道の駅名

電話番号

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

1月1日（火・祝）
【物産館・七彩館・花卉展示館】
11：00～15：00
【レストラン】
11：00～15：00

1月2日（水）

1月3日（木）

青-1

しちのへ

0176-62-5777

通常営業

通常営業

【物産館・七彩館・花卉展示館】
9：00～14：00
【レストラン】休業

青-2

はしかみ

0178-88-1800

通常営業

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
09：00～17：00

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】休業

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】休業
※レストランは1/4から通常営業

青-3

虹の湖

0172-54-2348

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

青-4

わきのさわ

0175-44-3252

定休日

定休日

全館休館

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

青-5

かわうち湖

0175-38-5108

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

青-6

しんごう

0178-78-3333

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

0172-92-3366

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～16：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
休業

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：30

【物産館】
9：00～16：00
【レストラン】
11：00～15：00

全館休館
（大型トイレ使用可）

全館休館
（大型トイレ使用可）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：30

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

青-7

ひろさき

通常営業

通常営業

青-8

奥入瀬

0176-72-3201

青-9

さんのへ

0179-22-0600

全館休館

全館休館

全館休館
※トイレは24時間使用可能

通常営業
【藍工房】休業

通常営業
【藍工房】休業

青-10

なみおか

0172-62-1170

通常営業
【藍工房】休業

通常営業
【藍工房】休業

【お土産コーナー】9:00～16:00
【レストランあっぷるひる】
9:00～16:00（L.O15:30）
【道草庵】7:00～16:00
【産直 浪岡アップル友の会】8:00～
12:00
【こみせ横丁】
・小山せんべい 9:00～16:00
・大福亭、けやぐの店 9:00～12:00
・寅次郎商店 休業
・浅草焼 9:00～15:00
【豆や】7:00～12:00
【JAフルーツショップ】休業
【藍工房】休業

青-11

十三湖高原

0173-62-3556

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
休業

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
休業

全館休館

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
休業

青-12

いまべつ

0174-31-5200

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30

青-13

なんごう

0178-82-2902

【ジャズの館】休業
他通常営業

【ジャズの館】休業
他通常営業

【直売所】
8：30～12：00
【レストラン・ジャズの館】休業

全館休館

全館休館

【ジャズの館】休業
【直売所】
10：00～15：00
【レストラン】
11：00～14：00

青-14

もりた

0173-26-4488

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～16：00
【産直】9：00～18：00
【パン工房】9：00～18：00
【そば処】11：00～16：00

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～16：00
【産直】9：00～18：00
【パン工房】9：00～18：00
【そば処】11：00～16：00

【物産館】9：00～16：00
【レストラン】11：00～15：00
【産直】9：00～15：00
【パン工房】9：00～16：00
【そば処】11：00～15：00

全館休館

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～16：00
【産直】9：00～18：00
【パン工房】9：00～17：00
【そば処】11：00～16：00

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～16：00
【産直】9：00～18：00
【パン工房】9：00～17：00
【そば処】11：00～16：00

青-15

浅虫温泉

017-737-5151

【1F物販コーナー】9：00～18：00
【3Fレストラン】11：00～17：30（ラスト
オーダー）
【5F展望浴場】7：00～20：30（受付終
了）
※ゆ～ざ市場9：00～17：30

【1F物販コーナー】9：00～18：00
【3Fレストラン】11：00～17：30（ラスト
オーダー）
【5F展望浴場】7：00～20：30（受付終
了）
※ゆ～ざ市場9：00～17：30

【1F物販コーナー】9：00～18：00
【3Fレストラン】11：00～17：30（ラスト
オーダー）
【5F展望浴場】7：00～20：30（受付終
了）
※ゆ～ざ市場9：00～17：30

【1F物販コーナー】9：00～18：00
【3Fレストラン】11：00～17：30（ラスト
オーダー）
【5F展望浴場】7：00～20：30（受付終
了）
※ゆ～ざ市場9：00～17：30

【1F物販コーナー】9：00～18：00
【3Fレストラン】11：00～17：30（ラスト
オーダー）
【5F展望浴場】7：00～20：30（受付終
了）
※ゆ～ざ市場9：00～17：30

【1F物販コーナー】9：00～18：00
【3Fレストラン】11：00～17：30（ラスト
オーダー）
【5F展望浴場】7：00～20：30（受付終
了）
※ゆ～ざ市場9：00～17：30

青-16

いかりがせき

0172-49-5020

【直売所・観光館】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00（ラストオー
ダー17：30）
【温泉】9：00～20：00
【ラーメン店】10：30～15：00（ラストオー
ダー14：30）
【たこ焼き屋】
9：00～17：00

【直売所・観光館】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00（ラストオー
ダー17：30）
【温泉】9：00～20：00
【ラーメン店】10：30～15：00（ラストオー
ダー14：30）
【たこ焼き屋】
9：00～17：00

【直売所・観光館】9：00～15：00
【レストラン】10：30～18：00（ラストオー
ダー17：30）
【温泉】9：00～20：00
全館休館
【ラーメン店】10：30～15：00（ラストオー
ダー14：30）
【たこ焼き屋】
9：00～15：00

【直売所・観光館】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00（ラストオー
ダー17：30）
【温泉】9：00～20：00
【ラーメン店】10：30～15：00（ラストオー
ダー14：30）
【たこ焼き屋】
9：00～17：00

【直売所・観光館】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00（ラストオー
ダー17：30）
【温泉】9：00～20：00
【ラーメン店】10：30～15：00（ラストオー
ダー14：30）
【たこ焼き屋】
9：00～17：00

青-17

いなかだて

0172-58-4411

【産直センター】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～17：30（LO16：30）

【産直センター】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～17：30（LO16：30）

【産直センター】
8：30～12：00
【レストラン】
11：00～14：30(LO14：00）

全館休館

【産直センター】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～17：30（LO16：30）

【産直センター】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～17：30（LO16：30）

青-18

よこはま

0175-78-6687

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～15：30

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～15：30

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～15：30

青-19

みんまや

0174-38-2301

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

青-20

こどまり

0173-27-9300

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

青-21

みさわ

0176-59-2711

【売店】9：00～15：00
【レストラン】
10：00～15：00

【売店】9：00～15：00
【レストラン】
10：00～15：00

全館休館

全館休館

【売店】9：00～15：00
【レストラン】
10：00～15：00

【売店】9：00～15：00
【レストラン】
10：00～15：00

青-22

とわだ

0176-28-3790

通常営業 8：00～19：00

通常営業 8：00～19：00

全館短縮営業
【物産館】
8：00～15：00
【レストラン】
11：00～14：30

全館短縮営業
【物産館】
9：00～16：00
【レストラン】
11：00～14：30

通常営業 8：00～19：00

通常営業 8：00～19：00

【物産】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00

全館16時閉館

全館休館

【物産】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【物産】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

青-23

つるた

0173-22-5656

【物産】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00

青-24

ふかうら

0173-76-3660

【物産】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～15：00

【物産】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～15：00

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

【直売所】
9：00～16：00
【レストラン】
10：00～15：00

全館休館

全館休館

全館休館

【直売所】
9：00～17：30
【レストラン】
10：00～16：00

青-25

おがわら湖

0176-58-1122

【直売所】
9：00～17：30
【レストラン】
10：00～16：00

青-26

たいらだて

0174-31-2211

おだいばオートビレッジセンターハウス おだいばオートビレッジセンターハウス おだいばオートビレッジセンターハウス おだいばオートビレッジセンターハウス おだいばオートビレッジセンターハウス おだいばオートビレッジセンターハウス
（管理棟）
（管理棟）
（管理棟）
（管理棟）
9： （管理棟）
（管理棟）
9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00
00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00

青-27

ろくのへ

0176-55-4134

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
10：00～15：30(L.O)

【物産館】
9：00～18：30
【レストラン】
10：00～15：30(L.O)

青-28

津軽白神

0172-85-2855

【売店・酒匠館】
9：00～17：30
【食堂・りんどう亭】
休業

全館休館

休館中

休館中

全館休館

全館休館

全館休館
※1/4～通常営業

全館休館

【売店】
9：00～17：00
【食堂】
11：00～16：00

【売店】
9：00～17：00
【食堂】
11：00～16：00

休館中

休館中

休館中

全館休館

売店・レストラン 改装工事により休業

岩-1

石鳥谷

0198-45-6868

【売店・酒匠館】
9：00～17：30
【食堂・りんどう亭】
11：00～17：30

岩-2

高田松原

0192-54-5011

休館中

岩-3

区界高原

0193-77-2266

※道の駅にお問合せ下さい。

道の駅名

電話番号

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

1月3日（木）

おおの

0194-77-3202

岩-5

種山ヶ原

0197-38-2215

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】休業

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】休業

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

岩-6

いわいずみ

0194-32-3070

通常営業
【物産館】8：30～17：30
【カフェ】9：00～16：30
【レストラン】11：00～16：00

通常営業
【物産館】8：30～17：30
【カフェ】9：00～16：30
【レストラン】11：00～16：00

【売店】8：30～15：00
【カフェ】9：00～15：00
【レストラン】
11：00～14：00

【売店】8：30～16：00
【カフェ】9：00～16：00
【レストラン】
11：00～15：00

【売店】8：30～17：00
【カフェ】9：00～16：00
【レストラン】
11：00～16：00

通常営業
【売店】8：30～17：30
【カフェ】9：00～16：30
【レストラン】
11：00～16：00

岩-7

のだ

0194-78-4171

【物産館】
9：00～17：00
【ソフト販売所】9：30～16：00
【レストラン】休業

【物産館】
9：00～17：00
【ソフト販売所】9：30～16：00
【レストラン】休業

【物産館】
9：00～13：00
【ソフト販売所】9：30～12：00
【レストラン】休業

全館休館

【物産館】
9：00～17：00
【ソフト販売所】9：30～16：00
【レストラン】休業

【物産館】
9：00～17：00
【ソフト販売所】9：30～16：00
【レストラン】11：00～15：00

【産直とれたろう】9：00～17：00
【ファーストフード】10：00～17：00
【善助屋食堂】11：30～15：00、17：30～
20：00
【コンビニ】7：00～20：00
【山長商店】9：00～18：30
【まつばや餅店】9：00～18：00
【ほにほに亭】10：00～16：00

【産直とれたろう】9：00～17：00
【ファーストフード】10：00～17：00
【善助屋食堂】11：30～15：00
【コンビニ】7：00～20：00
【山長商店】9：00～18：30
【まつばや餅店】9：00～18：00
【ほにほに亭】10：00～16：00

全館休館
【コンビニ】7：00～20：00

全館休館
【コンビニ】7：00～20：00

全館休館
【コンビニ】7：00～20：00

全館休館
【コンビニ】7：00～20：00

たろう

0193-87-2971

【大野産業デザインセンター】休業
【農産物直売所】休業
【食の館】休業
【おおの健康の湯】休業
【グリーンヒルおおの（宿泊施設)】
24H営業

1月2日（水）

岩-4

岩-8

【大野産業デザインセンター】
9：00～17：00
【農産物直売所】
9：00～18：00
【食の館】
11：00～18：00
【おおの健康の湯】
10：00～21：00
【グリーンヒルおおの（宿泊施設)】
24H営業

1月1日（火・祝）

【大野産業デザインセンター】
9：00～17：00
【農産物直売所】
9：00～18：00
【食の館】
11：00～18：00
【おおの健康の湯】
10：00～21：00
【グリーンヒルおおの（宿泊施設)】
24H営業

【大野産業デザインセンター】休業
【農産物直売所】休業
【食の館】休業
【おおの健康の湯】休業
【グリーンヒルおおの（宿泊施設)】
24H営業

【大野産業デザインセンター】
9：00～17：00
【農産物直売所】
9：00～18：00
【食の館】
11：00～18：00
【おおの健康の湯】
10：00～21：00
【グリーンヒルおおの（宿泊施設)】
24H営業

【大野産業デザインセンター】
9：00～17：00
【農産物直売所】
9：00～18：00
【食の館】
11：00～18：00
【おおの健康の湯】
10：00～21：00
【グリーンヒルおおの（宿泊施設)】
24H営業

※道の駅にお問合せ下さい。

岩-9

たのはた

0194-34-2111

岩-10

みずさわ

0197-26-3739

通常通り

通常通り

【物産館】
9：00～17：00
【れすとらん】11：00～17：00（L.O16：
30）

全館休館

【物産館】
9：00～18：00
【れすとらん】11：00～20：00（L.O19：
30）

【物産館】
9：00～18：00
【れすとらん】11：00～18：00（L.O17：
30）

岩-11

にしね

0195-75-0070

【産直・売店】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00（LO）
（ソフトクリーム 9：15～17：00）

【産直・売店】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00（LO）
（ソフトクリーム 9：15～17：00）

全館休館

全館休館

【産直・売店】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00（LO）
（ソフトクリーム 9：15～17：00）

【産直・売店】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00（LO）
（ソフトクリーム 9：15～17：00）

岩-12

白樺の里やまがた

0194-72-3131

【物産センター】
9：00～18：00
【食堂（食楽）】
11：00～14：00

【物産センター】
9：00～18：00
【レストラン】
休業

【物産センター】
9：00～17：00
【レストラン】
休業

【物産センター】
9：00～17：00
【レストラン】
休業

【物産センター】
9：00～18：00
【レストラン】
休業

【物産センター】
9：00～18：00
【レストラン】
休業

岩-13

みやもり

0198-67-2929

【直売所】
9：00～17：00

【直売所】
9：00～17：00

【直売所】
9：00～15：00

休館

【直売所】
9：00～17：00

【直売所】
9：00～17：00

岩-14

紫波

019-671-1300

【産直】8：00～17：30
【物産館】9：00～17：00
【レストラン】休業

【産直】8：00～15：00
【物産館】9：00～17：00
【レストラン】休業

全館休館

全館休館

全館休館

【産直】休業
【物産館】9：00～17：00
【レストラン】休業

岩-15

はやちね

0198-48-5018

冬期休館

冬期休館

冬期休館

冬期休館

冬期休館

冬期休館

【店舗】9：00～18：00
【フードショップ】
10：00～15：30（ソフトクリームのみ17：
00まで販売）
【無料休憩所】10：00～17：00

【店舗】9：00～18：00
【フードショップ】
10：00～15：30（ソフトクリームのみ17：
00まで販売）
【無料休憩所】10：00～17：00

【店舗】9：00～15：00
【フードショップ】10：00～14：00
【無料休憩所】10：00～14：00

全館休館

【店舗】9：30～17：00
【フードショップ】
10：30～15：00（ソフトクリームのみ16：
00まで販売）
【無料休憩所】10：30～16：00

【店舗】9：30～17：00
【フードショップ】
10：30～15：00（ソフトクリームのみ16：
00まで販売）
【無料休憩所】10：30～16：00

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～16：30

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～16：30

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～15：00

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～16：30

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～16：30

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
11：00～16：30

岩-16

やまだ

0193-89-7025

岩-17

遠野風の丘

0198-62-0888

岩-18

さんりく

0192-44-3241

【売店】
8：30～18：00
【ファストフード】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00

【売店】
8：30～18：00
【ファストフード】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00

【売店】
8：30～14：00
【ファストフード】
9：00～14：00
【レストラン】
11：00～13：30

【売店】
8：30～18：00
【ファストフード】
9：00～14：00
【レストラン】
11：00～17：00

【売店】
8：30～18：00
【ファストフード】
9：00～14：00
【レストラン】
11：00～17：00

【売店】
8：30～18：00
【ファストフード】
9：00～14：00
【レストラン】
11：00～17：00

岩-19

錦秋湖

0197-84-2990

通常営業
【物産館】9：00～18：00
【レストラン】
10：30～18：00（LO17：30）

通常営業
【物産館】9：00～18：00
【レストラン】
10：30～18：00（LO17：30）

【物産館】
9：00～15：00
【レストラン】
10：30～15：00(L.O14：30)

【物産館】
10：00～15：00
【レストラン】
10：00～15：00(L.O14：30)

通常営業
【物産館】9：00～18：00
【レストラン】
10：30～18：00（LO17：30）

通常営業
【物産館】9：00～18：00
【レストラン】
10：30～18：00（LO17：30）

岩-20

くずまき高原

0195-66-0711

通常営業
9：00～17：30

通常営業
9：00～17：30

9：00～12：00

全館休館

全館休館

初売
9：00～17：30

岩-21

石神の丘

0195-61-1600

【産直】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00

【産直】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00

全館休館

全館休館

【産直】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00

【産直】9：00～18：00
【レストラン】10：30～18：00

【産直・売店・こびるコーナー】
9：00～17：00
【あねっこ茶屋】
11：00～15：00（L.O14：30）
【お食事処こまくさ】
11：00～20：30（L.O20：00）
【温泉】
9：00～21：00（最終受付20：30）

【産直・売店・こびるコーナー】
9：00～16：00
【あねっこ茶屋】
11：00～15：00（L.O14：30）
【お食事処こまくさ】
11：00～16：00（L.O15：30）
【温泉】
9：00～16：00（最終受付15：30）

【産直・売店・こびるコーナー】
12：00～17：00
【あねっこ茶屋】
12：00～15：00（L.O14：30）
【お食事処こまくさ】
12：00～20：30（L.O20：00）
【温泉】
12：00～21：00（最終受付20：30）

【産直・売店・こびるコーナー】
9：00～17：00
【あねっこ茶屋】
11：00～15：00（L.O14：30）
【お食事処こまくさ】
11：00～20：30（L.O20：00）
【温泉】
9：00～21：00（最終受付20：30）

【産直・売店・こびるコーナー】
9：00～17：00
【あねっこ茶屋】
11：00～15：00（L.O14：30）
【お食事処こまくさ】
11：00～20：30（L.O20：00）
【温泉】
9：00～21：00（最終受付20：30）

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～15：00

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～15：00

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～15：00

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～15：00

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～15：00

【売店】
9：00～14：00
【レストラン】
10：30～13：00L.O

【売店】
11：00～17：00
【レストラン】
11：30～16：00L.O
※10：00～新春祈願祭開催します。
（餅つき振舞、餅まき等）

通常営業

通常営業

岩-22

雫石あねっこ

019-692-5577

【産直・売店・こびるコーナー】
9：00～17：00
【あねっこ茶屋】
11：00～15：00（L.O14：30）
【お食事処こまくさ】
11：00～20：30（L.O20：00）
【温泉】
9：00～21：00（最終受付20：30）

岩-23

とうわ

0198-42-3006

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】11：00～15：00

通常営業

通常営業

0195-42-4400

【産直】
8：00～19：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
8：00～19：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
8：00～19：00
【レストラン】
休館

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
11：00～15：00

かわさき

0191-36-5170

【産直】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
10：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
10：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【産直】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

岩-27

やまびこ館

0193-85-5011

通常営業

通常営業

【レストラン】10：45～15：00
【売店】8：00～15：00
【ファストフード】8：00～14：45
【ヤッホー館】9：30～14：45
【産直】9：00～13：00

【レストラン】11：00～15：00
【売店】10：00～15：00
【ファストフード】10：00～14：45
【ヤッホー館】10：30～14：45
【産直】休業

【レストラン】10：45～17：00
【売店】9：00～17：00
【ファストフード】9：00～16：45
【ヤッホー館】9：30～16：30
【産直】休業

通常営業

岩-28

みやこ

0193-71-3100

通常営業

通常営業

全館休館
（※屋外トイレ・EVは利用可能）

通常営業

通常営業

岩-29

三田貝分校

0194-25-4311

【購買部】
8：30～17：30
【給食室】
11：00～16：00

【購買部】
8：30～17：30
【給食室】
11：00～16：00

【購買部】
8：30～16：00
【給食室】
11：00～15：00

【購買部】
8：30～17：00
【給食室】
11：00～16：00

【購買部】
8：30～17：30
【給食室】
11：00～16：00

岩-30

くじ

0194-66-9200

通常営業

通常営業

通常営業
【土の館】物産館一部店舗
Café de la Place ランチのみ営業

通常営業
【土の館】物産館一部店舗
Café de la Place ランチのみ営業

岩-31

釜石仙人峠

0193-27-8530

岩-32

平泉

0191-48-4795

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
9：30～16：00
【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00
【ファストフード】
9：00～16：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
9：30～16：00
【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00
【ファストフード】
9：00～16：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
9：30～16：00
【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00
【ファストフード】
9：00～16：00

岩-33

むろね

0191-34-4180

【産直】
9：00～18：00
【食堂】
11：00～15：00（LO14：30）

【産直】
9：00～18：00
【食堂】
11：00～15：00（LO14：30）

【産直】
10：00～18：00
【食堂】
11：00～15：00（LO14：30）

岩-24

厳美渓

0191-29-2000

岩-25

おりつめ

岩-26

【物産・産直】
9：00～14：00
【レストラン】
10：30～14：00（LO13：30）
【ファーストフード】
10：00～14：00
【購買部】
8：30～15：00
【給食室】
11：00～14：00
【風の館】
観光交流センター通常営業
【土の館】
物産館 9：00～15：00
【地場食材レストラン山海里】休業

【土の館】物産館一部店舗営業
こしど久慈店 9：00～18：00
【地場食材レストラン山海里】休業
【風の館】休館

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～15：00
【レストラン】
11：00～14：00
【ファストフード】
9：00～14：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00
【ファストフード】
9：00～16：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
9：30～16：00
【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～16：00
【ファストフード】
9：00～16：00

【産直】
9：00～18：00
【食堂】
11：00～15：00（LO14：30）

【産直】
10：00～17：00
【食堂】
11：00～15：00（LO14：30）

【産直】
10：00～17：00
【食堂】
11：00～15：00（LO14：30）

道の駅名

電話番号

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

1月1日（火・祝）

1月2日（水）

1月3日（木）

宮-1

七ヶ宿

0224-37-2721

【売店】9：00～17：00
【レストラン】
10：30～15：30
(ラストオーダー15：00）

宮-2

津山

0225-69-2341

【クラフトショップもくもくハウス】
9：00～17：00
【産直ときめき野菜】9：00～17：00
【食事処木里口】10：00～18：00

【クラフトショップもくもくハウス】
9：00～12：00
【産直ときめき野菜】9：00～12：00
【食事処木里口】10：00～18：00

全館休館

【クラフトショップもくもくハウス】休業
【産直ときめき野菜】休業
【食事処木里口】10：00～18：00

【クラフトショップもくもくハウス】
9：00～17：00
【産直ときめき野菜】9：00～17：00
【食事処木里口】10：00～18：00

【クラフトショップもくもくハウス】
9：00～17：00
【産直ときめき野菜】9：00～17：00
【食事処木里口】10：00～18：00

宮-3

三本木

0229-52-6232

【売店】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～17：30（ラストオーダー17：30）
【軽食コーナー】
9：00～17：30

【売店】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～17：30（ラストオーダー17：30）
【軽食コーナー】
9：00～17：30

【売店】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～17：30（ラストオーダー17：30）
【軽食コーナー】
9：00～17：30

【売店】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～17：30（ラストオーダー17：30）
【軽食コーナー】
9：00～17：30

【売店】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～17：30（ラストオーダー17：30）
【軽食コーナー】
9：00～17：30

【売店】
9：00～18：00
【レストラン】
9：00～17：30（ラストオーダー17：30）
【軽食コーナー】
9：00～17：30

宮-4

路田里はなやま

0228-56-2265

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

【売店】9：00～17：00
【レストラン】
10：30～16：00

宮-5

大谷海岸

0226-44-3180

【売店】
9：00～17：30
【レストラン】
10：00～16：00

【売店】
9：00～17：30
【レストラン】
10：00～16：00

全館休業

全館休業

全館休業

【売店】
9：00～17：30
【レストラン】
10：00～16：00

宮-6

おおさと

022-359-2675

【物産館】
9：00～18：00
【フードコート】
9：00～18：00

【物産館】
9：00～17：00
【フードコート】
9：00～17：00

全館休館

全館休館

全館休館

初売り
【物産館】
9：00～18：00
【フードコート】
9：00～18：00

宮-7

米山

0220-55-2747

【産直】9：00～18：00
【レストラン】
10：00～16：00
【お休み処】
10：00～17：00

【産直】9：00～15：00
【レストラン】
11：00～14：00
【お休み処】
10：00～15：00

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

宮-8

あ・ら・伊達な道の
駅

0229-73-2236

【施設内】
8：45～18：00
【レストラン】
10：00～17：00
【屋外施設】
8：45～17：00

【施設内】
8：45～18：00
【レストラン】
10：00～17：00
【屋外施設】
8：45～17：00

【施設内】
8：45～16：30
【レストラン】
10：00～16：30
【屋外施設】
8：45～16：30

【施設内】
10：00～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【屋外施設】
10：00～17：00

【施設内】
10：00～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【屋外施設】
10：00～17：00

【施設内】
10：00～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【屋外施設】
10：00～17：00

宮-9

林林館

0220-45-1218
（林林館 森の茶
屋）
0220-45-1821
（林林館 本館）

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

通常営業

通常営業

通常営業

宮-10

上品の郷

【売店】9：00～17：00
【レストラン】
10：30～15：30
(ラストオーダー15：00）

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

0225-62-3670

通常営業

通常営業

【直売所】9：00～17：00
【レストラン栞】10：00～17：00
【コンビニ】6：00～17：00
【保養施設】9：00～16：00

【直売所】
9：00～18：00
【レストラン】
ランチのみ営業11：30～14：30

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

宮-11

みなみかた

0220-58-3111

【直売所】
9：00～18：00
【レストラン】
ランチ11：30～14：30
ディナー17：30～20：00

宮-12

村田

0224-83-5505

【物産館】休館
【レストラン】休業

【物産館】休館
【レストラン】休業

【物産館】休館
【レストラン】休業

【物産館】休館
【レストラン】休業

【物産館】休館
【レストラン】休業

【物産館】新春初売り
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～17：00（L.O16：30）

宮-13

三滝堂

0220-23-7891

通常営業
【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
10：00～17：00

通常営業
【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
10：00～17：00

通常営業
【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
10：00～17：00

通常営業
【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
10：00～17：00

通常営業
【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
10：00～17：00

通常営業
【物産館】
9：00～19：00
【レストラン】
10：00～17：00

秋-1

たかのす

0186-63-2233

【物産館】
9：30～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【大太鼓の館】
9：00～17：00

【物産館】
9：30～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【大太鼓の館】
9：00～17：00

【物産館】
9：30～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【大太鼓の館】
休館

全館休館

【物産館】
9：30～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【大太鼓の館】
9：00～17：00

【物産館】
9：30～17：00
【レストラン】
10：00～17：00
【大太鼓の館】
9：00～17：00

【レストラン】
11：00～18：00（L.O17：00）
【産直・物販】9：00～18：00
【軽食コーナー・グリーシーニ】
9：00～18：00
【軽食コーナー・福多珈琲】
9：00～18：00
【軽食コーナー・桃豚コモモデリ】
9：00～18：00

【レストラン】
11：00～15：00（L.O14：00）
【産直・物販】9：00～15：00
【軽食コーナー・グリーシーニ】
9：00～15：00
【軽食コーナー・福多珈琲】
9：00～15：00
【軽食コーナー・桃豚コモモデリ】
9：00～15：00

全館休館

全館休館

【レストラン】
11：00～18：00（L.O17：00）
【産直・物販】9：00～18：00
【軽食コーナー・グリーシーニ】
9：00～18：00
【軽食コーナー・福多珈琲】
9：00～18：00
【軽食コーナー・桃豚コモモデリ】
9：00～18：00

秋-2

ふたつい

0185-74-5118

【レストラン】
11：00～18：00（L.O17：00）
【産直・物販】9：00～18：00
【軽食コーナー・グリーシーニ】
9：00～18：00
【軽食コーナー・福多珈琲】
9：00～18：00
【軽食コーナー・桃豚コモモデリ】
9：00～18：00

秋-3

にしめ

0184-33-4260

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：00

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】休館

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】休館

秋-4

やたて峠

0186-51-2311

【日帰り入浴】
7：00～21：00
【売店】7：00～21：00
【レストラン】
11：30～13：30、17：00～18：30

【日帰り入浴】
7：00～21：00
【売店】7：00～21：00
【レストラン】
11：30～13：30、17：00～18：30

【日帰り入浴】
7：00～21：00
【売店】7：00～21：00
【レストラン】休業

【日帰り入浴】
7：00～21：00
【売店】7：00～21：00
【レストラン】
11：30～13：30、17：00～18：30

【日帰り入浴】
7：00～21：00
【売店】7：00～21：00
【レストラン】
11：30～13：30、17：00～18：30

【日帰り入浴】
7：00～21：00
【売店】7：00～21：00
【レストラン】
11：30～13：30、17：00～18：30

秋-5

はちもり

0185-78-2300

【あんとらあ売店・産直・レストラン】
9：00～17：00
【あんとらあ入館・手づくり体験館】
9：00～16：00

【あんとらあ売店・産直・レストラン】
9：00～15：00
【あんとらあ入館】
9：00～15：00
【手づくり体験館】休館

【あんとらあ売店・産直・レストラン】
10：00～15：00
【あんとらあ入館】
10：00～15：00
【手づくり体験館】休館

【あんとらあ売店・産直・レストラン】
9：00～17：00
【あんとらあ入館・手づくり体験館】
9：00～16：00

【あんとらあ売店・産直・レストラン】
9：00～17：00
【あんとらあ入館・手づくり体験館】
9：00～16：00

※道の駅にお問合せ下さい。

秋-6

かづの

0186-22-0555

【あんとらあ売店・産直・レストラン】
9：00～17：00
【あんとらあ入館・手づくり体験館】
9：00～16：00

秋-7

かみおか

0187-72-4004

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30
【屋台】
9：00～17：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30
【屋台】
9：00～17：00

【物産館】
9：00～16：00
【レストラン】
11：00～15：30
【屋台】
9：00～15：30

全館休館

【物産館】
9：00～16：00
【レストラン】
11：00～15：30
【屋台】
9：00～15：30

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30
【屋台】
9：00～17：00

秋-8

ことおか

0185-87-4311

【直売所】
9：00～17：00
【サンバリオ】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【直売所】
9：00～17：00
【サンバリオ】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【直売所】
9：00～12：00
【サンバリオ】
休館
【レストラン】
休館

全館休館

全館休館

全館休館

秋-9

東由利

0184-69-2611

【浴場・売店】10：00～21：00
【レストラン】11：00～21：00(L.O20：30)
（14：00～17：00ティータイム）

【浴場・売店】10：00～21：00
【レストラン】11：00～21：00(L.O20：30)
（14：00～17：00ティータイム）

【浴場・売店】
10：00～16：00
【レストラン】11：00～16：00(L.O15：30)

【浴場・売店】
10：00～16：00
【レストラン】11：00～16：00(L.O15：30)

【浴場・売店】10：00～21：00
【レストラン】11：00～21：00(L.O20：30)

【浴場・売店】10：00～21：00
【レストラン】11：00～21：00(L.O20：30)

秋-10

かみこあに

0186-77-3238

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00
（秋田杉の館：村の喫茶店のみ12/27
～1/3まで休業）

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00
（秋田杉の館：村の喫茶店のみ12/27
～1/3まで休業）

臨時休業

臨時休業

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00
（秋田杉の館：村の喫茶店のみ12/27
～1/3まで休業）

【物産館】
9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00
（秋田杉の館：村の喫茶店のみ12/27
～1/3まで休業）

秋-11

象潟

0184-32-5588

【物産館】9：00～19：00
【レストラン】
11：00～16：00、17：00～20：30（LO20：
00）
【展望温泉】9：00～21：00

【物産館】9：00～19：00
【レストラン】
11：00～16：00、17：00～20：30（LO20：
00）
【展望温泉】9：00～21：00

【物産館】9：00～19：00
【レストラン】
11：00～16：00、17：00～20：30（LO20：
00）
【展望温泉】9：00～21：00

【物産館】9：00～19：00
【レストラン】
11：00～16：00、17：00～20：30（LO20：
00）
【展望温泉】9：00～21：00

【物産館】9：00～19：00
【レストラン】
11：00～16：00、17：00～20：30（LO20：
00）
【展望温泉】9：00～21：00

【物産館】9：00～19：00
【レストラン】
11：00～16：00、17：00～20：30（LO20：
00）
【展望温泉】9：00～21：00

秋-12

なかせん

0187-56-4515

【売店・直売】
9：00～18：00
【そばうどん味穂】
9：00～17：00

【売店・直売】
9：00～18：00
【そばうどん味穂】
9：00～17：00

全館休館

全館休館

【売店・直売】
9：00～18：00
【そばうどん味穂】
休業

【売店・直売】
9：00～18：00
【そばうどん味穂】
休業

秋-13

おがち

0183-52-5500

通常営業
【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：30(L.O18：00)
【直売所】
9：00～17：00
【カフェ】
10：30～15：00

通常営業
【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：30(L.O18：00)
【直売所】
9：00～17：00
【カフェ】
10：30～15：00

【物産館】
9：00～15：00
【レストラン】11：00～15：00(L.O14：30)
【直売所】
9：00～15：00
【カフェ】
10：30～15：00

【物産館】
10：00～18：00
【レストラン】11：00～18：30(L.O18：00)
【直売所】
10：00～17：00
【カフェ】
10：00～15：00

通常営業
【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：30(L.O18：00)
【直売所】
9：00～17：00
【カフェ】
10：30～15：00

通常営業
【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：30(L.O18：00)
【直売所】
9：00～17：00
【カフェ】
10：30～15：00

【天王温泉くらら】
9：00～22：00（最終受付21：30）
【レストランくらら】
11：00～20：00（L.O19：30）
【食菜館くらら】9:00～17：00
【レストランなっぱ・はうす】
9：00～17：30（LO17：00）
【天王スカイタワー】9：00～17：00

【天王温泉くらら】
9：00～22：00（最終受付21：30）
【レストランくらら】
11：00～20：00（L.O19：30）
【食菜館くらら】9:00～17：00
【レストランなっぱ・はうす】
9：00～17：30（LO17：00）
【天王スカイタワー】9：00～17：00

【天王温泉くらら】
7：00～18：00（最終受付17：30）
【レストランくらら】
11：00～16：00（L.O15：30）
【食菜館くらら】休館
【レストランなっぱ・はうす】休館
【天王スカイタワー】休館

【天王温泉くらら】
7：00～18：00（最終受付17：30）
【レストランくらら】
11：00～16：00（L.O15：30）
【食菜館くらら】休館
【レストランなっぱ・はうす】休館
【天王スカイタワー】6：30～12：00

【天王温泉くらら】
9：00～20：00（最終受付19：30）
【レストランくらら】
11：00～20：00（L.O19：30）
【食菜館くらら】9:00～17：00
【レストランなっぱ・はうす】
9：00～17：30（LO17：00）
【天王スカイタワー】9：00～17：00

【天王温泉くらら】
9：00～20：00（最終受付19：30）
【レストランくらら】
11：00～20：00（L.O19：30）
【食菜館くらら】9:00～17：00
【レストランなっぱ・はうす】
9：00～17：30（LO17：00）
【天王スカイタワー】9：00～17：00

秋-14

てんのう

018-878-6588

秋-15

岩城

0184-73-3789

通常営業

通常営業

【道の駅交流センター】
（売店・レストラン）9：00～15：00
【岩城温泉港の湯】
9：00～18：00
【オートキャンプ場】休業

全館休業
【オートキャンプ場】休業

通常営業

通常営業

秋-16

しょうわ

018-855-5041

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：00

全館休業

全館休業

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～18：00

道の駅名

電話番号

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

1月1日（火・祝）

1月2日（水）

1月3日（木）

秋-17

みねはま

0185-76-4649

【直売所】
9：00～17：00
【レストラン】
休館

【直売所】
9：00～17：00
【レストラン】
休館

【直売所】
9：00～15：00
【レストラン】
休館

全館休館

全館休館

全館休館

秋-18

さんない

0182-56-1600

通常営業
【物産・産直施設】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～19：00（ラストオーダー18：00）

通常営業
【物産・産直施設】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～19：00（ラストオーダー18：00）

【物産・産直施設】
9：00～16：00
【レストラン】
11：00～16：00（ラストオーダー15：30）

全館休館

全館休館

通常営業
【物産・産直施設】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～19：00（ラストオーダー18：00）

秋-19

おおうち

0184-62-1126

通常営業

通常営業

【農産物直売所】
9：00～14：00

【農産物直売所】
休業

通常営業

通常営業

【売店】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～14：00（LO13：30）

全館休館

全館休館

全館休館

【売店】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00（LO15：30）

秋-20

あに

0186-69-2575

【売店】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00（LO15：30）

秋-21

ひない

0186-55-1000

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～20：00

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～14：00

全館休館

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～16：00
【レストラン】
11：00～20：00

秋-22

五城目

018-879-8411

【カフェ＆ギャラリーHIROGANO】
9：00～17：00
【物産館Moriyama】9：00～17：00
【レストランだまこ庵】11：00～15：00

【カフェ＆ギャラリーHIROGANO】
9：00～17：00
【物産館Moriyama】9：00～17：00
【レストランだまこ庵】11：00～15：00

全館休館

全館休館

【カフェ＆ギャラリーHIROGANO】
9：00～17：00
【物産館Moriyama】9：00～17：00
【レストランだまこ庵】11：00～15：00

【カフェ＆ギャラリーHIROGANO】
9：00～17：00
【物産館Moriyama】9：00～17：00
【レストランだまこ庵】11：00～15：00

秋-23

清水の里・鳥海郷

0184-59-2022

通常営業

通常営業

全館休館

全館休館

全館休館

通常営業

【売店】9：00～18：00
【軽食コーナー】9：00～18：00
【レストラン】9：00～17：00

【売店】9：00～正午
【軽食コーナー】9：00～正午
【レストラン】休業

休業

【売店】9：00～18：00
【軽食コーナー】9：00～18：00
【レストラン】9：00～17：00

【売店】9：00～18：00
【軽食コーナー】9：00～18：00
【レストラン】9：00～17：00

秋-24

雁の里せんなん

0182-37-3000

【売店】9：00～18：00
【軽食コーナー】9：00～18：00
【レストラン】9：00～17：00

秋-25

協和

018-881-6646

通常営業
【直売・売店】9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：00
【クイック】10：00～18：00

通常営業
【直売・売店】9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：00
【クイック】10：00～18：00

【直売・売店】9：00～16：00
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）
【クイック】10：00～16：00

【直売・売店】9：00～16：00
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）
【クイック】10：00～16：00

通常営業
【直売・売店】9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：00
【クイック】10：00～18：00

通常営業
【直売・売店】9：00～18：00
【レストラン】11：00～18：00
【クイック】10：00～18：00

秋-26

十文字

0182-23-9320

通常営業

通常営業

【直売所】9：00～15：00
【物産館】9：00～15：00
【レストラン】9：00～15：00

通常営業

通常営業

通常営業

秋-27

おおがた

0185-22-4141

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～14：00

全館休館

全館休館

9：00～14：00

【展望台】9：00～21：00
【セリオンガーデン（物産館）】
9：00～18：00
【セリオンキッチン】
11：00～15：00
【セリオンカフェ】11：00～16：00
【土崎湊屋】11：00～16：00
【うどん・そば自販機】10：00～17：00
【カキ小屋石巻】11：00～16：00

【展望台】9：00～21：00
【セリオンガーデン（物産館）】
9：00～16：00
【セリオンキッチン】休業
【セリオンカフェ】11：00～16：00
【土崎湊屋】11：00～16：00
【うどん・そば自販機】10：00～17：00
【カキ小屋石巻】休業

【展望台】9：00～21：00
【セリオンガーデン（物産館）】
9：00～18：00
【セリオンキッチン】休業
【セリオンカフェ】休業
【土崎湊屋】休業
【うどん・そば自販機】10：00～17：00
【カキ小屋石巻】休業

【展望台】9：00～21：00
【セリオンガーデン（物産館）】
9：00～18：00
【セリオンキッチン】
11：00～15：00
【セリオンカフェ】11：00～16：00
【土崎湊屋】11：00～16：00
【うどん・そば自販機】10：00～17：00
【カキ小屋石巻】11：00～16：00

【展望台】9：00～21：00
【セリオンガーデン（物産館）】
9：00～18：00
【セリオンキッチン】
11：00～15：00
【セリオンカフェ】11：00～16：00
【土崎湊屋】11：00～16：00
【うどん・そば自販機】10：00～17：00
【カキ小屋石巻】11：00～16：00

秋-28

あきた港

018-857-3381

【展望台】9：00～21：00
【セリオンガーデン（物産館）】
9：00～18：00
【セリオンキッチン】
11：00～15：00
【セリオンカフェ】11：00～16：00
【土崎湊屋】11：00～16：00
【うどん・そば自販機】10：00～17：00
【カキ小屋石巻】11：00～16：00

秋-29

こさか七滝

0186-29-3777

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

冬期閉鎖

0186-62-5330

【物販施設】
9：00～18：15
【レストラン】
9：00～18：00

【物販施設】
9：00～18：15
【レストラン】
9：00～18：00

【物販施設】
9：00～18：15
【レストラン】
9：00～18：00

【物販施設】
9：00～18：15
【レストラン】
9：00～18：00

【物販施設】
9：00～18：15
【レストラン】
9：00～18：00

【物販施設】
9：00～18：15
【レストラン】
9：00～18：00

【直売所】
9：00～15：00
【レストラン】
11：00～L.O14：30
【カフェ】
9：00～L.O14：30
【ファストフード】
10：00～15：00

全館休館

【直売所】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～LO16：00
【カフェ】
9：00～LO16：30
【ファストフード】
10：00～17：00

【直売所】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～LO16：00
【カフェ】
9：00～LO16：30
【ファストフード】
10：00～17：00

秋-30

大館能代空港

【直売所】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～LO16：00
0183－56－6128
【カフェ】
9：00～LO16：30
【ファストフード】
10：00～17：00

【直売所】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～LO16：00
【カフェ】
9：00～LO16：30
【ファストフード】
10：00～17：00

秋-31

うご

秋-32

おおゆ

0186-22-4184

【ショップ】9：00～18：00
【カフェ】11：00～16：00
【ラーメン】休業

【ショップ】9：00～18：00
【カフェ】11：00～16：00
【ラーメン】11：00～15：00

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

秋-33

おが

0185-47-7515

【物産館】9：00～17：00
【軽食コーナー】10：00～16：00
【レストラン】
10：30～18：00（LO17：30）

【物産館】9：00～17：00
【軽食コーナー】10：00～16：00
【レストラン】
10：30～18：00（LO17：30）

【物産館】9：00～14：00
【軽食コーナー】10：00～14：00
【レストラン】
10：30～15：00（LO14：30）

全館休館

全館休館

全館休館

山-1

月山

0235-53-3411

【文化創造館】
9：00～17：00
【大梵字】
9：00～17：00
【梵字の蔵】
9：00～17：00
【梵字の茶屋】
9：00～17：00

【文化創造館】
9：00～17：00
【大梵字】
9：00～17：00
【梵字の蔵】
9：00～17：00
【梵字の茶屋】
9：00～17：00

【文化創造館】休館
【そば処大梵字】
11：00～15：00
【梵字の蔵】休業
【梵字の茶屋】休業
【ボルダリング】休業

全館休館

全館休館

【文化創造館】
10：00～16：00
【大梵字】
休業
【梵字の蔵】
9：00～17：00
【梵字の茶屋】
9：00～17：00

山-2

河北

0237-72-2870

休館中

休館中

休館中

休館中

休館中

休館中

【さくらんぼ館】
9：00～17：00
【チェリーランドさがえ】9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00（L.O16：30）

【さくらんぼ館】
休館
【チェリーランドさがえ】9：00～14：30
【レストラン】
10：30～14：30（L.O14：00）

【さくらんぼ館】
休館
【チェリーランドさがえ】9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00（L.O16：30）

【さくらんぼ館】
9：00～17：00
【チェリーランドさがえ】9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00（L.O16：30）

【さくらんぼ館】
9：00～17：00
【チェリーランドさがえ】9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00（L.O16：30）

山-3

寒河江

0237-86-1818

【さくらんぼ館】
9：00～17：00
【チェリーランドさがえ】9：00～17：30
【レストラン】
10：30～17：00（L.O16：30）

山-4

あつみ

0235-44-3211

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
7：00～16：40ラストオーダー

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
7：00～16：40ラストオーダー

【物産館・レストラン】
全施設 休館

【物産館・レストラン】
全施設 休館

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
7：00～16：40ラストオーダー

【物産館】
8：30～17：30
【レストラン】
7：00～16：40ラストオーダー

山-5

にしかわ

0237-74-2100

【銘水完売店】9：00～17：30
【レストラン】10：00～17：30（LO17：00）
ランチ11：00～15：00
【観光案内所】9：00～17：00
【水沢温泉館】8：00～20：00

【銘水完売店】9：00～17：30
【レストラン】10：00～17：30（LO17：00）
ランチ11：00～15：00
【観光案内所】9：00～17：00
【水沢温泉館】8：00～20：00

【銘水完売店】休館日
【レストラン】休館日
【観光案内所】休館日
【水沢温泉館】8：00～20：00

【銘水完売店】休館日
【レストラン】休館日
【観光案内所】休館日
【水沢温泉館】8：00～20：00

【銘水完売店】9：00～17：30
【レストラン】10：00～17：30（LO17：00）
ランチ11：00～15：00
【観光案内所】9：00～17：00
【水沢温泉館】8：00～20：00

【銘水完売店】9：00～17：30
【レストラン】10：00～17：30（LO17：00）
ランチ11：00～15：00
【観光案内所】9：00～17：00
【水沢温泉館】8：00～20：00

山-6

いいで

0238-86-3939

【物産館】
10：00～17：00
【レストラン】
11：00～17：00(L.O16：30)

【物産館】
10：00～17：00
【レストラン】
11：00～17：00(L.O16：30)

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～17：00(L.O16：30)

【物産館】
10：00～17：00
【レストラン】
11：00～17：00(L.O16：30)

山-7

むらやま

0237-55-7100

通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

【物産館】
9：00～16：30
【レストラン】
12月～3月末休業

【物産館】
9：00～16：30
【レストラン】
12月～3月末休業

【物産館】
9：00～16：30
【レストラン】
12月～3月末休業

【物産館】
9：00～16：30
【レストラン】
12月～3月末休業

【物産館】
9：00～16：30
【レストラン】
12月～3月末休業

【特産品・ファーストフード・ベーカリー】
8：30～17：00
【食堂・ラーメン・直売所】
9：00～17：00

【特産品・ファーストフード・ベーカリー】
8：30～15：00
全館休館
【食堂・ラーメン・直売所】
9：00～15：00

【特産品・ファーストフード・ベーカリー】
8：30～17：00
【食堂・ラーメン・直売所】
9：00～17：00

【特産品・ファーストフード・ベーカリー】
8：30～17：00
【食堂・ラーメン・直売所】
9：00～17：00

全館休館

【売店】9：00～16：00
【軽食コーナー】9：00～15：30
【あいあい】11：00～14：00

【売店】9：00～16：00
【軽食コーナー】9：00～15：30
【あいあい】11：00～14：00

全館休館

【物産】9：00～17：30
【産直】9：30～17：00
【レストラン】10：00～17：00
なくなり次第終了

【物産】9：00～17：30
【産直】9：30～17：00
【レストラン】10：00～17：00
なくなり次第終了

山-8

とざわ

0233-72-3303

【物産館】
9：00～16：30
【レストラン】
12月～3月末休業

山-9

鳥海

0234-71-7222

【特産品・ファーストフード・ベーカリー】
8：30～17：00
【食堂・ラーメン・直売所】
9：00～17：00

山-10

田沢

0238-31-2753

※道の駅にお問合せ下さい。

山-11

白い森おぐに

0238-62-3719

通常営業

通常営業

【売店】9：00～15：30
【軽食コーナー】9：00～15：00
【あいあい】11：00～14：00

山-12

おおえ

0237-62-5845

【物産】9：00～17：30
【産直】9：30～17：00
【レストラン】10：00～17：00
なくなり次第終了

【物産】9：00～17：30
【産直】9：30～17：00
【レストラン】10：00～17：00
なくなり次第終了

短縮して午前のみ営業
【物産】9：00～12：00
【産直】9：30～12：00
【レストラン】10：00～11：30

道の駅名

電話番号

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

1月1日（火・祝）

1月2日（水）

1月3日（木）

【産直】
9：00～17：30
【レストラン】
9：30～16：00

【産直】
9：00～17：30
【レストラン】
9：30～16：00

【産直】
9：00～15：00
【レストラン】
休業

【産直】
9：00～15：00
【レストラン】
休業

【産直】
9：00～15：00
【レストラン】
休業

【産直】
9：00～15：00
【レストラン】
休業

山-13

庄内みかわ

0235-66-4833

山-14

たかはた

0238-52-5433

【観光案内所】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00
【産直、売店】
9：30～17：00

【観光案内所】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00
【産直、売店】
9：30～17：00

【観光案内所】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00
【産直、売店】
9：30～17：00

来場者へ「紅白初飴振舞」
【観光案内所】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00
【産直、売店】
9：30～17：00

来場者へ「紅白初飴振舞」
【観光案内所】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00
【産直、売店】
9：30～17：00

来場者へ「紅白初飴振舞」
【観光案内所】
9：00～17：00
【レストラン】
10：00～16：00
【産直、売店】
9：30～17：00

山-15

天童温泉

023-651-2002

【サンピュア店】9：00～18：00
【食堂】9：00～16：00
【もり～な天童】9：00～18：00

【サンピュア店】9：00～18：00
【食堂】9：00～16：00
【もり～な天童】9：00～18：00

【サンピュア店】9：00～18：00
【食堂】9：00～16：00
【もり～な天童】9：00～18：00

全館休館

【サンピュア店】9：00～18：00
【食堂】9：00～16：00
【もり～な天童】9：00～18：00

【サンピュア店】9：00～18：00
【食堂】9：00～16：00
【もり～な天童】9：00～18：00

山-16

尾花沢

0237-24-3535

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
10：30～17：30(L.O17：00)

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
10：30～17：30(L.O17：00)

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
10：30～17：30(L.O17：00)

全館休館

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
10：30～17：30(L.O17：00)

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
10：30～17：30(L.O17：00)

山-17

白鷹ヤナ公園

0238-85-5577

通常営業
10：00～17：00

通常営業
10：00～17：00

【売店・レストラン】10：00～13：00

全館休館（インフォメーション・トイレ除
く）

全館休館（インフォメーション・トイレ除
く）

全館休館（インフォメーション・トイレ除
く）

山-18

あさひまち

0237-85-0623

【直売所】9：00～17：00
【軽食コーナー】10：00～15：30
【マルシェ】10：00～15：00

【直売所】9：00～17：00
【軽食コーナー】10：00～15：30
【マルシェ】10：00～15：00

【直売所】9：00～17：00
【軽食コーナー】休み
【マルシェ】10：00～14：00

全館休館

全館休館

全館休館

山-19

しょうない

0234-56-3039

【産直】9：30～17：30
【レストラン】11：00～15：00

【産直】9：30～12：00
【レストラン】11：00～14：00

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

山-20

川のみなと長井

0238-87-1121

【物産館】9：00～18：00
【物産館】9：00～18：00
【物産館】9：00～17：00
【物産館】10：00～16：30
【物産館】9：00～16：30
【物産館】9：00～16：30
【レストラン】10：00～18：00（オーダース 【レストラン】10：00～18：00（オーダース 【レストラン】10：00～17：00（オーダース 【レストラン】10：00～16：30（オーダース 【レストラン】10：00～16：30（オーダース 【レストラン】10：00～16：30（オーダース
トップ17：00）
トップ17：00）
トップ16：00）
トップ16：00）
トップ16：00）
トップ16：00）

山-21

米沢

0238-40-8400

通常営業

通常営業

福-1

つちゆ

0243-24-2148

【シルクピア】
9：00～17：00
【ここら】9：00～17：00
【蕎麦六】11：30～14：00

【物産・農産コーナー】9：00～16：00
【ファストフード店】10：00～16：00
【フードコート】10：00～16：00
【牛毘亭】11：00～16：00
【セブンイレブン】7：00～21：00

【牛毘亭】11：00～21：00

【牛毘亭】11：00～21：00

【牛毘亭】11：00～21：00

【シルクピア】
9：00～18：00
【ここら】【蕎麦六】休業

【シルクピア】
9：00～18：00
【ここら】【蕎麦六】休業

※道の駅にお問合せ下さい。

福-2

川俣

024-566-5253

【シルクピア】
9：00～17：00
【ここら】9：00～17：00
【蕎麦六】11：30～14：00

福-3

たじま

0241-66-3333

【物産館】7：00～18：00

【物産館】7：00～18：00

【物産館】7：00～18：00

【物産館】7：00～18：00

【物産館】7：00～18：00

【物産館】7：00～18：00

【物産】9：00～18：00
【のぼり食堂】7：00～19：00
【コンビニ】24H営業
【駅菜都】9：00～18：00
【もめん亭】10：30～16：00
【岩井屋】9：00～17：00
【みどり湯食堂】11：00～19：00
【和紙伝承館】9：00～17：00
【アイス工房】店休

【物産】9：00～18：00
【のぼり食堂】7：00～19：00
【コンビニ】24H営業
【駅菜都】9：00～18：00
【もめん亭】10：30～16：00
【岩井屋】休業
【みどり湯食堂】11：00～19：00
【和紙伝承館】9：00～17：00
【アイス工房】店休

【物産】9：00～17：00
【のぼり食堂】7：00～17：00
【コンビニ】24H営業
【駅菜都】9：00～17：00
【もめん亭】休業
【岩井屋】休業
【みどり湯食堂】11：00～16：00
【和紙伝承館】9：00～16：00
【アイス工房】店休

【物産】10：00～17：00
【のぼり食堂】10：00～17：00
【コンビニ】24H営業
【駅菜都】休業
【もめん亭】休業
【岩井屋】休業
【みどり湯食堂】休業
【和紙伝承館】休館
【アイス工房】店休

【物産】9：00～18：00
【のぼり食堂】9：00～17：00
【コンビニ】24H営業
【駅菜都】9：00～18：00
【もめん亭】10：30～16：00
【岩井屋】9：00～17：00
【みどり湯食堂】11：00～16：00
【和紙伝承館】9：00～16：00
【アイス工房】10：00～16：00

【物産】9：00～18：00
【のぼり食堂】9：00～18：00
【コンビニ】24H営業
【駅菜都】9：00～18：00
【もめん亭】10：30～16：00
【岩井屋】9：00～17：00
【みどり湯食堂】11：00～16：00
【和紙伝承館】9：00～17：00
【アイス工房】10：00～16：00

【銘産】8：30～18：00
【農産】8：30～18：00
【ベーカリー】8：00～18：00
【道ナカ食堂】7：00～18：00
【コンビニ】24時間営業
【花咲喫茶】10：00～18：00

【銘産】8：30～17：00
【農産】8：30～17：00
【ベーカリー】8：00～17：00
【道ナカ食堂】7：00～17：00
【コンビニ】24時間営業
【花咲喫茶】10：00～16：00

【銘産】10：00～17：00
【農産】10：00～17：00
【ベーカリー】10：00～17：00
【道ナカ食堂】10：00～17：00
【コンビニ】24時間営業
【花咲喫茶】休業

【銘産】9：00～18：00
【農産】9：00～18：00
【ベーカリー】9：00～18：00
【道ナカ食堂】9：00～17：00
【コンビニ】24時間営業
【花咲喫茶】休業

【銘産】9：00～18：00
【農産】9：00～18：00
【ベーカリー】9：00～18：00
【道ナカ食堂】9：00～18：00
【コンビニ】24時間営業
【花咲喫茶】休業

通常営業
【ふるさと亭売店】
10：00～18：00
【レストラン】
10：00～18：00（LO17：45）
【蔵の湯】
9：00～21：00
（最終受付20：00）

通常営業
【ふるさと亭売店】
10：00～18：00
【レストラン】
10：00～18：00（LO17：45）
【蔵の湯】
9：00～21：00
（最終受付20：00）

【売店】
8：30～17：00
【食堂】
10：00～15：00

【売店】
8：30～17：00
【食堂】
10：00～15：00

0243-61-3100
(上り)

福-4

全館休館

全館休館

安達

0243-24-9200
(下り)

福-5

喜多の郷

0241-21-1139

通常営業
【ふるさと亭売店】
10：00～18：00
【レストラン】
10：00～18：00（LO17：45）
【蔵の湯】
9：00～21：00
（最終受付20：00）

福-6

裏磐梯

0241-33-2241

【売店】
8：30～17：00
【食堂】
10：00～15：00

福-7

ならは

0240-25-3113

現在休館中

現在休館中

現在休館中

現在休館中

現在休館中

現在休館中

福-8

そうま

0244-36-3171

【物産館】9：00～18：00
【レストラン】8：00～18：00

【物産館】9：00～18：00
【レストラン】8：00～18：00

【物産館】9：00～18：00
【レストラン】8：00～16：00

休館

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】8：00～17：00

【物産館】9：00～18：00
【レストラン】8：00～18：00

福-9

はなわ

0247-44-0123

【直売所】9：00～18：00
【レストラン天領】10：30～17：30

【直売所】9：00～18：00
【レストラン天領】10：30～17：30

【直売所】9：00～14：00
【レストラン天領】10：30～15：00

【直売所】休業
【レストラン天領】10：30～17：00

【直売所】9：00～14：00
【レストラン天領】10：30～17：00

【直売所】9：00～14：00
【レストラン天領】10：30～17：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

【ふるさと亭売店】
10：00～15：00
【レストラン】
10：00～15：00（LO14：00）
【蔵の湯】
9：00～14：00
（最終受付13：00）

全館休館

【ふるさと亭売店・レストラン】
休業
【蔵の湯】
6：00～15：00
（最終受付14：00）

【売店】
8：30～17：00
【食堂】
10：00～15：00

【売店】
8：30～17：00
【食堂】
10：00～15：00

【売店】
8：30～17：00
【食堂】
10：00～15：00

福-10

会津柳津

0241-42-2324

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～14：00

福-11

ふくしま東和

0243-46-2113

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～15：00

【物産館】
9：00～15：00
【レストラン】
休業

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～15：00
【レストラン】
11：00～15：00

福-12

にしあいづ

0241-48-1512

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00（LO16：30）
【フードコート】
11：00～16：00（LO15：30）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00（LO16：30）
【フードコート】
11：00～16：00（LO15：30）

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
11：00～17：00（LO16：30）
【フードコート】
11：00～16：00（LO15：30）

全館休館

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00（LO16：30）
【フードコート】
11：00～16：00（LO15：30）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～17：00（LO16：30）
【フードコート】
11：00～16：00（LO15：30）

福-13

尾瀬街道みしま宿

0241-48-5677

通常営業

通常営業

【売店】8：00～15：00
【食堂】休み

全館休館

全館休館

全館休館

福-14

たまかわ

0247-57-3800

【直売所】
8：30～18：00
【食事処】
11：00～16：00

【直売所】
8：30～18：00
【食事処】
11：00～16：00

【直売所】
8：30～15：00
【食事処】
11：00～15：00

【直売所】休業
【食事処】休業

【直売所】
8：30～18：00
【食事処】
11：00～15：00

【直売所】
8：30～18：00
【食事処】
11：00～15：00

福-15

羽鳥湖高原

0248-85-2547

【売店】
9：00～18：00
【食堂】
10：00～16：00

【売店】
9：00～18：00
【食堂】
10：00～16：00

【売店】
9：00～18：00
【食堂】
10：00～16：00

【売店】
9：00～18：00
【食堂】
10：00～16：00

【売店】
9：00～18：00
【食堂】
10：00～16：00

【売店】
9：00～18：00
【食堂】
10：00～16：00

福-16

南相馬

0244-26-5100

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30（L.O15：00）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30（L.O15：00）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30（L.O15：00）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30（L.O15：00）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30（L.O15：00）

【物産館】
9：00～18：00
【レストラン】
11：00～15：30（L.O15：00）

福-17

しもごう

0241-67-3802

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
10：30～16：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
10：30～16：00

全館休館

全館休館

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
10：30～16：00

【物産館】
9：00～17：00
【レストラン】
10：30～16：00

福-18

ひらた

0247-55-3501

【直売所】
9：00～18：00
【食堂】
11：00～17：00（LO16：30）
【ファーストフード】
10：00～17：00

【直売所】
9：00～18：00
【食堂】
11：00～17：00（LO16：30）
【ファーストフード】
10：00～17：00

【直売所】
9：30～17：00
【食堂】
11：00～17：00（LO16：30）
【ファーストフード】
10：00～17：00

初売り
【直売所】
9：00～17：00
【食堂】
11：00～17：00（LO16：30）
【ファーストフード】
10：00～17：00

初売り
【直売所】
9：30～17：00
【食堂】
11：00～17：00（LO16：30）
【ファーストフード】
10：00～17：00

福-19

よつくら港

0246-32-8075

【交流館】直売所9：00～17：00
フードコート10：00～17：00（L.O16：30）
【情報館】
8：30～22：00
【チャイルドハウスふくまる】
10：00～16：00

【交流館】直売所9：00～17：00
フードコート10：00～17：00（L.O16：30）
【情報館】
8：30～22：00
【チャイルドハウスふくまる】
休館

【交流館】直売所9：00～17：00
フードコート10：00～17：00（L.O16：30）
【情報館】
8：30～22：00
【チャイルドハウスふくまる】
休館

【交流館】直売所9：00～17：00
フードコート10：00～17：00（L.O16：30）
【情報館】
8：30～22：00
【チャイルドハウスふくまる】
休館

【交流館】直売所9：00～17：00
フードコート10：00～17：00（L.O16：30）
【情報館】
8：30～22：00
【チャイルドハウスふくまる】
休館

【直売所】【食堂】【ファーストフード】
休業
※情報提供施設、トイレ、休憩所は２４
H開放

【交流館】休館
【情報館】
8：30～22：00
【チャイルドハウスふくまる】
休館

道の駅名

電話番号

12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月）

1月1日（火・祝）

1月2日（水）

1月3日（木）

福-20

ばんだい

0242-74-1091

※道の駅にお問合せ下さい。

福-21

ふるどの

0247-53-4070

※道の駅にお問合せ下さい。

福-22

番屋

0241-78-2785

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

【物産】8：00～16：30
【レストラン】9:00～16:00

【物産】8：00～16：30
【レストラン】9:00～16:00

福-23

季の里天栄

0248-81-1455

【物産】9：00～17：00
【レストラン】休業

【物産】9：00～17：00
【レストラン】休業

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

福-24

きらら289

0241-71-1289

【物産館】
9：00～21：00
【レストラン】
11：00～19：45
【温泉】
10：00～21：00

【物産館】
9：00～21：00
【レストラン】
11：00～19：45
【温泉】
10：00～21：00

【物産館】
9：00～21：00
【レストラン】
11：00～19：45
【温泉】
10：00～21：00

【物産館】
9：00～21：00
【レストラン】
11：00～19：45
【温泉】
10：00～21：00

【物産館】
9：00～21：00
【レストラン】
11：00～19：45
【温泉】
10：00～21：00

【物産館】
9：00～21：00
【レストラン】
11：00～19：45
【温泉】
10：00～21：00

福-25

奥会津かねやま

0241-55-3334

通常営業
【売店】
9：00～17：30
【食事処】
11：00～15：00（テイクアウト16：00）

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

通常営業
【売店】
9：00～17：30
【食事処】
11：00～15：00（テイクアウト16：00）

福-26

さくらの郷

0243-68-4770

【直売所】9：00～17：00
【食堂】11：00～15：00

【直売所】9：00～17：00
【食堂】11：00～15：00

【直売所】9：00～17：00
【食堂】11：00～14：00

全館休館

全館休館

全館休館

福-27

あいづ湯川・会津
坂下

0241-27-8853

【農産・物産・テナント】9：00～18：00
【レストラン】11：00～16：00

【農産・物産・テナント】9：00～18：00
【レストラン】11：00～16：00

【農産・物産・テナント】9：00～17：00
【レストラン】11：00～16：00

【農産・物産・テナント】9：00～17：00
【レストラン】11：00～16：00

【農産・物産・テナント】9：00～18：00
【レストラン】11：00～16：00

【農産・物産・テナント】9：00～18：00
【レストラン】11：00～16：00

福-28

からむし織の里
しょうわ

0241-58-1655

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

通常営業
【物産】
9：00～18：00
【軽食】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）

通常営業
【物産】
9：00～18：00
【軽食】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）

通常営業
【物産】
9：00～18：00
【軽食】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）

通常営業
【物産】
9：00～18：00
【軽食】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）

通常営業
【物産】
9：00～18：00
【軽食】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）

通常営業
【物産】
9：00～18：00
【軽食】
9：00～17：30
【レストラン】
11：00～16：00（LO15：30）

【くにみ市場】9:00～17:30
【国見バーガー＆ジェラテリア】
9:00～17:30
【桃花亭】11:00～15:00
【ももたんカフェ】7:00～17:00
【こども木育広場 つながる～む】
休業
【ミニストップ 】24時間営業

【くにみ市場】9:00～15:00
【国見バーガー＆ジェラテリア】
9:00～15:00
【桃花亭】11:00～15:00
【ももたんカフェ】11:00～15:00
【こども木育広場 つながる～む】
休業
【ミニストップ 】24時間営業

【くにみ市場】11:00～17:30
【国見バーガー＆ジェラテリア】
11:00～17:30
【桃花亭】
11:00～14:00(限定メニュー営業)
【ももたんカフェ】
11:00～14:00（限定メニュー営業）
【こども木育広場 つながる～む】
休業
【ミニストップ 】24時間営業

【くにみ市場】9:00～17:30
【国見バーガー＆ジェラテリア】
9:00～17:30
【桃花亭】11:00～15:00
【ももたんカフェ】10:00～17:00
【こども木育広場 つながる～む】
休業
【ミニストップ 】24時間営業

【くにみ市場】9:00～17:30
【国見バーガー＆ジェラテリア】
9:00～17:30
【桃花亭】11:00～15:00
【ももたんカフェ】10:00～17:00
【こども木育広場 つながる～む】
休業
【ミニストップ 】24時間営業

【物販コーナー】10：00～17：00
【レストラン】11：00～14：00

休館

休館

休館

【物販コーナー】10：00～17：00
【レストラン】11：00～14：00

福-29

猪苗代

0242-36-7676

福-30

国見 あつかしの
郷

024-585-2132

【くにみ市場】9:00～17:30
【国見バーガー＆ジェラテリア】
9:00～17:30
【桃花亭】11:00～15:00
【ももたんカフェ】7:00～17:00
【こども木育広場 つながる～む】
9:00～12:00
【ミニストップ 】24時間営業

福-31

いいたて村の道の
駅までい館

0244-42-1080

【物販コーナー】10：00～17：00
【レストラン】11：00～14：00

福-32

尾瀬檜枝岐

0241-75-2432

福-33

伊達の郷りょうぜ
ん

024-573-4880

※道の駅にお問合せ下さい。

通常営業（9：30～18：00）

通常営業（9：30～18：00）

通常営業（9：30～18：00）

休館
※情報・休憩スペース、公衆トイレは利 通常営業（9：30～18：00）
用可

通常営業（9：30～18：00）

