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➡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
2/17㊐〜20㊌

青森県八戸市

八戸えんぶり

2/8㊎〜10㊐

秋田県男鹿市

なまはげ柴灯まつり

八戸地方に春を呼ぶ郷土芸能。種まきや田植えな

神事「柴 灯 祭 」
と民俗行事「なまはげ」
を組み合わ

どの動作を表現した舞で豊年祈願をする

せた冬の観光行事。なまはげの乱舞は迫力満点

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ほか

2/20㊌〜3/10㊐

埼玉県鴻巣市

秋田道昭和男鹿半島 IC
10185 ･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

鴻巣びっくりひな祭り2019

2/9㊏･10㊐

日本一高いピラミッドひな壇の展示など、市内各所

上杉雪灯篭まつり

でひな人形が飾り付けられ、華やかな光景が広がる
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

2/23㊏･24㊐

新潟県小千谷市

多数の「雪灯篭」
と雪ぼんぼりの光が幻想的な雰
囲気をつくる。テント村にはおいしいもの勢ぞろい！

はライトアップされたバルーンと花火がコラボ！

開催中〜2/ 24㊐の㊏㊐㊗

千葉県富津市

マザー牧場イルミネーション
光の花園
場内全体が80万球の暖かみのある光であふれる。
「光の花畑」
からは東京湾の夜景も一望！

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

2/15㊎〜17㊐

おぢや風船一揆
日本最大級の熱気球競技大会に試乗体験。夜に

山形県米沢市

1/ 20㊐ 3/19 ㊋

新潟県十日町市

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
上の
「おまつりひろば」
では温かいもてなしも味わえる
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

2/16㊏〜3/21㊗

埼玉県越生町

館山道君津 IC･君津 PAスマートIC
10439･37･3211 gマザー牧場

1/25㊎〜2/11㊗

宮城県川崎町

かまくらまつり

越生梅林梅まつり
樹齢650年の古木など1,000本余りの梅が咲きそろ

3.6mの大きなかまくらの中に入ったり、雪の滑り台

う。㊏㊐㊗はミニSLの運行など催し物も行われる

でそりやチューブで滑ったりして遊ぼう！
山形道宮城川崎IC 10224 ･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

2/2㊏･9㊏･16㊏･23㊏

長野県大町市

大町温泉郷夢花火と音の祭典
冬の夜空に打ち上がる花火と和太鼓演奏のコラボ
が圧巻。会場内にはメッセージキャンドルも並ぶ
関越道小千谷IC 10258･83･3512
（おぢや風船
一揆実行委員会事務局） g西中会場、
平沢会場
※積雪状況により会場変更の場合あり

3/1㊎〜4/3㊌

山形県鶴岡市

鶴岡雛物語
城下町･鶴岡に代々受け継がれた享保雛･有職雛･古
今雛･芥子雛などを展示。雅やかな空間を堪能しよう
山形道鶴岡IC
10235･25･2111
（鶴岡市観光連盟）
g荘内神社宝物殿、
致道博物館、
旧風間家住宅丙
申堂ほか

3/1㊎〜4/3㊌

長野県須坂市

信州須坂「わくわく」おひなめぐり
市内約80の店舗･施設にひな人形が飾られる。ス

関越道鶴ケ島IC･坂戸西スマートIC、圏央道圏央
鶴ケ島IC 1 049 ･292 ･1451
（越生町観光協会）
g越生梅林

2/16㊏〜3/31㊐

茨城県水戸市

水戸の梅まつり
日本三名園の一つ･偕楽園での梅まつり。約100品
種･3,000本の梅がひと足早い春の訪れを知らせる

タンプラリーをしながら蔵の町散策はいかが？
上信越道須坂長野東IC
1026 ･248 ･6867
（信州須坂の町の雛祭り実行委
員会事務局
〈蔵のまち観光交流センター内〉
）
g蔵のまち観光交流センター周辺 市内参加店舗･
施設約80か所

3/16㊏･17㊐

長野道安曇野IC 1 0261･22･3038
（大町温泉郷
観光協会） g大町温泉郷

栃木県宇都宮市

2/7㊍〜9㊏

うつのみや大道芸フェスティバル

もりおか雪あかり2019

バルーンにジャグリングなど、さまざまなパフォーマン

雪あかり
（スノーキャンドル）
の暖かい明かりと雪が織

スで宇都宮の街が盛り上がるイベント
東北道鹿沼IC･宇都宮IC
1028･634･1722
（オリオンスクエア管理事務所内）
g宇都宮市オリオン市民広場、東武宇都宮百貨店
6階屋上憩いの広場、オリオン通り内各所ほか全7会
場予定

岩手県盛岡市

り成す幻想的な光景が魅力。雪像も見られる
常磐道水戸IC
1 029 ･244 ･5454
（偕楽園公園センター）
g偕楽園

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
史文化館前広場ほか
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