道の駅名

山-1

山-2

山-3

月山

河北

寒河江

電話番号

0235-53-3411

0237-72-2870

0237-86-1818

12月29日（火）

あつみ

0235-44-3211

山-6

山-7

山-8

山-9

にしかわ

いいで

むらやま

とざわ

鳥海

0237-74-2100

0238-86-3939

0237-55-7100

0233-72-3303

0234-71-7222

1月1日（金・祝）

【梵字の蔵】9：00～17：00

【梵字の蔵】休業

【文化創造館】9：00～17：00

【文化創造館】9：00～17：00

【文化創造館】休業

【梵字の茶屋】9：00～17：00

【梵字の茶屋】9：00～17：00

【梵字の茶屋】休業

【そば処大梵字】11：00～17：00

【そば処大梵字】11：00～17：00

【そば処大梵字】11：00～15：00

8：30～18：00

8：30～18：00

全館休館

全館休館

【チェリーランドさがえ】

【チェリーランドさがえ】

（物産館・レストラン）

（物産館・レストラン）

【チェリーランドさがえ】

【チェリーランドさがえ】

9：00～17：30

9：00～16：00

（物産館・レストラン）

（物産館・レストラン）

【さくらんぼ会館】

【さくらんぼ会館】

9：00～17：30

9：00～17：30

9：00～17：00

9：00～17：00

【さくらんぼ会館】休業

【さくらんぼ会館】休業

【物産館】8：30～17：00
【レストラン】7：00～16：00

山-5

12月31日（木）

【梵字の蔵】9：00～17：00

通常営業（時短営業中）
山-4

12月30日（水）

【物産館】8：30～17：00

1月3日（日）
【梵字の蔵】9：00～17：00

全館休館

全館休館

全館休館

【文化創造館】9：00～17：00
【梵字の茶屋】9：00～17：00
【そば処大梵字】休業

通常営業（時短営業中）
※定期休館日のところを営業予定

1月2日（土）

全館休館

【レストラン】7：00～16：00

8：30～18：00

8：30～18：00

【チェリーランドさがえ】

【チェリーランドさがえ】

（物産館・レストラン）

（物産館・レストラン）

9：00～17：30

9：00～17：30

【さくらんぼ会館】

【さくらんぼ会館】

9：00～17：00

9：00～17：00

通常営業（時短営業中）

通常営業（時短営業中）

【物産館】8：30～17：00

【物産館】8：30～17：00

【レストラン】8：30～17：00

【レストラン】8：30～17：00

【売店】9：00～17:30

【売店】9：00～17:30

【売店】休業

【売店】休業

【売店】9：00～17:30

【売店】9：00～17:30

【レストラン】10：00～17：00

【レストラン】10：00～17：00

【レストラン】休業

【レストラン】休業

【レストラン】10：00～17：00

【レストラン】10：00～17：00

【温泉館】8:00～20:00

【温泉館】8:00～20:00

【温泉館】8:00～20:00

【温泉館】8:00～20:00

【温泉館】8:00～20:00

【温泉館】8:00～20:00

【物産館】

【物産館】

【物産館】

【物産館】

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

【レストラン】

全館休館

10：00～17：00（予定）

【レストラン】

全館休館

【レストラン】

【レストラン】

11：00～17：00(LO16：30)

11：00～17：00(LO16：30)

11：00～17：00(LO16：30)

11：00～17：00(LO16：30)

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【フードコート】

【フードコート】

【フードコート】

【フードコート】

【フードコート】

【フードコート】

9：00～17：00（LO16：30）

9：00～17：00（LO16：30）

9：00～17：00（LO16：30）

9：00～17：00（LO16：30）

9：00～17：00（LO16：30）

9：00～17：00（LO16：30）

※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は ※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は ※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は ※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は ※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は ※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は
17：00迄

17：00迄

17：00迄

17：00迄

17：00迄

17：00迄

【カフェ】9：00～16：00

【カフェ】9：00～16：00

【カフェ】9：00～16：00

【カフェ】9：00～16：00

【カフェ】9：00～16：00

【カフェ】9：00～16：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【物産館】10：00～16：00

【物産館】10：00～16：00

【物産館】10：00～16：00

【物産館】10：00～16：00

【物産館】10：00～16：00

【物産館】10：00～16：00

【レストラン】冬季休業12/1～3/31

【レストラン】冬季休業12/1～3/31

【レストラン】冬季休業12/1～3/31

【レストラン】冬季休業12/1～3/31

【レストラン】冬季休業12/1～3/31

【レストラン】冬季休業12/1～3/31

【特産品・ファーストフード・

【特産品・ファーストフード・

【特産品・ファーストフード・

【特産品・ファーストフード・

ベーカリー工房】

ベーカリー工房】

ベーカリー工房】

ベーカリー工房】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【食堂】

【食堂】

【食堂】

【食堂】

9：30～17：00

9：30～17：00

9：30～17：00

9：30～17：00

【ラーメン店】

【ラーメン店】

【ラーメン店】

【ラーメン店】

10：30～17：00

10：30～17：00

10：30～17：00

10：30～17：00

【農産物・鮮魚直売所】

【農産物・鮮魚直売所】

【農産物・鮮魚直売所】

【農産物・鮮魚直売所】

9：00～16：30

9：00～16：30

9：00～16：30

9：00～16：30

全館休館

全館休館

山-10

田沢

0238-31-2753

※道の駅にご確認下さい

山-11

白い森おぐに

0238-62-3719

※道の駅にご確認下さい

道の駅名

山-12

山-13

おおえ

庄内みかわ

電話番号

0237-62-5845

0235-66-4833

12月29日（火）

12月30日（水）

12月31日（木）

通常営業

通常営業

【物産】9：00～17：30

【物産】9：00～17：30

【直売】9：30～17：00

【直売】9：30～17：00

【レストラン】10：00～16：00

【レストラン】10：00～16：00

なくなり次第終了

なくなり次第終了

【物産館マイデル】

【物産館マイデル】

【物産館マイデル】

・産直 9：00～17：00

・産直 9：00～17：00

・産直 9：00～15：00

・食堂 9：30～15：00

・食堂 9：30～15：00

・食堂 休業

【なの花温泉

【なの花温泉

田田】

田田】

1月1日（金・祝）

山-15

山-16

たかはた

天童温泉

尾花沢

0238-52-5433

023-651-2002

0237-24-3535

山-17

白鷹ヤナ公園

0238-85-5577

山-18

あさひまち

0237-85-0623

通常営業

【物産】9：00～17：30

【物産】9：00～17：30

【直売】9：30～17：00

【直売】9：30～17：00

【レストラン】10：00～16：00

【レストラン】10：00～16：00

なくなり次第終了

なくなり次第終了

【物産館マイデル】休業

【物産館マイデル】休業

【物産館マイデル】休業

【なの花温泉 田田】

【なの花温泉 田田】

【なの花温泉 田田】

【なの花温泉 田田】

6：00～21：30（最終入館20：45）

6：00～21：30（最終入館20：45）

6：00～21：30（最終入館20：45）

【物産】9：00～12：00
【直売】9：00～12：00

全館休館

【レストラン】休業

6：00～21：30（最終入館20：45）

6：00～21：30（最終入館20：45）

6：00～21：30（最終入館20：45）

【宿泊施設 田田の宿】

【宿泊施設 田田の宿】

【宿泊施設 田田の宿】

【宿泊施設

【宿泊施設

【宿泊施設 田田の宿】

チェックイン15：00～チェックアウト

チェックイン15：00～チェックアウト

チェックイン15：00～チェックアウト

田田の宿】

田田の宿】

チェックイン15：00～チェックアウト

チェックイン15：00～チェックアウト

チェックイン15：00～チェックアウト

翌日10：00

翌日10：00

翌日10：00

翌日10：00

翌日10：00

翌日10：00

【文化館 なの花ホール】

【文化館 なの花ホール】

【文化館 なの花ホール】

【文化館

【文化館

【文化館 なの花ホール】

8：30～18：00（18：00以降の予約があ 8：30～18：00（18：00以降の予約があ 8：30～18：00（18：00以降の予約があ

なの花ホール】

なの花ホール】

る場合は21：00）

る場合は21：00）

【観光案内所】

【観光案内所】

【観光案内所】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【物産館・直売所】

【物産館・直売所】

【物産館・直売所】

【物産館・直売所】

9：30～16：00

9：30～16：00

9：30～16：00

9：30～16：00

9：30～16：00

【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

10：00～15：45（LO15：00）

10：00～15：45（LO15：00）

10：00～15：45（LO15：00）

10：00～15：45（LO15：00）

10：00～15：45（LO15：00）

10：00～15：45（LO15：00）

【観光案内所】9：00～18：00

【観光案内所】9：00～18：00

【観光案内所】9：00～18：00

【観光案内所】9：00～18：00

【観光案内所】9：00～18：00

【軽食】9：30～18：00（LO17:30）

【軽食】9：30～18：00（LO17:30）

【軽食】9：30～18：00（LO17:30）

【軽食】9：30～18：00（LO17:30）

【軽食】9：30～18：00（LO17:30）

【物産・産直】

【物産・産直】

【物産・産直】

【物産・産直】

【物産・産直】

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

【食事処】

【食事処】

【食事処】

【食事処】

【食事処】

11：00～16：00(LO15：30)

11：00～16：00(LO15：30)

11：00～16：00(LO15：30)

11：00～16：00(LO15：30)

11：00～16：00(LO15：30)

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～15：00

全館休館

全館休館

全館休館

【産直】9：00～17：00

【産直】9：00～17：00

【産直】9：00～17：00

【軽食コーナー】10：00～15：00

【軽食コーナー】10：00～15：00

【軽食コーナー】休業

全館休館

全館休館

全館休館

【ミニショップ】10：00～15：00

【ミニショップ】10：00～15：00

【ミニショップ】休業

※トイレは使用可

※トイレは使用可

※トイレは使用可

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

る場合は21：00）

る場合は21：00）

る場合は21：00）

【観光案内所】

【観光案内所】

【観光案内所】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【物産館・直売所】

【物産館・直売所】

9：30～16：00

通常営業
山-19

しょうない

0234-56-3039

【産直】9：30～17：00
【レストラン】11：00～14：00

山-20

山-21

川のみなと長井

米沢

0238-87-1121

0238-40-8400

1月3日（日）

通常営業

短縮営業

8：30～18：00（18：00以降の予約があ 8：30～18：00（18：00以降の予約があ 8：30～18：00（18：00以降の予約があ る場合は21：00）

山-14

1月2日（土）

【産直】9：30～12：00
【レストラン】11：00～14：00

全館休館

全館休館

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】10：00～17：00

【物産館】10：00～17：00

【物産館】10：00～17：00

【レストラン】9：00～18：00

【レストラン】9：00～18：00

【レストラン】9：00～17：00

【レストラン】10：00～17：00

【レストラン】10：00～17：00

【レストラン】10：00～17：00

【農産・物産】9：00～18：00

【農産・物産】9：00～18：00

【農産・物産】9：00～16：00

【農産・物産】9：00～18：00

【農産・物産】9：00～18：00

【農産・物産】9：00～18：00

【フードコート】10：00～18：00

【フードコート】10：00～18：00

【フードコート】10：00～16：00

【フードコート】10：00～18：00

【フードコート】10：00～18：00

【フードコート】10：00～18：00

（LO17：30）

（LO17：30）

（LO15：30）

（LO17：30）

（LO17：30）

（LO17：30）

【レストラン】10：00～18：00

【レストラン】10：00～18：00

【レストラン】10：00～16：00

【レストラン】10：00～18：00

【レストラン】10：00～18：00

【レストラン】10：00～18：00

（LO17：30）

（LO17：30）

（LO15：30）

（LO17：30）

（LO17：30）

（LO17：30）

【コンビニ】7：00～21：00

【コンビニ】7：00～21：00

【コンビニ】7：00～21：00

【コンビニ】7：00～21：00

【コンビニ】7：00～21：00

【コンビニ】7：00～21：00

【総合観光案内所】9：00～18：00

【総合観光案内所】9：00～18：00

【総合観光案内所】9：00～16：00

【総合観光案内所】9：00～18：00

【総合観光案内所】9：00～18：00

【総合観光案内所】9：00～18：00

