道の駅名

岩-1

石鳥谷

電話番号

12月29日（火）

12月30日（水）

【売店・酒匠館】

【売店・酒匠館】

9：30～17：00

9：30～17：00

0198-45-6868 【食堂・りんどう亭】

【食堂・りんどう亭】

11：00～17：00（LO16：00）

休業

【産直】8：30～17：30

【産直】8：30～17：30

12月31日（木）
休業
【食堂・りんどう亭】
【産直】8：30～12：00
9：00～16：00

高田松原

0192-54-5011 通常営業

区界高原

【水産・物産ブロック】
9：00～16：00

1月2日（土）

1月3日（日）

【売店】

【売店・酒匠館】

9：30～17：00

9：30～17：00

【食堂】

【食堂・りんどう亭】

11：00～16：00（LO15：00）

11：00～16：00（LO15：00）

【産直】休業

【産直】8：30～17：30

【水産・物産ブロック】

【水産・物産ブロック】

9：00～16：00

9：00～16：00

【まつばら食堂】休業

【まつばら食堂】休業

【まつばら食堂】10：30～15：30

【まつばら食堂】10：30～15：30

【すなば珈琲】10：00～16：00

【すなば珈琲】6：00～16：00

【すなば珈琲】6：00～16：00

【すなば珈琲】6：00～16：00

【たかたのごはん】10：30～15：00

【たかたのごはん】休業

【たかたのごはん】10：30～15：30

【たかたのごはん】10：30～15：30

【ファーストフード】

【ファーストフード】

【ファーストフード】

【ファーストフード】

9：30～15：00

9：30～15：00

9：30～15：00

9：30～15：00

【レストラン・売店】休み

【レストラン・売店】休み

【レストラン・売店】休み

【レストラン・売店】休み

【レストラン・売店】休み

【産直ゆうきセンター】通常営業

【産直ゆうきセンター】通常営業

【産直ゆうきセンター】休業

【産直ゆうきセンター】休業

【産直ゆうきセンター】休業

【産直ゆうきセンター】通常営業

【食の館】通常営業

【食の館】通常営業

【食の館】休業

【食の館】休業

【食の館】通常営業

【食の館】通常営業

【健康の湯】通常営業

【健康の湯】通常営業

【健康の湯】休業

【健康の湯】通常営業

【健康の湯】通常営業

【健康の湯】通常営業

【ファーストフード】
岩-3

通常営業

全館休館

休業
【水産・物産ブロック】

岩-2

1月1日（金・祝）

【売店・酒匠館】

0193-77-2266 9：30～15：00

【ファーストフード】
9：30～16：00
【レストラン・売店】
11：00～15：00

【グリーンヒルおおの（宿泊施設）】通 【グリーンヒルおおの（宿泊施設）】通 【グリーンヒルおおの（宿泊施設）】通 【グリーンヒルおおの（宿泊施設）】通 【グリーンヒルおおの（宿泊施設）】通 【グリーンヒルおおの（宿泊施設）】通
岩-4

おおの

0194-77-3202 常営業

常営業

常営業

常営業

常営業

常営業

【裂き織り工房・陶芸工房・園芸工房・ 【裂き織り工房・陶芸工房・園芸工房・ 【裂き織り工房・陶芸工房・園芸工房・ 【裂き織り工房・陶芸工房・園芸工房・ 【裂き織り工房・陶芸工房・園芸工房・ 【裂き織り工房・陶芸工房・園芸工房・
動物ふれあい館・パークゴルフ場・天文 動物ふれあい館・パークゴルフ場・天文 動物ふれあい館・パークゴルフ場・天文 動物ふれあい館・パークゴルフ場・天文 動物ふれあい館・パークゴルフ場・天文 動物ふれあい館・パークゴルフ場・天文
台・ウッディハウス・クラフト展示室・ 台・ウッディハウス・クラフト展示室・ 台・ウッディハウス・クラフト展示室・ 台・ウッディハウス・クラフト展示室・ 台・ウッディハウス・クラフト展示室・ 台・ウッディハウス・クラフト展示室・
木工体験室】休業

岩-5

岩-6

岩-7

種山ヶ原

いわいずみ

のだ

0197-38-2215

0194-32-3070

0194-78-4171

【物産館】9：00～17：00
【レストラン】定休日

木工体験室】休業

木工体験室】休業

木工体験室】休業

木工体験室】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】11：00～16：00

木工体験室】休業
【物産館】9：00～17：00

（LO15：30）

【レストラン】11：00～16：00
（LO15：30）

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【売店】9：00～16：00

【レストラン】11：00～15：00

【イタリアンジェラート】

【イタリアンジェラート】

【レストラン】11：00～15：00

【イタリアンジェラート】

10：00～16：30
【物産館】9：00～17：00

10：00～16：30
【物産館】9：00～17：00

【イタリアンジェラート】

【物産館】休業

10：00～16：00
【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～12：30

10：00～16：00
【物産館】9：00～17：00

【レストラン】休業

【レストラン】休業

【ソフト販売所】9：30～16：30

【ソフト販売所】9：30～16：30

【レストラン】休業

【レストラン】休業

【レストラン】休業

【レストラン】休業

【ソフト販売所】9：30～12：30

【ソフト販売所】休業

【ソフト販売所】9：30～16：30

【駅窓口】7：00～17：00

【ソフト販売所】9：30～16：30

【駅窓口】7：00～17：00

【駅窓口】7：00～12：30

【駅窓口】7：00～11：00

【駅窓口】7：00～17：00

【駅窓口】7：00～17：00

【ファストフード】

【ファストフード】

10：00～14：00

10：00～17：00

【ペット空間てくてく】休業

（玉子焼きのみ営業）

【産直とれたろう】

【ペット空間てくてく】休業

9：00～17：00

【産直とれたろう】休業

【たろう潮里ステーション】

【たろう潮里ステーション】

9：00～17：00（学ぶ防災は休業）

9：00～17：00（学ぶ防災は休業）

【まつばや餅店】休業

【まつばや餅店】休業

【善助屋食堂】休業

【善助屋食堂】休業

【山⾧商店】

【山⾧商店】

9：00～18：00

9：00～12：00

全館休館

全館休館

【ファストフード】
10：00～16：00
【ペット空間てくてく】
11：00～15：00
【産直とれたろう】
9：00～17：00
【たろう潮里ステーション】
9：00～17：00
【まつばや餅店】休業
岩-8

たろう

0193-87-2971 【善助屋食堂】

11：30～15：00、17：30～20：00（夜
は予約のみ）
【山⾧商店】
9：00～18：00
【ニューヤマザキデイリーストア道の駅
たろう店】
7：00～20：00
【道路情報提供施設】
00：00～24：00

【ニューヤマザキデイリーストア道の駅 【ニューヤマザキデイリーストア道の駅
たろう店】

たろう店】

7：00～20：00

7：00～17：00

【道路情報提供施設】

【道路情報提供施設】

00：00～24：00

00：00～24：00

【ファストフード】休業
【ペット空間てくてく】休業
【産直とれたろう】休業
【たろう潮里ステーション】休業
【まつばや餅店】休業
【善助屋食堂】休業
【山⾧商店】休業
【ニューヤマザキデイリーストア道の駅
たろう店】休業
【道路情報提供施設】
00：00～24：00

【ファストフード】休業
【ペット空間てくてく】休業
【産直とれたろう】休業
【たろう潮里ステーション】
9：00～17：00（学ぶ防災は休業）
【まつばや餅店】休業
【善助屋食堂】休業
【山⾧商店】休業
【ニューヤマザキデイリーストア道の駅
たろう店】休業
【道路情報提供施設】
00：00～24：00

【ファストフード】休業
【ペット空間てくてく】
10：00～16：00
【産直とれたろう】休業
【たろう潮里ステーション】
9：00～17：00（学ぶ防災は休業）
【まつばや餅店】休業
【善助屋食堂】休業
【山⾧商店】休業
【ニューヤマザキデイリーストア道の駅
たろう店】休業
【道路情報提供施設】
00：00～24：00

道の駅名

電話番号

12月29日（火）

12月30日（水）

12月31日（木）

1月1日（金・祝）

岩-9

たのはた

0194-34-2111

岩-10

みずさわ

0197-26-3739 通常営業

【売店】
9：00～17：00

通常営業

全館休館

【食堂】
11：00～15：00

通常営業
岩-11

岩-12

にしね

白樺の里やまがた

通常営業

0195-75-0070 【物産館】9：00～17：00

0194-72-3131

岩-17

遠野風の丘

0198-62-0888

岩-18

さんりく

0192-44-3241

岩-19

岩-20

岩-21

岩-22

岩-23

錦秋湖

くずまき高原

石神の丘

雫石あねっこ

とうわ

11：00～15：00

通常営業

通常営業

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【物産館】

【物産館】

【物産館】

【物産館】

9：00～18：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～18：00

9：00～18：00

【食堂（食楽）】

【食堂（食楽）】

【食堂（食楽）】

【食堂（食楽）】

【食堂（食楽）】

【食堂（食楽）】

休業

休業

休業

休業

休業

休業

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～15：00

全館休館

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

全館休館

全館休館

全館休館

019-671-1300

0193-89-7025

【食堂】

11：00～15：00

【物産館】

紫波

やまだ

全館休館

9：00～18：00

【食堂】

9：00～18：00

岩-14

岩-16

全館休館

【売店】

9：00～18：00

【物産館】

0198-67-2929 【直売所】9：00～17：00

0198-48-5018

【物産館】9：00～17：00

【売店】

【レストラン】11：00～16：00

みやもり

はやちね

1月3日（日）

【レストラン】11：00～16：00

岩-13

岩-15

1月2日（土）

※道の駅にお問合せ下さい。

【産直】8：30～17：00

【産直】8：30～15：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン】11：30～16：00

【レストラン】11：30～16：00

（LO15：30）

（LO15：30）

【売店】冬期休館（4月下旬まで）

【売店】冬期休館（4月下旬まで）

【売店】冬期休館（4月下旬まで）

【売店】冬期休館（4月下旬まで）

【売店】冬期休館（4月下旬まで）

【売店】冬期休館（4月下旬まで）

【トイレ・休憩所】24時間使用可

【トイレ・休憩所】24時間使用可

【トイレ・休憩所】24時間使用可

【トイレ・休憩所】24時間使用可

【トイレ・休憩所】24時間使用可

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～15：00

【トイレ・休憩所】24時間使用可
全館休館

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【レストラン】10：00～16：00

【レストラン】10：00～16：00

【レストラン】10：00～14：00

【レストラン】10：00～16：00

【レストラン】10：00～16：00

8：30～17：30

8：30～17：30

8：30～15：00

8：30～17：30

8：30～17：30

（多田自然農場・夢咲き茶屋は休業）

（多田自然農場・夢咲き茶屋は休業）

【産直】休業
【物産館】9：00～17：00
【レストラン】休業

（スタンプは24時間道路情報コーナーへ
設置）
全館休館

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～14：00

【物産館】11：00～16：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン】11：00～15：00

【レストラン】11：00～15：00

【レストラン】11：00～14：00

【レストラン】11：00～14：00

【レストラン】11：00～15：00

【レストラン】11：00～15：00

通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

【物産館】

【物産館】

【物産館】

【物産館】

9：00～17：30

9：00～17：30

【レストラン】

【レストラン】

11：00～16：00（LO15：30）

11：00～16：00（LO15：30）

0197-84-2990 9：00～17：30

9：00～17：30

【レストラン】

【レストラン】

11：00～16：00（LO15：30）

11：00～16：00（LO15：30）

【物産館】
10：00～15：00

全館休館

【レストラン】
11：00～15：00（LO14：30）

※道の駅にお問合せ下さい。

0195-66-0711

【産直】

【産直】

【産直】

【産直】

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

0195-61-1600 【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

全館休館

10：30～18：00（LO17：30）

10：30～18：00（LO17：30）

10：30～18：00（LO17：30）

10：30～18：00（LO17：30）

【美術館】休館

【美術館】休館

【美術館】休館

【美術館】休館

【物産館】

【物産館】

【物産館】

【物産館】

【物産館】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～16：00

10：00～17：00

10：00～17：00

【温泉館】

【温泉館】

【温泉館】

【温泉館】

【温泉館】

9：00～20：00（最終受付19：30）

9：00～16：00（最終受付15：30）

10：00～20：00（最終受付19：30）

10：00～20：00（最終受付19：30）

【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】

11：00～16：00（L.O15：30）

11：00～16：00（L.O15：30）

11：00～16：00（L.O15：30）

11：00～20：00（L.O19：30）

11：00～20：00（L.O19：30）

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～15：00

【物産館】9：00～15：00

【物産館】9：00～15：00

【食堂

【食堂

【食堂

【食堂

019-692-5577 9：00～20：00（最終受付19：30）

0198-42-3006

全館休館

味処とうわ】11：00～15：00

味処とうわ】休業

全館休館

全館休館

全館休館

味処とうわ】11：00～15：00

味処とうわ】11：00～15：00

道の駅名

電話番号

12月29日（火）
通常営業

岩-24

岩-25

岩-26

岩-27

厳美渓

おりつめ

かわさき

やまびこ館

0191-29-2000 【売店】9：00～17：00

12月30日（水）
通常営業
【売店】9：00～17：00

12月31日（木）
【売店】9：00～14：00

【売店】10：30～17：00

【レストラン】10：30～13：00 LO

【レストラン】11：00～16：00 LO

【レストラン】10：30～16：00 LO

【レストラン】10：30～16：00 LO

【直売所】8：00～19：00

【直売所】8：00～19：00

【直売所】8：00～13：00

【レストラン】11：00～15：00

【レストラン】11：00～15：00

【レストラン】休業

【産直】

【産直】

9：00～18：00

三田貝分校

通常営業

通常営業

【売店】9：00～17：00

【売店】9：00～17：00

【レストラン】10：30～16：00 LO

【レストラン】10：30～16：00 LO
【直売所】8：00～19：00

【産直】

【産直】

【産直】

【産直】

9：00～17：00

9：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

9：00～18：00

【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】

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～16：00

【がっつり亭】

【がっつり亭】

【がっつり亭】

【がっつり亭】

【がっつり亭】

【がっつり亭】

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～15：00

【アルト】

【アルト】

【アルト】

【アルト】

【アルト】

【アルト】

9：00～15：00

定休日

定休日

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

8：00～17：30

8：00～17：30

8：00～15：00

10：00～15：00

8：30～16：00

8：30～17：30

0193-85-5011 【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】

11：00～16：00

11：00～15：00

11：00～15：00

11：00～16：00

11：00～17：00

通常営業

通常営業

0191-36-5170

0193-71-3100 通常営業

通常営業

【レストラン】10：30～14：00
【ファーストフード】10：00～14：00

岩-29

1月3日（日）

全館休館

【物産・産直】9：00～14：00
みやこ

1月2日（土）

全館休館

0195-42-4400

11：00～16：00

岩-28

1月1日（金・祝）

0194-25-4311

全館休館
（屋外トイレのみ24時間使用可）

【レストラン】11：00～15：00

【購買部】9：00～17：00

【購買部】9：00～16：00

【購買部】休業

【購買部】休業

【購買部】9：00～16：00

【購買部】9：00～16：00

【給食室】11：00～16：00

【給食室】11：00～15：00

【給食室】休業

【給食室】休業

【給食室】11：00～15：00

【給食室】11：00～15：00

【物産館】

岩-30

くじ

0194-66-9200

9：00～15：00

【物産館】休業

通常営業

通常営業

※一部店舗9：00～18：00

※一部店舗9：00～18：00

通常営業

通常営業

9：00～18：00

9：00～18：00

【観光交流センター】

【観光交流センター】休業

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

【レストラン】休業
【物産館】

【物産館】

9：00～18：00

9：00～18：00

【レストラン】

【レストラン】

10：00～17：00（LO16：00）

10：00～17：00（LO16：00）

【レストラン】休業

岩-31

岩-32

釜石仙人峠

平泉

0193-27-8530

0191-48-4795

【物産館】

【物産館】

9：00～18：00

9：00～18：00

【レストラン】

【レストラン】

10：00～17：00（LO16：00）

10：00～14：00（LO13：30）

通常営業

通常営業

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【ファーストフード】10：00～16：00

【ファーストフード】10：00～16：00

【産直】9：00～18：00
岩-33

むろね

0191-34-4180 【レストラン】

11：00～15：00（LO14：30）

岩-34

はなまき西南

0191-34-4180

全館休館

全館休館

【物産館】9：00～15：00

【物産館】9：00～16：00

【物産館】9：00～16：00

【物産館】9：00～16：00

【レストラン】11：00～14：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【ファーストフード】10：00～14：00

【ファーストフード】10：00～16：00

【ファーストフード】10：00～16：00

【ファーストフード】10：00～16：00

【産直】

【産直】

【産直】

【産直】

【産直】

9：00～18：00

9：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

9：00～18：00

【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】

11：00～15：00（LO14：30）

11：00～15：00（LO14：30）

11：00～15：00（LO14：30）

11：00～15：00（LO14：30）

11：00～15：00（LO14：30）

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～15：00

【味楽苑】

【味楽苑】

11：00～14：00（LO13：30）

11：00～14：00（LO13：30）

17：30～21：30（LO21：00）

17：30～21：30（LO21：00）

