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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
10 /5㊏〜27㊐

新潟県長岡市

香りのばらまつり･秋

9/15㊐

山形県山形市

日本一の芋煮会フェスティバル

世界でも珍しい「香り」
をテーマにしたバラ園。秋バ

サトイモ4.2t、山形牛1.6tなどで35,000食分の芋煮

ラに囲まれ、優雅なひと時を過ごしてみては

を作る。 味もスケールもまさに日本一
山形道山形蔵王 IC
1 023 ･622 ･0141
（日本一の芋煮会フェスティバル事務局）
g 馬見ヶ崎川河川敷
（双月橋付近）

9/15㊐

千葉県八街市

やちまた落花生まつり
この時季･地元ならではの茹で落花生「おおまさり」
の試食や販売のほかステージイベントも

関越道長岡 IC
1 0258 ･47･8001
（越後公園管理センター）
g 国営越後丘陵公園

10 / 12㊏･13㊐（予定）

8/24㊏〜9/1㊐

約 4 haの会場に、八重ヒマワリ約 100 万本が広が
なども同時開設
る。「切り花園」
（￥300 / 5 本）
北関東道桜川筑西IC、
圏央道常総IC
1 0296 ･20 ･1160 ( 筑西市観光振興課）
g 宮山ふるさとふれあい公園周辺

全国から選抜された一流の花火師が競う。競技者
による花火のほか、大会提供花火は圧巻

Fashionable Gunma
東関東道佐倉 IC
1 043 ･443 ･1405
（やちまた落花生まつり実行委員
会事務局
〈八街市商工観光課内〉
）
g 八街駅北口広場

9/28㊏〜10/7㊊

栃木県日光市

月あかり花回廊

秋田道大曲 IC
1 0187･88･8073
（大曲商工会議所花火振興事業部）
g「大曲の花火」公園

9/6㊎〜29㊐

作品などを展示。 幻想的な夜の散歩が楽しめる

さっぽろオータムフェスト2019
北海道最大級の食イベント。 各会場で、スープカ
札樽道札幌北 IC
1 011･281･6400
（さっぽろオータムフェスト実行委員会）
g大通り公園1、
4〜8、10〜11丁目会場

9/7㊏

高知のよさこい踊りに横浜独自のスタイルを加えた
「ハマこい」。 誰もが参加できるダンスの祭典だ
首都高速神奈川1号横羽線みなとみらい出入口
1 045･451･0863
（ハマこい事務局）
gパシフィコ横浜「プラザ広場」
、
クイーンズスクエア
横浜･クイーンズパーク、横浜ランドマークタワー･
ドックヤードガーデン

秋田県大館市

本場大館きりたんぽまつり
本場のきりたんぽのほか、ご当地グルメなどの出
店が並ぶ。 多彩なステージイベントも

9/13㊎〜15㊐

秋田道大館北 IC
1 0186 ･48 ･7400
（大館食の祭典協議会）
gニプロハチ公ドーム

信州･松本そば祭り
全国･長野県各地の
手打ちそば食べ歩き、
工芸品を楽しむ信州

豪華絢爛な風流山車、一会場の披露数が世界記録
日光宇都宮道路今市 IC
1 0288 ･22 ･1525
（月あかり花回廊実行委員会
〈日光市観光協会鬼怒川･川治支部内〉
）
g 鬼怒川公園ほか

認定の神輿、郷土芸能･鹿踊などの華やかなパレード

山形県南陽市

南陽の菊まつり

地場産市など

日本一の歴史をもつ菊の祭典。 優雅な菊人形や

長野道松本 IC
10263 ･33 ･8002
（信州･松本そば祭り実行委員会事務局）
g 松本城公園ほか

10/19㊏･20㊐

岩手県花巻市

花巻まつり

10 / 4 ㊎〜11/ 10 ㊐

信州、国内外の物産･

神奈川県横浜市

ハマこい2019

関越道前橋 IC
1 027 ･226 ･3358
（群馬県工業振興課）
g 群馬県庁1階県民ホール

長野県松本市

北海道札幌市

レーや海産物など道内各地の物産が味わえる

自然を生かした明かりの演出や、生け花、アート

10/12㊏〜14㊗

秋田県大仙市

全国花火競技大会「大曲の花火」

県の繊維産業に触れられる。メイドイン群馬のファッ

10/12㊏〜14㊗

茨城県筑西市

あけのひまわりフェスティバル

8/31㊏

群馬県前橋市

ションアイテム販売、ファッションショーなどを開催

8/20㊋ 10/19㊏

福島県喜多方市

山都新そばまつり
「そばの郷山都」
で今しか味わえない新そばを楽しも
う。手作り屋台市では地元の野菜や雑貨も買える
磐越道会津坂下 IC
1 0241 ･38 ･3831
（喜多方市役所山都総合支所産業建設課）
g 山都みちくさ通り

菊花展、玉菊などで会場が華やかに彩られる
東北中央道南陽高畠 IC
1 0238 ･40 ･2002
（南陽市観光協会）
g 中央花公園特設会場、熊野大社周辺

10/ 5㊏･6 ㊐

青森県田子町

にんにくとべごまつり
田子牛と、町特産の「たっこにんにく」
を豪快に食
べ尽くそう！ 注目は田子牛の丸焼きだ
東北道十和田 IC
1 0179 ･20 ･7114
（にんにくとべごまつり実行委員会事務局）
g 創遊村229スキーランド特設会場

東北道花巻南IC
1 0198･24･2111
（花巻まつり実行委員会
〈花巻市観光課内〉
）
g花巻市上町周辺
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