2021年 東北「道の駅」 営業時間変更
県

道の駅

期間

施設名称

変更時間

備考

青森-4 わきのさわ

8/28（土）～9/30（木） ①物産施設

臨時休業

・駐車場、トイレは使用可能。
・スタンプ押印は不可。
・スタンプブック、道の駅カードの購入は不
可。

青森-5 かわうち湖

8/28（土）～9/30（木） ①物産施設

臨時休業

・駐車場、トイレは使用可能。
・スタンプ押印は可能。
・スタンプブック、道の駅カードの購入は不
可。

青森-6 しんごう

9/1（水）～9/30（木） 産直施設・情報施設

時短営業
9:00～16:00

・駐車場、トイレは利用可能

青森-8 奥入瀬

9/1（水）～9/30（木） レストラン

臨時休業

・物産・産直施設、駐車場、トイレ（単独施
設）は利用可能

青森-10 なみおか

①お土産品売り場・レストラン・情報
交流室・藍工房
②農産物直売所
9/1（水）～9/30（木）
③こみせ横丁・JAショップ
④玄米そば処道草庵
⑤豆や

①臨時休業
②8:00～17:00
③9:00～17:00
④7:00～17:00
⑤7:30～17:00

・駐車場、トイレは24時間利用可能
・スタンプ押印は可能
・スタンプブック、道の駅カードの購入は不
可

青森-13 なんごう

9/3（金）～9/30（木）

①産直
②レストラン

時短営業
①8:00～17:00
②11:00～15:00

・駐車場・トイレは通常通り利用可能
・スタンプ押印は可能

青森-15 浅虫温泉

9/1（水）～9/30（木）

1階物販コーナー・温泉施設
ギャラリー・貸館

一時閉鎖（臨時休業）

・駐車場、24時間トイレ、１階ATM、ゆ～さ
市場は利用可能
・スタンプの押印は可能、道の駅カードの購
入は不可

青森-16 いかりがせき

①温泉施設
9/1（水）～9/30（木） ②プール
③その他

①臨時休業
②臨時休業
③通常営業

・駐車場、トイレは使用可
・スタンプ利用可
・道の駅カード販売可

時短営業
11：00～14：00

・休憩施設及び情報施設は物産施設の営
業時間のみ
・スタンプ利用及び道の駅カード購入は物
産施設の営業時間のみ

臨時休業

・スタンプの押印可
・道の駅カードの購入は龍飛岬観光案内所
にて可能
・駐車場、トイレは利用可能

時短営業
①11:00～14:00
②9:00～15:00

・駐車場・トイレは通常通り利用可能

青森-17 いなかだて

昨年～当面の間

レストラン

青森-19 みんまや

9/1（水）～10/1（金）
物産施設・レストラン・体験施設
延長の可能性有

青森-21 みさわ

9/1（水）～9/30（木）

青森-22 とわだ

①物産販売コーナー
①9:00～17:00
9/1（水）～9/30（木） ②レストラン四季・フードカウンター春
②臨時休業
夏秋冬・十和田そば

青森-23 つるた

昨年～当面の間

①レストラン
②物産・直売所

物産施設・産直施設・レストラン

時短営業
9:00～17:00

青森-25 おがわら湖

9/4（土）～当面の間 物産施設・産直施設

青森-27 ろくのへ

9/1（水）～9/30（木） 物産施設・産直施設・体験施設・食堂 一時閉鎖（臨時休業）

岩手-1 石鳥谷

①おみやげ 酒匠館
3/16（土）～当面の間 ②お食事 りんどう亭
③産直 杜の蔵

①9：30～17：00
②11：00～17：00（LO16：00）
③9：00～17：30

①道の駅館内
②たかたのごはん
8/13（金）～当面の間 ③まつばら食堂
④すなば珈琲

①9：00～16：00
②10：30～15：00（土日祝のみ
営業）
③10：30～15：30
④11：00～15：30

岩手-2 高田松原

岩手-7 のだ

当面の間

レストランぱあぷる

・駐車場・トイレは通常通り利用可能

9:00～17:30

時短営業
11：30～14：00

・駐車場、外部トイレは24時間利用可能
・スタンプ押印、道の駅カード購入は営業時
間内のみ可能
・駐車場、屋外トイレは使用可
・平日：スタンプの押印、道の駅カードの購
入可能（9:00～15:00）
・土日祝日：スタンプの押印可能（9:00～
15:00）道の駅カードは購入不可

・駐車場、道路情報、24時間トイレは24時
間利用可能。
・国営追悼・記念施設、東日本大震災津波
伝承館は休館。
※詳細はgoogle、Twitter、Facebookなどで
も随時更新しています。

岩手-9 たのはた

当面の間

①物販、産直施設
②ファストフード

①9：00～17：00
②9：30～17：00

①売店
②食事

①（平日）9：00～16：00
（土日祝）9：00～17：00
②（平日・土日祝）11：00～15：
00

・食堂は変更なしで営業中

岩手-18 さんりく

9/13（月）～当面の間

岩手-24 厳美渓

当面の間

休憩所のみ

終日閉鎖

・ 道の駅の施設は通常営業中

岩手-25 おりつめ

当面の間

産直施設

時短営業
9:00～17:00

・スタンプ押印時間は9：00～17：00。

岩手-30 くじ

当面の間

観光案内所

臨時休業

・物産館、レストランは通常営業
・スタンプ押印可
・道の駅カード購入不可
・駐車場・トイレは使用可

9:00～17:00

時短営業の継続

岩手-31 釜石千人峠

8/31（火）～9/30（木） 全館

宮城-7 米山

4/1（木）～10/31（日）

道の駅米山
ふるさとセンターY・Y

時短営業
9：00～18：00

宮城-15 かくだ

当面の間

直売所・フードコート

時短営業
9：00～17：00
（フードコートLO16:00）

①売店・マルシェ・旅行カウンター
①9：00〜17：00
②レストラン味館
②10：00〜17：00（L.O 16：30）
③そば軽食コーナー・きりたんぽ館・
③9：00〜16：00
祭り展示館・秋田木楽舎

秋田-6 かづの

5/17(月) ～当面の間

秋田-8 ことおか

①体験学習物産館
4/1（木）～当面の間 ②レストラン昼食営業
③直売施設

秋田-9 東由利

当面の間

お食事処やしお

秋田-11 象潟

当面の間

①物産館
②農産物直売所
③レストラン

秋田-13 おがち

5/1（土）～11/14（日） ①物産館
予定
②レストラン

秋田-14 てんのう

①天王温泉くらら
②れすとらん なっぱ・はうす
3/1（月）～当面の間
③食菜館くらら
④天王スカイタワー

秋田-18 さんない

秋田-27 おおがた

秋田-32 おおゆ

山形-2 河北

山形-4 あつみ

当面の間

売店（物販・産直）

4/1（木）～9/30（木） ①産直センター
10/1（金）～3/31（木） ②レストラン

当面の間

①売店
②カフェ

8/27（金）～当面の間 全館

当面の間

①物産館
②レストラン

①9：00～17：00
②11：00～15：00
③9：00～17：00

・スタンプ押印時間は9：00～17：00
・駐車場・トイレ・休憩所は24時間使用可能

時短営業
11：00～20：00

・温泉施設は21：00まで営業

時短営業
①9：00～18：00
②9：00～16：00
③11：00～18：30（LO18：00）
時短営業
①9：00～18：00
②平日11：00～17：00
（LO16：30）
土日祝日11：00～18：00
（LO17：30）

・直売所は通常営業

時短営業
①9：00～21：00（最終受付20：
30）
②11：00～17：00（ＬＯ16：30）
③9：00～17：00
④9：00～17：00

時短営業
9：00～18：00

①～9/30 8：00～17：00
10/1～ 9：00～17：00
②～12/31 通常営業
1/1～3/15 休業

・スタンプ押印時間は①の営業時間内に押
印可能

①9:00～17:00
②11:00～15:00

・スタンプ押印時間は9：00～17：00。

9:00〜17:00

12/31～1/1は休館

①8：30～17：00
②7：00～16：30

駐車場、トイレ、情報館は24時間使用可
能。

山形-5 にしかわ

当面の間

全館

9：00～17：00

山形-12 おおえ

当面の間

全館

9：00～17：00

山形-18 あさひまち

福島-2 川俣

R4/3/31（木）までの予
産直施設
定

当面の間

①9：00～17：00

・その他施設は通常営業。
・駐車場、トイレは24時間使用可能。
・トイレは3月一杯改修中のため、仮設トイ
レで対応。

①9:00～16:00
②10:00～16:00（Lo 15:30）
※①②土日祝は現行どおり
③（平日）休業
（土日祝）11:00～20:00

・ 駐車場、観光トイレは24時間使用可能。
・日帰り温泉「蔵の湯」の営業時間は変更
なし。9:00～21;00（最終受付20:00）、毎月
第1水曜休館。

①物産館（清柳苑）
②ほっと㏌やないづ

①9：00～17：00
②9：00～17：00

冬期営業時間として3月31日まで1時間繰り
上げ閉店だったが、コロナ禍により期間を
当面の間延長。
※スタンプはトイレ棟内にもあります

道の駅ふくしま東和 あぶくま館

時短営業
9：00～17：00

①直売所
②食堂たけやま
③ファストフード

①平日9:30～17:30
土日祝9:00～17:30
②11:00～16:30（オーダース
トップ16:00）
③10:00～16:30

・情報提供施設・トイレ・休憩所・駐車場は
24時間利用可能
・スタンプは直売所内のため、①の営業時
間内のみ押印可能

8：30～20：00

・情報館トイレ使用可能 8：30～20：00
・情報館スタンプラリー押印可能 8：30～
20：00
・駐車場、屋外トイレは24時間使用可能。

①銘品館シルクピア

福島-5 喜多の郷

①「ふるさと亭」売店
9/14（火）～9/30（木） ②「ふるさと亭」レストラン
③「軽食はくちょう」（蔵の湯内）

福島-10 会津柳津

4/1（木）～当面の間

福島-11 ふくしま東和

福島-18 ひらた

福島-19 よつくら港

福島-20 ばんだい

福島-22 番屋

当面の間

9/1～当面の間

8/5（木）～9/30（木） ①情報館休憩フロア

当面の間

時短営業
9：00～17：00

物産館

4/12（月）～当面の間 全館

9：00～18：00

定休日：火曜日・木曜日

