P3

5
P3

フードコート「Rally」にて
ソフトクリーム各種を￥50引き

よって異なります。 利用可能人数や有効期
限などの注意事項を必ずご確認ください。

CONTENTS

P17 .
35

関越道 高坂SA㊦
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関越道 高坂SA㊤
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レストランにて
クワトロフォルマッジを￥50引き

使用。コピーや他券・サービスとの併用は不

可。利用可能時間は各店舗の営業時間に
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関越道 赤城高原SA㊤

レストランにてお食事のお客さまに
コーヒーを1杯サービス
P3

【利用上の注意】本クーポン券は切り取って

関越道 越後川口SA㊦

「キーズカフェ」にて各コーヒーレギュラーを
無料でラージにサイズアップ

2019 April

東日本

［かんえつどう］

特集
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関越道

日帰りドライブコース

群馬県･伊香保温泉

石段街をそぞろ歩き
伊香保温泉ドライブ旅行

季節のおすすめスポット

春爛漫！ まさに絶景 桜の名所
路線特集

12

SA･PAマストバイおみやげ

COVER FACE
ドラマ
「賭ケグルイ season2」主演

浜辺美波

撮影＝諸井純二
（Rooster）／取材･文＝大西淳子／ヘアメイク＝鎌田順子
スタイリスト＝瀬川結美子／編集協力＝千葉由知
（ribelo visualworks）
衣装協力＝SUPER HAKKA

STAFF

雑貨 編

14 人気おみやげさみっと 群馬･埼玉･新潟

16 必食！SA・PAごはん No.1メニューはこれだ！
18 SA・PA売れ筋ランキング 関越道･上里SA㊤
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広告に関する問い合わせは、KADOKAWA 303･3238･8421（広告）
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2か月間保存版 イベントカレンダー
読者人気ランキング結果発表 「2月9日は肉の日&今冬のおすすめみやげ 編」
ハイウェイを支える人々「YASMOCCA（ヤスモッカ）」
Present & Information

エリアMAP
21 関東エリアマップ

23 東北エリアマップ
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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

27 北陸･上信越･関越エリアマップ

SA・PA MAP
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問い合わせ先電話番号案内

東北自動車道①･東京外環自動車道
東北自動車道②
東北自動車道③･八戸自動車道
秋田自動車道･山形自動車道･磐越自動車道
常磐自動車道
関越自動車道
上信越自動車道･長野自動車道
北陸自動車道･日本海東北自動車道
東関東自動車道･京葉道路･館山自動車道･千葉東金道路･東京湾アクアライン
北関東自動車道･圏央道･第三京浜道路･横浜新道･横浜横須賀道路
施設＆サービス SA･PA 逆引きNAVI

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

➡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 3 050･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/

本誌の無断複製
（コピー、スキャン、デジタル化等）
並びに無断複製物の譲渡及び配信は、著作権法上での例外を除き禁じられています。
また、本誌を代行業者などの第三者に依頼して複製する行為は、たとえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。本誌の価格表示はすべて税込み表記となります。本誌掲載記事は、2019年2月25日時点のものです。
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■コピー

関越道 高坂SA㊦

■会計時に提出 ■クーポン1枚につき1人のみ有効
不可 ■他のサービス券、クーポンとの併用不可
2019年4月25日㊍まで有効

4/21㊐

新潟県燕市

つばめ桜まつり 分水おいらん道中

■コピー

関越道 越後川口SA㊦

■注文時に提出 ■クーポン1枚につき1人のみ有効
不可 ■他のサービス券、クーポンとの併用不可
2019年4月30日㊋まで有効
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■会計時に提出 ■クーポン1枚につき1人のみ有効
不可 ■他のサービス券、クーポンとの併用不可
2019年4月30日㊋まで有効
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関越道 赤城高原SA㊤

関越道 高坂SA㊤

■会計時に提出 ■クーポン1枚につき1人のみ有効
不可 ■他のサービス券、クーポンとの併用不可
2019年4月30日㊋まで有効

3/31㊐

茨城県日立市

常陸ノ国グルメフェス

大河津分水桜並木を舞台に、3人のおいらん役が

茨城県内各地から、味自慢のご当地グルメが大集

総勢約 60 人の付き人を従えて華やかに練り歩く

結！ 来場者の投票でグランプリを決定する

北陸道中之島見附IC 1 0256･64･7630
（燕市観
光協会） g地蔵堂本町通り、
大河津分水桜並木

常磐道日立中央IC
1 0294･22･0128
（日立商工会議所青年部）
g日立シビックセンター新都市広場

4/27㊏〜5/6㊗

栃木県益子町

益子春の陶器市
約 500のテントが立ち並び、益子焼のカップや皿
などの日用品から美術品まで販売される

■コピー

4/12㊎〜5/6㊗

■コピー

2か月間保存版

神奈川県横浜市

3/20㊌ 5/19㊐

よこはま花と緑のスプリングフェア
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

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
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

北関東道真岡IC 10285･70･1120
（益子陶器市
実行委員会〈益子町観光協会〉
）
g益子町城内坂･道祖土地区ほか町内各所

4/27㊏〜5/12㊐

茨城県常陸太田市

竜神峡鯉のぼりまつり
約1,000匹もの鯉のぼりが群泳する光景は見事。期
間中、地元特産品の展示販売や、クイズを開催
常磐道那珂IC 1 0294 ･72 ･8194
（常陸太田市
観光物産協会） g竜神大吊橋

4/29㊗〜5/3㊗

山形県米沢市

米沢上杉まつり
上杉謙信が戦勝祈願のため行った武 禘 式や川中
島合戦の再現など、さまざまな催しが行われる

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

4/13㊏〜5/6㊗

北海道札幌市

4月中旬〜5月上旬

岩手県盛岡市

盛岡さくらまつり
盛岡名物醤油団子やお茶餅を頬張りながら桜見
物を。ぼんぼりも設置され、夜桜も見事だ

世界中からえりすぐった短編映画を上映する。 今
回は国内 22 作品・国外 9 作品を上映予定だ
東北道須賀川IC 1 0248 ･88 ･9172
（須賀川市
文化振興課） g須賀川市文化センター

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）

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
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

地産地消食堂など世代を超えて楽しめる

すかがわ国際短編映画祭

会場では物産品の即売会や野 点などが催される

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

「ねぶた祭」
と
「よさこい」が競演！ ベリーダンス、

福島県須賀川市

桃の花が咲き誇る情景は、まさに桃源郷のよう。

春 紅 葉と桜の季節、大小約 400匹の色とりどりの

AOMORI春フェスティバル

5/11㊏･12㊐

古河桃まつり

鯉のぼりが豊平川上空を元気に泳ぐさまは圧巻だ

青森県青森市

青森道青森中央IC 1 017･734･1311
（AOMORI
春フェスティバル実行委員会）
g青森市新町通り、昭和通り、柳町通り、青森駅前
公園、
パサージュ広場、新町キューブ、BLACK BOX

茨城県古河市

定山渓温泉渓流鯉のぼり

東北中央道米沢中央 IC
1 0238 ･22 ･9607
（米沢四季のまつり委員会）
g上杉神社周辺、松川河川敷緑地公園

5/5㊗

3/20㊌〜4/5㊎

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

4月中旬〜5月上旬

埼玉県秩父市

羊山公園 芝桜の丘
武 甲 山をバックにピンクの花じゅうたんが広がる。
「芝桜まつり」期間中は特産市も開かれる
関越道花園IC
1 0494･25･5209
（秩父市観光課） g羊山公園

3/30㊏〜4/14㊐

長野県千曲市

あんずまつり
日本一の
「あんずの里」
が、山も里も薄紅色
に染まる。ジャムなど
アンズの加工品や苗
木も販売
長野道更埴IC 1026･272･0114
（あんずの里観
光会館） g千曲市森･倉科地区あんずの里
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