
駅名 賞品

日義木曽駒高原
本格生そば「権兵衛すんきそばセット」
(木曽産そば粉100%)

５名様

大桑 大吟醸カステラ ５名様

信州平谷
信州平谷温泉ひまわりの湯無料ペア
入浴券

１０組様

信濃路下條 竜太そば半生２人前 １０名様

南アルプスむら長谷 地場産商品 １０名様

木曽ならかわ 木曽ひのきスリ漆塗箸５膳組 ５名様

三岳 夫婦箸＋うめみちゃん値付のセット ５名様

信州新野千石平 祭御幣餅 ５名様

花の里いいじま 飯島産切りもちセット ５名様

遠山郷 かぐらの湯温泉セット ５名様

木曽福島 とうもろこしカステラ １０名様

木曽川源流の里
きそむら

源流の里米麹の甘酒(６本入) ３名様

田切の里
ぶっぽうそうバッチ
オリジナル手拭い

各１０名様

大芝高原
パル大芝食事券(カツ丼)<ペア>
味工房手作りアイス<ペア>

各５組様

南信州 うるぎ
うるぎTシャツ（オレンジ）
うるぎTシャツ(ネイビー)
うるのすけピンバッチ

各３名様

歌舞伎の里大鹿 塩もなか１０ヶ入 ５名様

２０１９年中部ブロック｢道の駅｣

スタンプラリー賞品一覧
　｢道の駅｣特産品

【 長野県（南信地域）】
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駅名 賞品 ご提供数

美並 商品券 ５名様

パスカル清見 パスカルドレッシング ５名様

明宝
明宝ハム＋ポークソーセージ＋
明宝トマトケチャップのセット

５名様

花街道付知
トマトジュース＋トマトソース＋
ハッカ糖＋豆菓子のセット

３名様

美濃白川 ハート型ティーバッグ５個入 ５名様

ラステンほらど 「モネの池」クッキー ２名様

白山文化の里 長滝 リンゴわらび餅 ３名様

奥飛騨温泉郷上宝
(株)和仁農園「黄金の煌き」1袋
(５㎏入)

２名様

賤母 桧箸（５膳） ５名様

ロック・ガーデン
ひちそう

レッキーせんべい＋ラングドシャ(小)
＋子持鮎１匹のセット

３名様

星のふる里　ふじはし

特産品詰め合わせ
（黒胡麻みそせんべい＋くるみせんべい・
えごませんべい<どちらか>＋
椎茸せんべい＋徳山ぶらぶらそば）

５名様

白川郷
スタミナセット（牛ホルモン・豚ちゃん・
鶏ちゃん 各1袋セット）

３名様

平成 しいたけ茶＋椎茸せんべいのセット １０名様

アルプ飛騨古川 地酒１箱（２本入り） ５名様

モンデウス飛騨位山 勝利の一位念珠ストラップ ５名様

土岐美濃焼街道 陶芸ロクロ無料参加優待 ５名様

ななもり清見 飛騨高山ラーメン（５食入） ５名様

【　岐 阜 県　】
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駅名 賞品 ご提供数

きりら坂下 オリジナルコーヒーカップ ５名様

クレール平田 よもぎソフトクリーム １０名様

飛騨街道　なぎさ リンゴジュース２本セット ３名様

ひだ朝日村 よもぎカレー２箱セット ３名様

そばの郷
らっせぃみさと

そば打ち体験無料券（３人前） ５名様

織部の里もとす 花のしぐれ ３名様

飛騨たかね工房
高山ラーメン(２食入)＋火畑そば＋
七峰館の湯(２袋)のセット

５名様

桜の郷　荘川 ひだ荘川温泉「桜香の湯」ペア入浴券 １０組様

むげ川 つるむらさきうどん(２食入り)２袋 ２名様

古今伝授の里やまと
道の駅「古今伝授の里やまと」内
パン工房『かはな草』の洋菓子

５名様

茶の里東白川
東白川村のペットボトル茶「本煎茶
-ほんせんちゃ-」500㎖×１２本入

２名様

和良
おふくろの味(もろみ味噌)
３個入りセット

５名様

うすずみ桜の里・ねお 根尾うすずみ特産品セット ２名様

志野・織部
竹皮羊羹＋多治見あられ＋
八百津せんべいのセット

５名様

加子母 加子母カード満点５００円分 ５名様

夜叉ヶ池の里さかうち きくらげ佃煮＋ふきみそのセット ５名様

おばあちゃん市・山岡
寒天ら～めんセット
（しょうゆ味・とんこつ味 各１個）

５名様

飛騨古川いぶし 飛騨のお菓子詰合せ ５名様

月見の里南濃 南濃みかん（箱入） ３名様

柳津 道の駅オリジナルストラップ １０名様
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駅名 賞品 ご提供数

五木のやかた・
かわうえ

木製キーホルダー ５名様

宙ドーム・神岡
獅子中華そば＋とちの実せんべい＋
朴葉みそ(２枚入り)＋五平餅＋
駄菓子のセット

５名様

美濃にわか茶屋 美濃市限定お菓子 １０名様

飛騨白山 大白川温泉しらみずの湯ペア入浴券 ５組様

池田温泉 道の駅｢池田温泉｣特産品詰め合わせ ５名様

清流白川クオーレの里 コテージ宿泊割引券 ５名様

清流の里しろとり
奥美濃しそ漬梅干
＋奥美濃炭火焙煎きな粉のセット

３名様
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駅名 賞品 ご提供数

くんま水車の里 くんまつけもの３点セット ５名様

花の三聖苑伊豆松崎
さくらそば＋棚田の黒米うどん＋
桜葉クッキーのセット

８名様

宇津ノ谷峠（藤枝側） 青島みかん３㎏ １名様

いっぷく処横川 原木乾椎茸 ５名様

フォーレなかかわね
茶茗舘

名人がつくる川根茶セット ３名様

天城越え オリジナルハンカチ３枚セット １０名様

奥大井音戯の郷
川根本町特産品まるごとセット
(緑茶・ゆずポン酢など)

２０名様

朝霧高原
朝ぎり特撰牛乳
朝ぎり ハム・ソーセージ・なんこつの
セット

各５名様

川根温泉 川根の湯ボトルタイプ(２０回分) ５名様

富士川楽座 富士山天然水１ケース(500㎖×24本) ３名様

天竜相津花桃の里
炊き込みご飯の素＋ポカポカソックス
(ショート)＋コースターのセット

３名様

伊東マリンタウン
「伊東マリンタウン」シーサイドスパ
ペア招待券

１０組様

開国下田みなと 金目鯛しゃぶしゃぶと湯引きセット ３名様

掛川 子育て飴＋干し芋 １０名様

潮見坂 静岡産煎茶 １０名様

伊豆のへそ いちごのバームクーヘン １０名様

下賀茂温泉 湯の花 伊勢えび（生）２本入り ２名様

くるら戸田 天然温泉「壱の湯」ご招待ペア入浴券 ５組様

【　静 岡 県　】
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駅名 賞品 ご提供数

豊根グリーンポート宮嶋 道の駅ストラップ １０名様

鳳来三河三石 三河三石商品券1,000円分 ５名様

田原めっくんはうす 亀若焼酎 ８名様

伊良湖クリスタルポルト 伊良湖のりせんべい（箱大） １０名様

つぐ高原グリーンパーク キャンプ施設宿泊割引券（2,000円引） ５名様

どんぐりの里いなぶ
ブルーベリージュース＋
どんぐりの湯ペア入浴券セット

４名様

アグリステーション
なぐら

設楽町産エゴマ油 ８名様

デンパーク安城
安城産業文化公園デンパーク
ペア招待券

１０組様

つくで手作り村 つくで手作り村ハヤシライスソース ３名様

立田ふれあいの里 立田ふれあいの里商品券 １０名様

あかばね
ロコステーション

釜揚げしらす（冷凍） １０名様

筆柿の里・幸田
果実入筆柿ゼリー＋筆柿ジャム＋
筆柿ようかんの筆柿加工品のセット

３名様

にしお岡ノ山 西尾の抹茶菓子 １０名様

瀬戸しなの 特産品セット（コーヒー・ラスク） ５名様

藤川宿

道の駅「藤川宿」特産品詰合せセット
（八丁味噌かりんとう＋オカザえもんキャン
ディー＋むらさき麦と玄米せんべい＋
むらさき麦薄焼きせんべい）

１名様

【　愛 知 県　】
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駅名 賞品 ご提供数

飯高駅
香肌峡温泉いいたかの湯ペア入湯
招待券＋レストランいいたか食事券＋
そば打ち体験1,000円割引券

５名様

菰野
木綿湯布（オリジナル手ぬぐい）＋
こものカルタのセット

５名様

紀宝町ウミガメ公園 温州みかん３㎏ １０名様

パーク七里御浜 道の駅「パーク七里御浜」詰合せ ３名様

海山 紀北町引本浦奥益の干物セット ３名様

奥伊勢木つつ木館
有機栽培ティーパック＋
伊勢の和紅茶ティーパック＋
伊勢茶(粉末茶)のセット

５名様

奥伊勢おおだい 大台町特産品セット ５名様

美杉 美杉茶 ２０名様

関宿
みそ焼うどん２食入
みそ焼きうどんタレの詰め合わせ

３名様

紀伊長島マンボウ 干物セット ３名様

あやま 佃煮 １０名様

いが 伊賀米こしひかり３K入 ５名様

津かわげ 道の駅三重牛乳まんじゅう（１２個入） １０名様

熊野・花の窟
いざなみ米
ポン菓子・黒米おかゆ・乾麺のセット

１０名様

熊野・
板屋九郎兵衞の里

熊野地鶏(200ｇ×３個入)
「小分け万能セット」

１名様

【　三 重 県　】
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