
英国庭園（本宮市）

宿泊体験館きこり（飯舘村） 菊人形（二本松市）

フォレストパーク（大玉村）

白石城（白石市） こおり桃源郷（桑折町）

阿津賀志山防塁（国見町）

霊山（伊達市）

花見山（福島市）

天元台スキー場（米沢市）

駒ザクラ（川俣町）

福島圏域
11市町村

スタンプラリースタンプラリー
総額110,000円相当の
各市町村特産品等が

合計55名様に当たります！

総額110,000円相当の
各市町村特産品等が

合計55名様に当たります！

福島圏域
11市町村

エリア
福島市・二本松市・

伊達市・本宮市・白石市・
桑折町・国見町・川俣町
大玉村・飯舘村
米沢市

エリア
福島市・二本松市・

伊達市・本宮市・白石市・
桑折町・国見町・川俣町
大玉村・飯舘村
米沢市

エリア
福島市・二本松市・

伊達市・本宮市・白石市・
桑折町・国見町・川俣町
大玉村・飯舘村
米沢市

エリア
福島市・二本松市・

伊達市・本宮市・白石市・
桑折町・国見町・川俣町
大玉村・飯舘村
米沢市

主催：福島圏域連携推進協議会

（１）応募はお一人様一回のみ有効とします。重複応
募が確認された場合は、応募を無効とします。

（２）抽選結果は賞品の発送をもって代えさせてい
ただきます。抽選、発送は３月下旬より行う予定です。また、発送
先は日本国内に限らせていただきます。

（３）未成年の方は酒類以外の賞品への抽選参加となります。
（４）賞品は仕入れの状況等により、予告なく変更となる場合があり

ます。
（５）プレゼント応募に関する必要事項に記入漏れがある場合、また

は虚偽の記載がある場合、その応募は無効となります。また、当
選者のご住所、転居先、電話番号が不明などの理由により連絡
できない場合は当選を取り消させていただく場合があります。

（６）応募はがきにご記入いただいた個人情報はスタンプラリーの運
用にのみ使用いたします。ただし、今後のサービス向上のため
に、アンケートを集計する際、参加者の傾向等を把握するため、
年代（１０歳毎）、住所（市町村別）、性別等の属性を使用する場
合があります。

応募方法

スタンプ１１個でＡ賞、スタンプ７個以上でＢ賞、ス
タンプ５個以上でＣ賞に応募できます。
Ａ賞の抽選に外れた場合にもＢ賞、Ｃ賞に当選す

るチャンスが、Ｂ賞の抽選に外れた場合にもＣ賞に当選するチャン
スがあります。なお、賞品の発送をもって当選者の発表に代えさせて
いただきます。

抽選方法

応募締切

開催期間

恐れ入りますが
郵送の場合は
62円切手を
貼ってください

福島県福島市五老内町3番1号
福島市政策調整課内
福島圏域連携推進協議会事務局 行

アンケート

Q. この企画をどこで知りましたか。
　1 . 新聞　2 . インターネット　3 .SNS　4 . 友人・知人から
　5 . スタンプ設置施設　6 .その他（　　　　　　　　　　　　　　）
Q.今回行った中で、おすすめの道の駅・直売所はどこですか。
　またその理由をお聞かせください。

Q. 福島圏域の道の駅や直売所へのご意見、ご提案をお聞かせください。

Q.このスタンプラリーにまた参加したいですか。
　1 . 参加したい　2 . 参加したくない　3 . どちらでもない
　その理由：

9 6 0 8 6 0 1

5,000円相当の品
11種×各1名

A賞

B賞 C賞 スタンプラリースタンプラリー

　事務局：福島市役所政策調整課内
　電　話：０２４－５２９－５０６７（平日８：３０～１７：１５）

問い合わせ先

抽選で合計55名様に豪華賞品が当たる！抽選で合計55名様に豪華賞品が当たる！

平成31年平成31年平成31年平成31年
開催期間

平成31年平成31年平成31年平成31年3/13水3/13水3/13水3/13水応募締切

●回収ボックス投函 ●郵便：当日消印有効
2/9土▶3/10日2/9土▶3/10日

●日本酒金水晶大吟醸とお猪口セット（福島市）
●4蔵元の日本酒晩酌セット（二本松市）
●川俣シャモレトルト食品と銘菓セット（川俣町）
●伊達市産イノシシ革の名刺入れ（伊達市）など

●日本酒金水晶大吟醸とお猪口セット（福島市）
●4蔵元の日本酒晩酌セット（二本松市）
●川俣シャモレトルト食品と銘菓セット（川俣町）
●伊達市産イノシシ革の名刺入れ（伊達市）など

Ａ
賞
賞
品
例

1,000円相当の品
11種×各3名

●至福の桃グミ、銘菓セット（桑折町）
●「桃とあんずの日」ハンドクリーム（国見町）
●大玉村米食べ比べセット（大玉村）
●宿泊体験館きこり・イオラ入浴券（飯舘村）など

●至福の桃グミ、銘菓セット（桑折町）
●「桃とあんずの日」ハンドクリーム（国見町）
●大玉村米食べ比べセット（大玉村）
●宿泊体験館きこり・イオラ入浴券（飯舘村）など

Ｃ
賞
賞
品
例

2,000円相当の品
11種×各1名

●まな板とトレーのひのきのぷらセット（本宮市）
●白石温麺などの特産品セット（白石市）
●麺と果実フルーツあまざけ「ラフランス・もも・
　さくらんぼ」3本セット（米沢市）など

●まな板とトレーのひのきのぷらセット（本宮市）
●白石温麺などの特産品セット（白石市）
●麺と果実フルーツあまざけ「ラフランス・もも・
　さくらんぼ」3本セット（米沢市）など

Ｂ
賞
賞
品
例

Ａ賞：スタンプ11個
　　 （11市町村制覇）
B賞：スタンプ7個以上
C賞：スタンプ5個以上
※各賞の写真はイメージです

平成31年3/13水 ●回収ボックス投函 
●郵便：当日消印有効

平成31年2/9土▶3/10日



福島空港福島空港
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飯舘村飯舘村

川俣町川俣町

伊達市伊達市

東北中央自動車道

東北中央自動車道

国見町国見町

桑折町桑折町

福島市福島市

米沢市米沢市

至山形至山形 至仙台至仙台

至郡山至郡山

白石市白石市

檜枝岐村

二本松市二本松市

矢祭町

只見町

只見
線

磐越西線

東
北
本
線

東
北
新
幹
線磐越自動車道

阿武
隈急
行

山形新幹線（奥羽本線）

茨城県茨城県

山形県山形県

宮城県宮城県

福島県福島県

群馬県群馬県

新潟県新潟県

金山町

本宮市本宮市

大玉村大玉村

福島駅

米沢駅

米沢中央IC

南陽高畠IC

福島大笹生IC

福島松川スマートIC

福島飯坂IC

霊山飯舘IC

福島西IC

二本松IC

本宮IC

霊山IC

国見IC

白石IC

米沢八幡原IC

白石蔵王駅
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米沢北IC

小野川温泉

白布温泉

高湯温泉

土湯温泉

岳温泉

飯坂温泉

鎌先温泉

ふ く し ま
イ レ ブ ン
め ぐ り

福島市 二本松市 伊達市 本宮市

白石市 桑折町 国見町 川俣町

大玉村 飯舘村 米沢市

スタンプラリー台紙

●Ａ賞：スタンプ11個（11市町村制覇）
●B賞：スタンプ7個以上
●C賞：スタンプ5個以上

福島圏域11市町村とは？
（ふくしま圏域イレブンとは？）
生活・通勤通学・文化などが重なり合う、

福島県、宮城県、山形県の11市町村を指します。
全国的にも珍しい３県にまたがる広域連携で、

互いの結びつきをよりいっそう強め、
観光事業や移住・定住促進などの
地域活性化に取り組みます。

スタンプ
ポイント
MAP
スタンプ
ポイント
MAP
スタンプ
ポイント
MAP
スタンプ
ポイント
MAP

ルール
説明
ルール
説明
ルール
説明
ルール
説明

各施設紹介
あったかPR
各施設紹介
あったかPR

二本松市 ❹道の駅安達智恵子の里（上り線）

☎0243-61-3100
●駐車場／101台
●身体障がい者用駐車場／4台

福島市 ❷ここら矢野目店

☎024-552-5881
●駐車場／78台
●身体障がい者用駐車場／2台

おすすめの「あったか」商品&スポット

本宮市 ❾しらさわ直売所「産直さわちゃん」

☎0243-44-4477
●駐車場／12台

おすすめの「あったか」商品&スポット

大玉村 14あだたらの里直売所

☎0243-48-2317
●駐車場／約60台
●身体障がい者用駐車場／2台

おすすめの「あったか」商品&スポット

二本松市 ❺道の駅安達智恵子の里（下り線）

☎0243-24-9200
●駐車場／146台
●身体障がい者用駐車場／6台

おすすめの「あったか」商品&スポット

白石市 10直売マルシェ「小十郎の郷」

☎0224-22-0881
●駐車場／30台
●身体障がい者用駐車場／1台

おすすめの「あったか」商品&スポット

飯舘村 15いいたて村の道の駅までい館

☎0244-42-1080
●駐車場／普通車用49台・大型車用7台
●身体障がい者用駐車場／車いす用2台
※定休日：毎週水曜日

おすすめの「あったか」商品&スポット

二本松市 ❻道の駅ふくしま東和あぶくま館

☎0243-46-2113 
●駐車場／普通車106台・大型車2台
●身体障がい者用駐車場／4台

おすすめの「あったか」商品&スポット

桑折町 11町民研修センター「うぶかの郷」

☎024-582-4500
●駐車場／45台
※定休日：第2･4火曜日

おすすめの「あったか」商品&スポット

米沢市 16道の駅米沢

☎0238-40-8400
●駐車場／185台
●身体障がい者用駐車場／4台

おすすめの「あったか」商品&スポット

おすすめの「あったか」商品&スポット

福島市 ❸ここら吾妻店

☎024-592-1088 
●駐車場／54台・第二駐車場60台
●身体障がい者用駐車場／2台

福島市 ❶道の駅つちゆ

☎0243-24-2148 
●駐車場／64台
●身体障がい者用駐車場／2台

おすすめの「あったか」商品&スポット

伊達市 ❽道の駅伊達の郷りょうぜん

☎024-573-4880
●駐車場／95台
●身体障がい者用駐車場／2台

おすすめの「あったか」商品&スポット

川俣町 13道の駅川俣

☎024-566-5253
●駐車場／69台 
●身体障がい者用駐車場／3台

おすすめの「あったか」商品&スポット

二本松市 ❼道の駅さくらの郷

☎0243-68-4770
●駐車場／45台
●身体障がい者用駐車場／2台

おすすめの「あったか」商品&スポット

国見町 12道の駅国見あつかしの郷

☎024-585-2132
●駐車場／177台（大型等含む）
●身体障がい者用駐車場／4台

おすすめの「あったか」商品&スポット

おすすめの「あったか」商品&スポット

福島圏域11市町村のスタンプ設置施設を巡り、スタンプを
集めて応募しよう！道の駅や直売所では寒い冬にもおすすめの
商品やスポットがたくさんあります！
この機会に各地の魅力を発見して
みてはいかがでしょうか？

名　前 年　齢 歳

住　所

電　話 参加人数

男・女

人

福島県二本松市下川崎字上平33-1
スタンプ設置場所▶地域情報ロビー

営業時間／9:00～18:00

❹道の駅安達智恵子の里（上り線）

福島県安達郡大玉村大山字新田10-1
スタンプ設置場所▶物販コーナー
営業時間／8:30～17:00(10月～3月)

14あだたらの里直売所

福島県二本松市米沢字下川原田105-2
スタンプ設置場所▶インフォメーションコーナー

営業時間／9:00～17:00

❺道の駅安達智恵子の里（下り線）
福島県福島市松川町水原字南沢41-2
スタンプ設置場所▶飲食コーナー脇
営業時間／9:00～17:30(12月～3月) 

❶道の駅つちゆ

福島県福島市在庭坂字薬師田1-1
スタンプ設置場所▶直売所内サービスカウンター
営業時間／9：00～17：00(1月～5月)　休店日／2/28

❸ここら吾妻店

福島県福島市北矢野目字原田東1-1
スタンプ設置場所▶直売所内サービスカウンター
営業時間／9：00～17：00(1月～5月)　休店日／2/28

❷ここら矢野目店

福島県伊達郡桑折町南半田川端22
スタンプ設置場所▶施設入口付近

営業時間／10:00～20:00(10月～3月)
休館日／第2・4火曜日(2/12・26・3/12)

11町民研修センター「うぶかの郷」

山形県米沢市大字川井1039-1
スタンプ設置場所▶総合観光案内所

営業時間／9：00～18：00

16道の駅米沢
住所

スタンプ設置場所
スタンプラリー期間中の営業時間、定休日

施設名称凡例

福島県二本松市東新殿字平石田12-2
スタンプ設置場所▶食堂入口

営業時間／直売所 9：00～17：00、食堂 11：00～15：00

❼道の駅さくらの郷

福島県二本松市太田字下田2-3 
スタンプ設置場所▶直売所・売店
営業時間／9:00～17:00(11月～3月)

❻道の駅ふくしま東和あぶくま館

福島県本宮市白岩字柳内5-1
スタンプ設置場所▶店舗内

営業時間／9:00～17:00(1月～2月)、9:00～18：00(3月～)

❾しらさわ直売所「産直さわちゃん」

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1
スタンプ設置場所▶銘品館シルクピア

営業時間／9:00～18:00

13道の駅川俣

福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前12-1
スタンプ設置場所▶までい館物販コーナー

営業時間／10:00～18:00
休店日／毎週水曜(2/13・20・27・3/6・13)

15いいたて村の道の駅までい館

福島県伊達市霊山町下小国字桜町3-1
スタンプ設置場所▶総合案内所

営業時間／9：30～18：00

❽道の駅伊達の郷りょうぜん

福島県伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1
スタンプ設置場所▶インフォメーション（北棟）
営業時間／9:00～17:30(10月～3月)

12道の駅国見あつかしの郷

宮城県白石市福岡長袋字八斗蒔1
スタンプ設置場所▶仮設店舗内レジ脇

営業時間／9：00～18：00

10直売マルシェ「小十郎の郷」

全国的にめずらしい、上下線とも
にある道の駅。高村光太郎の詩
「智恵子抄」で有名な安達太良山
が一望できます。上り線には、千
年の歴史がある「上川崎和紙」の
紙漉きの技術を知り体験ができ
る和紙伝承館があります。

のぼり食堂の「そば・うどんセット」は、かけそば・うどんに小さな丼（カ
ツ丼、かき揚げ丼、海老天丼）が選べる人気№１メニュー。また、道の駅か
ら車で３０分のところには日帰り温泉施設「スカイピアあだたら」があり、
広い休憩スペースとレストランで、１日ゆっくり過ごすことができます。

地元農家の方々が手塩にかけた
新鮮野菜とその農産物を使った
加工品が並びます。また、さわちゃ
んマルシェ（市場）を毎月開催し、
野菜のほか手作り雑貨やお菓子
なども販売しています。マルシェ
限定販売の手作りピザも人気で
す。

直売所の近くには子供が思い切りはしゃげる「プリンス・ウイリア
ムズ・パーク」（スマイルキッズパーク屋内遊び場）があり寒い冬
でも暖かく元気に遊ぶことができます。また、直売所のすぐ近くの
食堂では一度に１５種類の食材がとれる名物ラーメンがあります。

国道４号線沿いに位置し、多くの
観光客で賑わいます。
店頭には多くの大玉村内の産品
が並びますが、特に新鮮な朝採れ
野菜を豊富に取り揃えておりま
す。
また、店内には生産者の顔写真が
並び、個性豊かな生産者に会い、
直接話すことができます。

店内では出荷に訪れる個性豊かな農家とふれあい心温める
ことができます。ここでしか聞くことのできない農家の想いや
大玉村の興味深いお話を聞くことができます。どうぞ大玉村
にお越しください。

全国的にめずらしい、上下線とも
にある道の駅。下り線には、常に
４０～５０種類以上の焼き立てのパ
ンが食べられる「二本松ベーカ
リー」があります。屋外には芝生広
場があり、シンボルツリーの「万燈
桜」は季節に応じて楽しませてく
れます。

「二本松べ―カリー」では、焼きたてのパンをご用意。イートインコーナーもあり、コーヒーと紅茶
も楽しめるあったかスポット。また、パスタや、ドリンクが楽しめる「花咲喫茶」はゆったりしたい方
におススメ。道の駅から車で３０分の「スカイピアあだたらアクティブパーク」では、今人気のボル
ダリングやスラックラインが初心者でも楽しめます。体を動かして「あったか」を楽しんで！！

白石ＩＣより国道４号線を南へ５分。
地元で獲れた新鮮な野菜や果物、
豊富な加工品を販売しています。
今年４月には、市が整備を進めて
いる農産物等販売施設「おもしろ
いし市場」がオープン予定です。
ぜひ、お立ち寄りください。

白石三白野菜の一つ「小十郎の里芋」ねっとりとした食感であったか
煮物におすすめ。「菊芋」健康志向の方に、素揚げで揚げたてがおす
すめ。「鎌先温泉」小十郎の郷から一番近い温泉です。日帰り入浴も
あります。スキー場もありますので、ぜひお泊まりでお越し下さい。

温かみのある杉材を用いた開放
感のある空間や、季節を彩る花を
天井から吊るしたメインホールが
特徴の交流施設です。コンビニも
併設されている他、季節ごとに
様々なイベントが開催されます。

「までいホール」までい館のメインホール『までいホール』は、天井から様々な種類の花が吊るさ
れており、杉材を用いたぬくもりのある空間を彩ります。また、食事も可能となっており、ゆっくり
とした時間を過ごすことができます。「宿泊体験館きこり」道の駅から車で約１０分のところにあ
る宿泊施設です。身も心も温まるお風呂や岩盤浴で、日ごろの疲れを癒すことができます。

国道３４９号線沿いにある道の駅
です。地域の桑の葉を使った特産
品や、質の良い堆肥を使った「東
和げんき野菜」が自慢です。毎月
のイベントでは、特売などお得情
報もあります。

「天ぷら付き桑うどん」は、自慢の桑の葉パウダーを練り込ん
だ、生うどんを使用。リピーターも多い人気メニューです。

宿泊や日帰り入浴での利用も可
能で、食堂もあり、ゆったりと過ご
すことができます。おみやげコー
ナーでは地元の産品などを販売
しています。

「うぶかの郷のお風呂」ｐＨ９．８の高度アルカリ水のお風呂は、
美肌効果も期待できる良質なお湯です。ゆっくりとつかって、
体の芯からあたたまり、憩いのひとときをお楽しみください。

東北中央自動車道「米沢中央ＩＣ」
に隣接したアクセス抜群の道の
駅。山形県南の玄関口として、米
沢牛を始めとした食事の提供に
加え、総合観光案内所では観光コ
ンシェルジュがお客様に寄り添っ
た豊かな旅を提案します。

「米沢牛２種盛りランチ」米沢ブランドの代表格である米沢牛を
２種贅沢に食べ比べができます。「米沢八湯」米沢には個性豊か
な八湯・２４軒の宿があります。八湯を楽しく湯めぐりして、米沢
牛など豪華賞品が当たるスタンプラリーも開催中です！

広々とした店内でゆったりとお買
い物ができる店舗。隣接するそば
蔵「旬楽里」で、自家製十割そばや
旬の野菜を使ったランチプレート
も味わえます。

そば蔵「旬楽里」ではカレーうどん（６５０円）・きのこそば（８２０
円）のほかランチメニュー・そばランチ等もご用意しておりま
す。ぜひご賞味ください。

フルーツライン沿いにある店舗。
贈答用の果物や加工品が豊富に
揃い、また、軽食コーナーを併設し
ていることから観光客が多く訪れ
ます。　

併設する軽食コーナーでは冬季間限定で「きのこそば」・「き
のこうどん」を５８０円で提供しています。ぜひご賞味くださ
い。

「農村と山間に浮かぶ宿場ビスト
ロ」をテーマにした『伊達食』がメ
インの道の駅。東北中央自動車道
の霊山ＩＣと一般国道１１５号に隣
接。料理やスイーツ、野菜や果物
まで、伊達市の美味しいものに出
会えます。

「伊達鶏釜飯」伊達鶏と伊達市産牛蒡、人参などが入った炊きた
て釜飯。鰹出汁でお茶漬け風でもお召し上がりいただけます。
「伊達鶏ラーメン」伊達鶏スープともみ打ち麺のオリジナルラー
メン。低温真空調理した伊達鶏スライス（２枚）ものっています。

特産品を販売するシルクピア、織
物の歴史を展示する織物展示館、
織り染めの体験ができるからりこ
館、新鮮な農産物を販売するここ
らの４つの施設があり、川俣町の
魅力がギュッと詰まっています。

「川俣シャモ南蛮そば」銘品館シルクピアの２階にある蕎麦六
で提供しています。毎日店内で手打ちしているそば、町の特産
品である川俣シャモの旨味たっぷりの汁、そして川俣シャモの
お肉の相性は抜群です。

さくらの郷は国道３４９号と４５９号
の重複点に位置します。「合戦場
のしだれ桜」「新殿神社の岩桜」
「福田寺の糸桜」「平石田の縄文
桜」など、桜の名所に囲まれた施
設となっております。四季折々の
新鮮な野菜と、手づくりが売りの
加工品、食堂メニューは昔懐かし
い、おふくろの味と評判です。

「けんちんうどん」地粉を用いたうどんに、具だくさんでボリューム満点で体が温
まり人気です。「名目津温泉」道の駅から車で１５分で古来より皮膚病等に効能が
あることで知られた名湯です。「合戦場のしだれ桜」道の駅から車で５分のところ
にあり、２本のシダレザクラが寄り添い、滝が落ちるような見事な桜を咲かせる。

国道４号線沿いにあり、直売所、レ
ストラン、カフェ、ファストフード、コ
ンビニのほか、宿泊施設、木育広
場など国見町の魅力がたくさん
感じられ、さまざまな楽しみ方が
できる道の駅です。

「レストラン桃花亭」では国見の素材を使った優しい味わいのお惣菜やスイーツ
など、バリエーション豊富な「国見母さんお惣菜ブッフェ」の中に温かいメニュー
がたくさんあります。「ももたんカフェ」では、クラシックで落ち着いた雰囲気の中
で、温かいコーヒーや紅茶などと一緒に季節のケーキやパスタも楽しめます。

福島市街を一望できる国道１１５
号沿いにあり、周辺には土湯温泉
をはじめ、さまざまな温泉が点在
し、湯めぐりのターミナルとしても
便利です。

「山の恵みの天ぷら丼」きのこや温泉たまごの天ぷら丼に、自
慢のそばがついています。「土湯温泉の足湯」道の駅から車で
約１０分の土湯温泉には気軽に立ち寄れる足湯が４か所あり
ます。ぜひお立ち寄りください！

●右記マップ上の１６施設でスタンプを押すことができます。
●１１市町村でそれぞれ１個のスタンプを押すことができます。
　福島市３施設（下記①～③）、二本松市の4施設（下記④～⑦）のスタンプ
はそれぞれ共通なので、どの施設で押していただいても構いません。
●スタンプは各施設の開店時間、開館時間内でのみ押すことができます。
※右記マップ参照

福島圏域
11市町村

スタンプラリースタンプラリー

※ご記入いただいた個人情報は本企画に関わる目的のみ使用し、他の目的には使用いたしません。


