米沢北IC 、東北道白石
IC 10238･57･3844（高畠町観光協会）

19年2/ 15㊎〜17㊐

新潟県十日町市

g高畠町中心商店街

19年1/25㊎〜2/11㊗

宮城県川崎町

かまくらまつり

十日町雪まつり
約70基の雪のアートが市内各所に点在。 20か所以

かまくらや雪の滑り台、
「雪やま遊び」
のほか、家族で

上の
「おまつりひろば」
では温かいもてなしも楽しめる

楽しめるイベントが盛りだくさん！

12/20㊍ 19年2/19㊋
開催中〜19年4/ 30㊋
（予定）

北海道美瑛町

青い池ライトアップ
さまざまな照明パターンで、冬ならではの風景を見せ
る。数分間で一つのストーリーを表現する構成
道央道旭川鷹栖 IC
1 0166･92･4321
（美瑛町役場経済文化振興課）
g白金青い池

開催中〜19 年1/ 31㊍

新潟県新潟市

NIIGATA 光のページェント
約200本の木が、26万個ものイルミネーションで鮮
やかに光り輝く。新潟市の冬の風物詩だ
関越道六日町IC
1025･757･3100
（十日町雪まつり実行委員会）
g城ケ丘ピュアランド特設会場ほか十日町市一帯

19年2/17㊐〜20㊌

青森県八戸市

山形道宮城川崎IC
1 0224･84･5991
（みちのく公園管理センター）
g国営みちのく杜の湖畔公園

19年1/ 26㊏･27㊐

長野県松本市

国宝松本城氷彫フェスティバル2019

八戸えんぶり
八戸地方に春を呼ぶ郷土芸能。種まきや田植えな

美しい氷のアート作品を国宝松本城と一緒に眺めよ

どの動作を表現した舞で豊年祈願をする

う。そのほか、楽しい催しがめじろ押し

北陸道新潟西 IC
1 025･282･7108
（NIIGATA 光のページェント実行委
員会） g新潟駅南口けやき通り

開催中〜19年2 / 3㊐

千葉県鋸南町

水仙まつり
鋸南町の特産物とし
て 知られる
「日本 水
仙 」。 期間中は、鋸
南町のいたる所でスイ
センの芳香が漂う
富津館山道鋸南保田IC 1 0470･55･1683
（鋸南
町観光協会） g江月水仙ロード、
をくづれ水仙郷

12/22㊏、19年1/12㊏、19 ㊏、
26㊏、2/2㊏、9 ㊏（予定）

千葉県木更津市

木更津恋物語 冬花火
画像提供：八戸観光コンベンション協会

八戸道八戸IC
10178･41･1661
（八戸観光コンベンション協会）
g八戸市中心街、八戸市庁前市民広場等

19 年2 /20 ㊌〜3/10 ㊐

埼玉県鴻巣市

鴻巣びっくりひな祭り2019
日本一高いピラミッドひな壇の展示など、市内各所
でひな人形が飾り付けられ、華やかな光景が広がる

長野道松本IC
10263･34･3000
（松本市観光温泉課）
g松本城公園

19年2/ 7㊍〜 9 ㊏

岩手県盛岡市

もりおか雪あかり2019

恋人の聖地･中の島大橋で開催される。幻想的でロ
マンチックな冬花火が、木更津港を明るく彩る
館山道木更津南IC 1 0438･23･8118
（木更津市
観光振興課）
、㊏㊐㊗ 0438･22･7711
（木更津市観光
案内所） g木更津港内港周辺

12/23㊗

雪あかり
（スノーキャンドル）
の暖かい明かりと雪が織り成
す幻想的な光景が魅力。雪像も見られる

岩手県宮古市

元祖宮古鮭まつり
陸中海岸の冬の風物詩。河川でのサケのつかみ捕
りや鮭汁お振る舞い、地元芸能団体のステージなど
東北道盛岡南 IC 10193 ･62 ･3534
（宮古鮭実
行委員会） g津軽石川河川敷

19年1/12㊏

茨城県取手市

とりで利根川たこあげ大会
自作のたこを揚げる
「自作凧コンクール」
を開催。先
東北道盛岡IC･盛岡南IC 1019 ･621 ･8800
（もり
おか雪あかり実行委員会
〈盛岡観光コンベンション
協会内〉
） g盛岡城跡公園芝生広場、
もりおか歴
史文化館前ほか

19年2 /8㊎〜10㊐

「凧づくり教室」
も
着100人が参加できる

秋田県男鹿市

なまはげ柴灯まつり
神事「柴 灯 祭 」
と民俗行事「なまはげ」
を組み合わ
せた冬の観光行事。なまはげの乱舞は迫力満点
東北道羽生IC･加須 IC
1048･540･3333
（鴻巣市観光協会）
gエルミこうのすショッピングモールほか

秋田道昭和男鹿半島IC 1 0185･24 ･9220
（なま
はげ柴灯まつり実行委員会〈男鹿市観光課〉
）
g真山神社 7入場の際に協賛金 ¥ 1,000 / 1人、
高校生以下入場無料

常磐道柏IC･谷和原IC 10297･74･0217
（取手市
観光協会） g取手緑地運動公園
（利根川河川敷）
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