
　　北海道・東北計画2014

地点名 道路名
区間
距離

日計
距離

行きたいところ 道の駅 食べたいもの

9月12日 出発 自宅 20:00　出発

（金） 中国道・宝塚IC～舞鶴道・舞鶴東IC～県26～R27 118

到着 舞鶴 118 24:30　フェリー出港（22:30には港到着）

《新日本海フェリー》

9月13日 出発 舞鶴 所要時間　20:15

（土） 新日本海フェリー 4

到着 小樽 4 20:45　小樽港着 「庄坊番屋」番屋丼

小樽運河の夜景

9月14日 出発 小樽 7:00　出発 「味さき」サーモンいくら丼

（日） R5 20

余市 スペース・アップルよいち

R5～R276～R229～道267～R5 94 114 弁慶の刀掛岩 シェルプラザ・港

ニセコ ニセコビュープラザ 「ミルク工房」ソフトクリーム

道66～R230～道66～道132～R453～R37 66 180 真狩フラワーセンター、そうべつ情報館i（アイ）

伊達 だて歴史の杜

R5～道央道・豊浦IC～森IC～道1156～R5～道606 134 314 あぷた、とようら

森 YOU･遊･もり 「柴田商店」いかめし

市道～R287～市道～R5～道347 58 372 つど～る・プラザ・さわら

五稜郭 「あじさい」塩ラーメン

道571～R5 6 「ラッキーピエロ」チャイニーズチキンバーガー

到着 函館 378 摩周丸 「ラムジン」ジンギスカン

9月15日 出発 函館 7:00　出発　函館朝市 「茶夢」海鮮丼、いか刺

（月） R279～市道～道675～市道～R279～R5～R227 18 函館山

敬老の日 函館港 9:10　フェリー出港（8:30には港到着）

津軽海峡フェリー 《津軽海峡フェリー》

大間 10:40　大間港到着　大間埼 「マリンハウスくどう」うにまぐろ丼

R338～県253～R338～県176 120 138 かわうち湖、わきのさわ

むつ

R279～R4 94 232 よこはま

浅虫 浅虫水族館 浅虫温泉

R4～R7 17 棟方志功記念館

到着 青森 249 ワ・ラッセ、八甲田丸 「うお旬」（旧名「いぶし銀」）で飲む・津軽三味線ライブ

9月16日 出発 青森 7:30　出発（朝食後） 「三國」極上寿司

（火） 市道～R7～県34～県203～県35～R339 39 なみおか

五所川原 つるた

R339～県110～県148～県268～R102～県13～R7 73 112 田んぼアート（第１・第２） いなかだて、ひろさき、いかりがせき、やたて峠 「須郷食堂」つゆ焼きそば

大館 「花善」鶏めし

県2～R103～R285～R103～R7～県24～県357～R7 54 166 ひない、たかのす、大館能代空港

能代 ふたつい

R7～秋田道・二ツ井白神IC～琴丘森岳IC～県54～ 97 263 入道崎灯台 ことおか、おおがた

県42～県52～R101～県55～県121～県59

男鹿 男鹿水族館GAO

県59～県121～R101～R7～県56～県26 67 ゴジラ岩 てんのう、しょうわ

到着 秋田 330 あきた港 ルートイングランディア「まぐろや」で飲む

9月17日 出発 秋田 7:30　出発

（水） 県28～R13～R46～R105 52 協和

角館 角館武家屋敷 なかせん

R105（往復）～R46～県219（往復）～R46～県1 89 141 小岩井農場 雫石あねっこ 「小岩井農場」ソフトクリーム

盛岡 もりおか歴史文化館 「白龍本店」じゃじゃ麺

R4～R282～県257～県17～R4～R281 119 にしね、石神の丘、くずまき高原、白樺の里やまがた

到着 久慈 260 もぐらんぴあ・まちなか水族館 くじ 「魚棚」で飲む

9月18日 出発 久慈 7:30　出発

（木） R45～R395～県11～県42～R45～県221 71 おおの、はしかみ

八戸 八戸キャニオン（11:45～12:30NG)

県221～県29～県1(往復)～R340～八戸道・南郷IC～ 218 289 鮫角灯台 なんごう

東北道・水沢IC～R4～R397

奥州 水沢江刺駅（後藤新平像） 「おがた」前沢牛焼肉

県14～R343～県197～R4～東北道・平泉前沢IC～ みずさわ

若柳金城IC～県4～R398 68 357

登米

R398～県4～三陸道・登米IC～河北IC～R45～ 49 406

R398～県192～県234～R398

女川 「高政」笹かまぼこ

R398～市道～県18 18

到着 石巻 424 地元にお任せ

9月19日 出発 石巻 7:30　出発

（金） 三陸道・石巻河北IC～仙台東部道～仙台南部道～東北道・
白石IC～R4～R113～県3（往復）～R113～R13～県1～県

232
176 宮内駅（うさぎ駅長） 七ヶ宿、たかはた

米沢 「飛行船」米沢牛バーガー

県233～R287～県8～県250～R113～R7～県286～県3 93 269 いいで、白い森おぐに、関川、神林

村上 イヨボヤ会館

県3～県286～R7～県402（往復）～県53～R7～R8～ 78 マリンピア日本海 胎内、加治川、豊栄

県164～R116～県164～県51

到着 新潟 347 「河童」で飲む

9月20日 出発 新潟 7:30　出発

（土） R8～県2～県1～市道～県41～県7 33 新潟ふるさと村、花夢里にいつ

五泉

県7～R290～県9～R289～県9～R290～R351～R8～R17 79 112 漢学の里しただ、Ｒ２９０とちお

小千谷 錦鯉の里 ちぢみの里おぢや

R17～県50～県70～R291 37 149 越後川口、ゆのたに

南魚沼 「長森」蕎麦

R291～R17～県65 南魚沼、みつまた、たくみの里

沼田 あぐりーむ昭和

県65～R17～県101～県4～県101～県34～R17 74 こもち、よしおか温泉、赤城の恵

～R50～県78

到着 太田 223 おおた 「たぐち」で飲む

9月21日 出発 太田 7:30　出発

（日） 県2～R354～県357～県9～R354～R4～ 108 茂林寺 きたかわべ、ごか、庄和

市道～県371～県152～県3～R125～県45～県60 アグリパークゆめすぎと、童謡のふる里おおとね

羽生 はにゅう

県7～R125 9 117

行田 「かねつき堂」ゼリーフライ

R125～R17～県27～R407～県11～R385～R140 いちごの里よしみ、かわもと

～県69～市道～R17～R407～市道 96 213 赤城乳業本社 めぬま

～県276～R17～県127～R17～県13 おかべ

藤岡 ガトーフェスタハラダ工場見学（時間あれば） ふじおか 「ガトーフェスタハラダ」

県30～県174～県220～R254～市道 10 223

高崎 多胡碑（日本三古碑）

県71～県41～上信越道・吉井IC～長野道～中央道～東名 496 16:00　高速に乗るリミット

～名神～中国道・宝塚IC～R176

到着 自宅 719 22:00　帰宅予定

合計距離 3052


