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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
3/20㊌〜4/5㊎

茨城県古河市

3/1㊎〜4/3㊌

山形県鶴岡市

古河桃まつり

鶴岡雛物語

桃の花が咲き誇る情景は、まさに桃源郷のよう。

城下町･鶴岡に代々受け継がれた享保雛･有職雛･古

会場では物産品の即売会や野 点などが催される

今雛･芥子雛などを展示。雅やかな空間を堪能しよう

東北道館林IC、久喜IC
1 0280･23･1266
（古河市観光協会）
g古河公方公園
（古河総合公園）

山形道鶴岡 IC
1 0235･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

3/21㊗

福島県会津若松市

会津彼岸獅子
華やかないでたちの獅子が 3 体 1 組で舞う。 豊作
と家内安全を祈り、春の訪れを喜び合う伝統行事

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
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㊐

福島県喜多方市

会津山都寒晒しそばまつり
極寒の清流に浸したあと寒風にさらして自然乾燥
させた、珍しい技法の「寒晒しそば」が味わえる

埼玉県越生町

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
う。㊏㊐㊗はミニSLの運行など催し物も行われる
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

開催中〜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
常磐道水戸IC
1 029 ･244 ･5454
（偕楽園公園センター）
g偕楽園

神奈川県横浜市

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

約14万本のチューリップが咲く。 4/12㊎〜 14㊐に
は花と緑の作品展示や園芸用品などの販売も
首都高速神奈川1号横羽線横浜公園出入口
1 045 ･228 ･9430
（横浜市緑の協会管理課）
g山下公園、横浜公園、
日本大通り
北海道札幌市

定山渓温泉渓流鯉のぼり
春 紅 葉と桜の季節、大小約400匹の色とりどりの
鯉のぼりが豊平川上空を元気に泳ぐさまは圧巻だ

千葉県富津市

マザー牧場イルミネーション
光の花園

よこはま花と緑のスプリングフェア

4/13㊏〜5/6㊗

開催中〜3/21㊗

開催中〜3/31㊐までの㊏㊐㊗

磐越道会津若松 IC
10242･23･4141
（会津まつり協会）
g鶴ヶ城、
阿弥陀寺ほか市内各所

4/12㊎〜5/6㊗

2/20㊌ 4/19㊎

磐越道会津坂下 IC
10241･38･2254
（きたかた商工会山都地区センター）
g山都体育館
7食彩コース￥2 ,500
（前売りのみ）
、味わいコース
￥1,300
（前売り）
、￥1,500
（当日）
ほか

3/16㊏･17㊐

栃木県宇都宮市

2/23㊏

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

うつのみや大道芸フェスティバル
バルーンにジャグリングなど、さまざまなパフォーマ
ン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
1 028 ･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

3月下旬〜4月上旬

千葉県茂原市

茂原桜まつり
「日本さくら名所100選」
にも選ばれた公園。約2,850
本の桜と朱色の弁天堂が織り成す風景は圧巻

道央道北広島IC
1011･598･2012
（定山渓観光協会）
g定山渓温泉街ほか

4月中旬〜5月上旬

長野道安曇野IC
10261･22･3038
（大町温泉郷観光協会）
g大町温泉郷

2/23㊏･24㊐

岩手県盛岡市

新潟県小千谷市

盛岡さくらまつり

おぢや風船一揆

盛岡名物醤油団子やお茶餅を頬張りながら桜見

日本最大級の熱気球競技大会や、試乗体験。夜

物を。ぼんぼりも設置され、夜桜も見事だ
東北道盛岡 IC
1019 ･604 ･3305
（盛岡観光コンベンション協会 観
光文化情報プラザ）
g盛岡城跡公園、高松公園

にはライトアップされたバルーンと花火がコラボ！
圏央道茂原長南IC･茂原北IC
1 0475 ･36 ･7595
（茂原市観光協会〈茂原市役所
商工観光課内〉
）
g茂原公園

関越道小千谷 IC
1 0258 ･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
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