道の駅名

秋-1

秋-2

秋-3

秋-4

秋-5

秋-6

秋-7

秋-8

秋-9

たかのす

ふたつい

にしめ

やたて峠

はちもり

かづの

かみおか

ことおか

東由利

電話番号

0186-63-2233

0185-74-5118

0184-33-4260

0186-51-2311

0185-78-2300

0186-22-0555

0187-72-4004

0185-87-4311

0184-69-2611

12月29日（火）

かみこあに

0186-77-3238

12月31日（木）

【物産館】9：30～17：00

【物産館】9：30～17：00

【物産館】9：30～17：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～17：00

【大太鼓の館】9：00～17：00

【大太鼓の館】9：00～17：00

【大太鼓の館】休館

通常営業

通常営業

【産直物販・軽食コーナー】

【産直物販・軽食コーナー】

9：00～18：00

9：00～18：00

【レストラン】

【レストラン】

11：00～18：00（LO17：00）

11：00～18：00（LO17：00）

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【レストラン】11：00～15：00

【レストラン】11：00～15：00

【直売所】8：30～16：30

【直売所】8：30～16：30

【売店】

【売店】

7：00～21：00

7：00～21：00

【レストラン】

【レストラン】

11：30～14：30 17：00～20：00

11：30～14：30 17：00～20：00

通常営業（冬期営業時間）

通常営業（冬期営業時間）

9：00～17：00

9：00～17：00

【食事】

【食事】

10：00～16：00

10：00～16：00

【売店】

1月1日（金・祝）

全館休館

1月2日（土）

【物産館】9：30～17：00

【物産館】9：30～17：00

【レストラン】11：00～17：00

【レストラン】11：00～17：00

【大太鼓の館】9：00～17：00

【大太鼓の館】9：00～17：00

通常営業

【産直物販・軽食コーナー】
9：00～15：00

【産直物販・軽食コーナー】
全館休館

【レストラン】

全館休館

9：00～18：00
【レストラン】

11：00～15：00（LO14：00）

全館休館

11：00～18：00（LO17：00）
【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン・直売所】休業

【レストラン・直売所】休業

【売店】

【売店】

【売店】

7：00～21：00

7：00～21：00

7：00～21：00

【レストラン】

【レストラン】

【レストラン】

11：30～14：30 17：00～20：00

11：30～14：30 17：00～20：00

11：30～14：30 17：00～20：00

全館休館

【売店】
7：00～21：00
【レストラン】休業

1月3日（日）

通常営業（冬期営業時間）
9：00～17：00

全館休館

全館休館

全館休館

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～15：00

10：00～15：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【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】

10：00～17：00（LO16：30）

10：00～17：00（LO16：30）

10：00～15：00（LO14：30）

10：00～15：00（LO14：30）

10：00～17：00（LO16：30）

10：00～17：00（LO16：30）

【そば＆軽食】

【そば＆軽食】

【そば＆軽食】

【そば＆軽食】

【そば＆軽食】

【そば＆軽食】

9：30～16：30（LO16：00）

9：30～16：30（LO16：00）

9：30～15：00（LO14：30）

10：00～15：00（LO14：30）

9：30～16：30（LO16：00）

9：30～16：30（LO16：00）

【きりたんぽ館】

【きりたんぽ館】

【きりたんぽ館】

【きりたんぽ館】

【きりたんぽ館】

【きりたんぽ館】

9：30～16：30（LO16：00）

9：30～16：30（LO16：00）

9：30～15：00（LO14：30）

15：00～15：00（LO14：30）

9：30～16：30（LO16：00）

9：30～16：30（LO16：00）

【祭り展示館】改修の為、休館中

【祭り展示館】改修の為、休館中

【祭り展示館】改修の為、休館中

【祭り展示館】改修の為、休館中

【祭り展示館】改修の為、休館中

【祭り展示館】改修の為、休館中

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～16：00

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【レストラン】11：00～15：30

【レストラン】11：00～15：30

【レストラン】11：00～15：30

【レストラン】11：00～15：30

【レストラン】11：00～15：30

【屋台市場】9：00～17：00

【屋台市場】9：00～17：00

【屋台市場】9：00～15：30

【屋台市場】9：00～17：00

【屋台市場】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～12：00

【サンバリオ】9：00～17：00

【サンバリオ】9：00～17：00

【サンバリオ】休業

全館休館

全館休館

【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

通常営業

通常営業

時短営業

通常営業

【黄桜温泉

湯楽里】10：00～21：00

【黄桜温泉

湯楽里】10：00～16：00

【お食事処

やしお】11：00～20：00

【お食事処

やしお】11：00～20：00

【お食事処

やしお】11：00～16：00

【ショッピングプラザ

ぷれっそ】

9：00～18：30

9：00～18：30

【物産館】9：00～17：30

【物産館】9：00～17：30

【レストラン】10：00～17：00

【レストラン】10：00～17：00

全館休館

全館休館

湯楽里】10：00～21：00
ぷれっそ】

【食事】
10：00～16：00

【黄桜温泉

【ショッピングプラザ

秋-10

12月30日（水）

【ショッピングプラザ

全館休館

ぷれっそ】

湯楽里】10：00～21：00

【黄桜温泉

湯楽里】10：00～21：00

【お食事処

やしお】11：00～20：00

【お食事処

やしお】11：00～20：00

【ショッピングプラザ

8：30～16：00

全館休館

通常営業

【黄桜温泉

9：00～18：30

全館休館

全館休館

ぷれっそ】

【ショッピングプラザ

ぷれっそ】

9：00～18：30

【物産館】9：00～17：30
【レストラン】10：00～17：00

道の駅名

秋-11

秋-12

秋-13

秋-14

象潟

なかせん

おがち

てんのう

電話番号

0184-32-5588

0187-56-4515

0183-52-5500

018-878-6588

12月29日（火）

12月30日（水）

12月31日（木）

1月1日（金・祝）

1月2日（土）

1月3日（日）

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～18：00

【物産館】9：00～19：00

【物産館】9：00～19：00

【物産館】9：00～19：00

【農産物】9：00～16：00

【農産物】9：00～16：00

【農産物】9：00～16：00

【農産物】9：00～16：00

【農産物】9：00～16：00

【農産物】9：00～16：00

【ソフト】9：00～17：00

【ソフト】9：00～17：00

【ソフト】9：00～17：00

【ソフト】9：00～17：00

【ソフト】9：00～17：00

【ソフト】9：00～17：00

【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】

11：00～16：00 17：00～19：00（LO30 11：00～16：00 17：00～19：00（LO閉 11：00～16：00 17：00～19：00（LO

11：00～16：00 17：00～20：00（LO閉 11：00～16：00 17：00～20：00（LO

11：00～16：00 17：00～20：00（LO閉

閉店分前）

店30分前）

閉店30分前）

店30分前）

閉店30分前）

店30分前）

【展望温泉】

【展望温泉】

【展望温泉】

【展望温泉】

【展望温泉】

【展望温泉】

9：00～21：00（最終受付20：30）

9：00～21：00（最終受付20：30）

9：00～21：00（最終受付20：30）

9：00～21：00（最終受付20：30）

9：00～21：00（最終受付20：30）

9：00～21：00（最終受付20：30）

【売店・直売】9：00～18：00

【売店・直売】9：00～18：00

【キッチンみどり】10：00～16：00

【うどんそば味穂】9：00～17：00

全館休館

全館休館

【売店・直売】9：00～18：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】10：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン】11：00～17：00

【レストラン】11：00～17：00

【レストラン】11：00～17：00

【レストラン】11：00～17：00

【レストラン】11：00～17：00

(LO16：30)

(LO16：30)

(LO16：30)

(LO16：30)

(LO16：30)

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】10：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【カフェ】10：00～16：00

【カフェ】10：00～16：00

【カフェ】10：00～16：00

【カフェ】10：00～16：00

【カフェ】10：00～16：00

【天王温泉くらら】9：00～22：00

【天王温泉くらら】9：00～22：00

(最終受付21：30)

(最終受付21：30)

【レストランくらら】

【レストランくらら】

11：00～17：00（LO16：30）

11：00～17：00（LO16：30）

【食菜館くらら】9：00～17：00

【食菜館くらら】9：00～17：00

【レストラン なっぱ・はうす】

【レストラン なっぱ・はうす】

9：00～17：00(LO16：30)

9：00～17：00(LO16：30)

【天王スカイタワー】9：00～17：00

【天王スカイタワー】9：00～17：00

【ドリームショップくらかけ】

【ドリームショップくらかけ】

9：00～17：00

9：00～17：00

【そば屋八兵衛】11：00～14：30

【そば屋八兵衛】11：00～14：30

（LO14：30）

（LO14：30）

【物産館】9：00～15：00
【レストラン】11：00～15：00
(LO14：30)
【直売所】9：00～15：00
【カフェ】10：00～15：00
※全館15時にて営業終了

【天王温泉くらら】9：00～20：00
【天王温泉くらら】9：00～18：00

【天王温泉くらら】7：00～18：00

(最終受付19：30)

(最終受付17：30)

(最終受付17：30)

【レストランくらら】11：00～19：30

【レストランくらら】11：00～15：00

【レストランくらら】11：00～15：00

（LO19：00）

（LO14：30）

（LO14：30）

【食菜館くらら】定休日

【食菜館くらら】定休日

【食菜館くらら】定休日

【レストラン なっぱ・はうす】定休日

【レストラン なっぱ・はうす】定休日

【レストラン なっぱ・はうす】定休日

【天王スカイタワー】9：00～17：00

【天王スカイタワー】定休日

【天王スカイタワー】定休日

【ドリームショップくらかけ】

【ドリームショップくらかけ】定休日

【ドリームショップくらかけ】定休日

9：00～17：00

【そば屋八兵衛】定休日

【そば屋八兵衛】定休日

【そば屋八兵衛】11：00～15：00
（LO15：00）

秋-15

岩城

0184-73-3789

通常営業

通常営業

通常営業

秋-16

しょうわ

018-855-5041

通常営業

通常営業

秋-17

みねはま

0185-76-4649

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～13：00

【レストラン】休館

【レストラン】休館

【レストラン】休館

秋-18

さんない

0182-56-1600

【物産・産直施設】9：00～18：00

【物産・産直施設】9：00～18：00

【物産・産直施設】9：00～16：00

【レストラン】11：00～18：00

【レストラン】11：00～18：00

【レストラン】11：00～16：00

秋-19

おおうち

0184-62-1126

通常営業

通常営業

秋-20

あに

0186-69-2575

通常営業

通常営業

【岩城温泉

港の湯】9：00～21：00

【レストラン】11：00～19：00

通常営業

【売店・直売】9：00～18：00
【秀よし食堂蔵人】11：00～17：00

【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】11：00～19：30
（LO19：00）
【食菜館くらら】9：00～17：00
【レストラン なっぱ・はうす】
9：00～17：00
【天王スカイタワー】9：00～17：00
【ドリームショップくらかけ】
9：00～17：00
【そば屋八兵衛】11：00～15：00
（LO15：00）

通常営業

全館休業

全館休業

全館休業

※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

【直売所】9：00～12：00

【直売所】休業

【直売所】9：00～12：00

【直売所】9：00～12：00

全館休館

全館休館

売店のみ営業

通常営業

通常営業

全館休館

【物産・産直施設】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（火）
【物産館・とっと館】9：00～17：00

秋-21

秋-22

ひない

五城目

0186-55-1000

018-879-8411

秋-23

清水の里・鳥海郷

0184-59-2022

秋-24

美郷

0182-37-3000

秋-25

秋-26

秋-27

秋-28

秋-29

秋-30

秋-31

協和

十文字

おおがた

あきた港

こさか七滝

大館能代空港

うご

018-881-6646

0182-23-9320

0185-22-4141

018-857-3381

0186-29-3777

0186-62-5330

0183－56－6128

12月30日（水）

12月31日（木）

1月1日（金・祝）

1月2日（土）

【物産館・とっと館】9：00～15：00

1月3日（日）
【物産館】9：00～16：00

【レストラン】11：00～17：00（LO16： 【レストラン】11：00～15：00（LO14： 全館休館

全館休館

全館休館

【レストラン】休業

00）

00）

【物産館】

【物産館】

【物産館】

（4日から通常営業11：00～17：00）
【物産館】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【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）

【カフェ】

【カフェ】

【カフェ】

【カフェ】

9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【直売所】8：30～18：00

【直売所】8：30～18：00

【レストラン】11：00～16：00

【レストラン】11：00～16：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～12：00

【レストラン】改装工事のため休業中

【レストラン】改装工事のため休業中

【レストラン】改装工事のため休業中

【直売・売店】

【直売・売店】

【直売・売店】

9：00～17：00

9：00～17：00

【レストラン】

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

【直売所】8：30～18：00
【レストラン】11：00～16：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【レストラン】改装工事のため休業中

【レストラン】改装工事のため休業中

【直売・売店】

【直売・売店】

【直売・売店】

9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【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】

11：00～17：00（LO16：30）

11：00～17：00（LO16：30）

11：00～16：00（LO15：30）

11：00～16：00（LO15：30）

11：00～17：00（LO16：30）

11：00～17：00（LO16：30）

【クイック】

【クイック】

【クイック】

【クイック】

【クイック】

【クイック】

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～17：00

10：00～17：00

【直売所・物産館】9：00～18：00

【直売所・物産館】9：00～18：00

【直売所・物産館】9：00～15：00

【直売所・物産館】休業

【直売所・物産館】9：00～18：00

【直売所・物産館】9：00～18：00

【レストラン】10：30～17：00

【レストラン】10：30～17：00

【レストラン】10：30～15：00

【レストラン】休業

【レストラン】10：30～17：00

【レストラン】10：30～17：00

【コンビニ】6：00～21：30

【コンビニ】6：00～21：30

【コンビニ】6：00～21：30

【コンビニ】6：00～21：30

【コンビニ】6：30～21：30

【コンビニ】6：30～21：30

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～17：00

【直売所】9：00～14：00

【食堂】11：00～14：00

【食堂】休業

【食堂】休業

全館休館

全館休館

【展望台】9：00～21：00

【展望台】9：00～21：00

【展望台】9：00～21：00

【展望台】9：00～21：00

【展望台】9：00～21：00

【展望台】9：00～21：00

【セリオンガーデン】9：00～17：00

【セリオンガーデン】9：00～17：00

【セリオンガーデン】9：00～16：00

【セリオンガーデン】9：00～17：00

【セリオンガーデン】9：00～17：00

【セリオンガーデン】9：00～17：00

【セリオンキッチン】11：00～15：00

【セリオンキッチン】11：00～15：00

【セリオンキッチン】休み

【セリオンキッチン】11：00～14：00

【セリオンキッチン】11：00～15：00

【セリオンキッチン】11：00～15：00

【土崎湊屋】11：00～16：00

【土崎湊屋】11：00～16：00

【土崎湊屋】11：00～16：00

【土崎湊屋】休み

【土崎湊屋】11：00～16：00

【土崎湊屋】11：00～16：00

【セリオンカフェ】11：00～16：00

【セリオンカフェ】11：00～16：00

【セリオンカフェ】休み

【セリオンカフェ】休み

【セリオンカフェ】11：00～16：00

【セリオンカフェ】11：00～16：00

【うどん・そば自販機】

【うどん・そば自販機】

【うどん・そば自販機】

【うどん・そば自販機】

【うどん・そば自販機】

【うどん・そば自販機】

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

【産直施設】ハートランドマーケット

【産直施設】ハートランドマーケット

【産直施設】ハートランドマーケット

【産直施設】ハートランドマーケット

【産直施設】ハートランドマーケット

【産直施設】ハートランドマーケット

全館休館

【直売所】9：00～14：00
【食堂】休業

年末年始休業

年末年始休業

年末年始休業

年末年始休業

年末年始休業

年末年始休業

【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】

9：00～18：00（LO17：30）

9：00～18：00（LO17：30）

9：00～18：00（LO17：30）

9：00～18：00（LO17：30）

9：00～18：00（LO17：30）

9：00～18：00（LO17：30）

【カフェ】

【カフェ】

【カフェ】

【カフェ】

【カフェ】

【カフェ】

9：00～18：00（LO17：45）

9：00～18：00（LO17：45）

9：00～18：00（LO17：45）

9：00～18：00（LO17：45）

9：00～18：00（LO17：45）

9：00～18：00（LO17：45）

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

【売店】

9：30～17：55

9：30～17：55

9：30～17：55

9：30～17：55

9：30～17：55

9：30～17：55

【直売所】

【直売所】

【直売所】

【直売所】

【直売所】

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～15：00

9：00～17：00

9：00～17：00

【端縫いダイニング】

【端縫いダイニング】

【端縫いダイニング】

【端縫いダイニング】

【端縫いダイニング】

11：00～16：00 LO

11：00～16：00 LO

11：00～14：30 LO

11：00～16：00 LO

11：00～16：00 LO

【BonCafe】

【BonCafe】

【BonCafe】

【BonCafe】

【BonCafe】

9：00～16：30 LO

9：00～16：30 LO

9：00～14：30 LO

9：00～16：30 LO

9：00～16：30 LO

【うごじぇら】

【うごじぇら】

【うごじぇら】

【うごじぇら】

【うごじぇら】

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～15：00

10：00～17：00

10：00～17：00

全館休館

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）

【ショップ】10：00～13：00
秋-32

秋-33

おおゆ

おが

0186-22-4184

0185-47-7515

通常営業

【カフェ】11：00～13：00

全館休館

全館休館

1月2日（土）

1月3日（日）

【ショップ】10：00～16：00

【ショップ】10：00～16：00

【カフェ】

【カフェ】

10：00～16：00(食事メニューは15：00ま 10：00～16：00(食事メニューは15：00ま
で)

で)

全館休館

【物産館】10：00～14：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～17：00

【物産館】9：00～14：00

全館休館

【レストラン】10：30～17：00

【レストラン】10：30～17：00

【レストラン】10：30～14：00

※24時間トイレ・休憩室・シャワー室は利 ※24時間トイレ・休憩室・シャワー室は

【レストラン】10：30～14：00

【軽食（ジェラート）】10：00～16：00

【軽食（ジェラート）】10：00～16：00

【軽食（ジェラート）】10：00～14：00

用可。

【軽食（ジェラート）】10：00～14：00

利用可。

