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EV

高山市清見町大原858-1

パスカル清見

9：00～17：00（12～3月 ～16：00）
レストラン／11：00～15：00

EV

郡上市美並町上田2605

美並

8：00～18：00（11～2月 ～17：00）

☎0576-69-2321問

休 不定休
☎0575-79-3886問

休 12月31日～１月１日 ※臨時休業あり

EV

郡上市白鳥町長滝402番地19

白山文化の里長滝

農産物コーナー、飲食コーナー／
8：30～18：00 ※季節によって変更あり

☎0575-85-2747問

休 火曜、12月31日・1月1日

EV

中津川市付知町8581番地1

つけ  ち

花街道付知

9：00～18：00

EV

郡上市明宝大谷1015

明宝（磨墨の里公園）

9：00～18：00 ※季節・曜日により変更あり

☎0573-82-2000問

休 第1・3火曜（祝日の場合は翌日）、
12月29日～1月1日

EV

中津川市山口1番地14

しず  も

賤母

8：30～18：00（土日祝 ～19：00）

☎0573-75-5255問

休 12月30日～1月1日
レストラン／水曜（祝日の場合は翌日）
産直売場／12～3月
※従業員研修のため臨時休業あり

☎0575-87-2395問

休 年中無休（臨時休業あり）
※店舗により異なる

EV

加茂郡白川町河東3500-1

美濃白川

店舗／9：00～17：00（土日祝 ～18：00）
風呂／10：00～20：00（土日祝 ～21：00）
レストラン／9：00～17：00（L.O 16：30）

☎0574-75-2146問

休 12月30日～1月1日、その他臨時休業あり
風呂／水曜

EV

関市洞戸菅谷545

ラステンほらど

8：00～17：00（11～3月 ～16：00）

☎0581-58-2940問

休 12～3月の木曜、12月31日～１月3日
※変更になる場合あり

EV

加茂郡七宗町中麻生1176-3

ロック・ガーデン ひちそう

9：00～17：00（土日祝 ～17：30）

☎0574-48-2511問

休 木曜（月により変更あり）、年末年始

EV

揖斐郡揖斐川町東横山264-1

星のふる里ふじはし

9：30～18：00（土日祝 8：30～）
レストラン／8：00～17：00

☎0585-52-2020問

休 レストラン／火曜（祝日の場合は翌日）
そば処・温泉施設／木曜

EV

大野郡白川村大字飯島411

白川郷

売店／8：30～17：00
食事処／9：30～16：00

☎05769-6-1310問

休 12月29日～1月3日
※10月18・19日は祭礼の為、売店のみの営業

EV

恵那市上矢作町3566-1

上矢作ラ・フォーレ福寿の里

9：00～17：00

☎0573-48-3366問

休 12～3月の火曜、年末年始

EV

下呂市金山町金山911-1

飛騨金山ぬく森の里温泉

道の駅かれん／7：00～21：00

道の駅かれん ☎0576-32-4855問

休 道の駅かれん／毎週木曜（祝日の場合は前々日の火曜）
12月29日～1月8日

EV

飛騨市古川町上町1348-2

アルプ飛騨古川

そば処／11：00～14：00
売店・レストラン／9：00～17：00

☎0577-74-0150問

休 情報・休憩施設／年中無休
売店・レストラン・そば処／1月1日、水曜

EV

関市下之保2503-2

平成

9：00～18：00（12・1月 ～17：00）

☎0575-49-3797問

休 12月30日～1月1日、
1・6月の定期清掃日 各月1日

EV

高山市奥飛騨温泉郷田頃家11番地1

奥飛騨温泉郷上宝

9：00～17：00（11～3月 ～16：30）

☎0578-89-3746問

休 水曜（祝日の場合は翌日）
3月末日・9月末日・11月末日頃 臨時休業あり

GIFU
岐阜県

Area 10,621.29square kilo meters
Total Population 2,000,000people
Prefectural Tree Taxus cuspidata
Prefectural Flowers Astragalus sinicus
Prefectural Bird Lagopus muta  

56  roadside stations

EV（電気自動車）充電器ありEV 入浴施設あり（温泉含む） ガソリンスタンドあり足湯施設あり

00

00
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EV

高山市一之宮町7846番地1

モンデウス飛騨位山

9：00～17：00
レストラン／10：00～15：00

☎0577-53-2421問

休 水曜（祝日の場合は変更あり）

EV

本巣市上保18-2

富有柿の里いとぬき

9：00～17：00
※施設により22：00までの営業もあり

☎058-323-7756（本巣市役所産業経済課）
☎058-323-7389（ふれあいセンター）

問

休 月曜（祝日の場合は翌日）、
12月29日～1月3日

EV

高山市清見町牧ヶ洞2145

ななもり清見

9：00～17：00
（11月中旬～3月末 ～16：00）
レストラン／11：00～17：00

☎0577-68-0022問

休 2月20日前後2日間 臨時休業あり
（館内大掃除）

EV

中津川市坂下450番地2

きりら坂下

9：00～17：00
売店・産直野菜／
9：00～17：00（12～3月 9：30～16：00）
レストラン／11：00～15：00

☎0573-70-0050問

休 水曜（祝日の場合は翌日）

EV

海津市平田町野寺2357-2

クレール平田

8：00～18：00（11～3月 ～17：00）
レストラン／通年 8：00～17：00

☎0584-67-3988問

休 12月31日～1月2日
レストラン／火曜、12月31日～1月2日

EV

恵那市三郷町佐々良木1461番地の1

そばの郷らっせぃみさと

9：00～18：00（土日祝 ～18：30）
［12～3月 ～17：30（土日祝 ～18：00）］
※レストラン 10：00～

☎0573-28-3310問

休 月曜（祝日の場合は翌日）
※悪天候等により休業になる場合あり

EV

高山市朝日町万石150

ひだ朝日村

売店／9：00～17：30
　　  （11月21日～4月20日 ～16：30）
レストラン／10：00～L.O15：00
　　　　　（11月21日～4月20日 ～L.O14：00）

☎0577-55-3777問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始　※臨時休業あり

EV

高山市久々野町渚2685番地

飛騨街道 なぎさ

8：30～17：00

☎0577-52-4100問

休 年始、1月～3月の第1・3水曜

EV

本巣市山口676

織部の里もとす

直売施設／8：30～17：00
※その他施設により異なる

☎0581-34-4755問

休 不定休

EV

関市武芸川町跡部1810

むげ川

8：00～17：00（12～2月 9：00～16：00）

☎0575-46-2696問

休 第1・3木曜（祝日の場合は前日）、
12月31日～1月2日 ※臨時休業あり

EV

郡上市大和町剣164番地

古今伝授の里やまと

くつろぎ広場／9：00～18：00（冬期 一部店舗 ～17：00）
やまと温泉やすらぎ館／10：00～21：30（最終受付21：00）
郡上旬彩館やまとの朝市／8：30～16：00（冬期 9：00～）

☎0575-88-2525問

休 火曜（祝日の場合は翌平日）、
12月31日・1月１日 ※臨時休業あり

EV

美濃加茂市山之上町2292-1

みのかも

9：00～18：00（12～2月 10：00～17：00）

☎0574-23-0066問

休 12～2月の水曜

EV

加茂郡東白川村越原1061

茶の里東白川

9：00～17：00
（1月2日～3月の第2週 9：30～16：30）

☎0574-78-3123問

休 11月～4月の火曜

EV

高山市高根町中洞767-4

飛騨たかね工房

9：00～18：00（11～3月 ～17：00）

☎0577-59-6020問

休 火曜［祝日の場合は営業（振替あり）］
年末年始 ※5・7～10月は無休

EV

郡上市高鷲町西洞3632-1

大日岳

9：00～17：00

☎0575-72-5007問

休 木曜

EV

高山市荘川町猿丸88

桜の郷 荘川

8：00～17：00
温泉／10：00～20：30（最終受付 20：00）
レストラン／11：00～15：00
 　　 17：00～20：00（L.O 19：00）

☎05769-2-1030問

休 年中無休　温泉／木曜

EV

下呂市馬瀬西村1450

馬瀬 美輝の里

情報館／8：00～17：00
店舗・売店／9：00～16：00（3月 ～15：00）
※1・2月は土日祝のみ営業 ～15：00
温泉／10：30～21：30（最終受付 21：00）

☎0576-47-2133問

休 情報館／年中無休　足湯／休業中
店舗・売店／1月・2月の平日、3月・4月の水曜

EV

下呂市小坂町赤沼田811-1

南飛騨小坂はなもも

8：00～16：00（冬期 ～15：00）
※季節・施設により異なる

☎0576-62-1010問

休 年中無休

EV

揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1766-27

夢さんさん谷汲

売店／9：00～16：00（12～2月 ～14：00）
物販／9：00～17：00（12～2月 ～16：30）
食堂／11：00～15：00

☎0585-56-3750問

休 火曜

EV

土岐市肥田町肥田286-15

土岐美濃焼街道どんぶり会館

9：00～17：30（12～3月 ～17：00）

☎0572-59-5611問

休 火曜（祝日の場合は翌日）、
12月30日～1月1日

EV（電気自動車）充電器ありEV 入浴施設あり（温泉含む） ガソリンスタンドあり足湯施設あり
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EV

中津川市加子母3900番地29

加子母

8：30～17：00

EV

土岐市泉北山町2丁目13-1

志野・織部

9：00～18：00
（12月30日～1月4日 ～17：00）

☎0573-79-3319問

休 年末年始
食堂／第2水曜

☎0572-55-3017問

休 1月1日

EV

揖斐郡揖斐川町坂内広瀬306番地

夜叉ヶ池の里さかうち

8：00～17：00
喫茶／8：00～16：00（モーニング ～10：30）
レストラン／11：00～14：00（土日祝 ～15：00）

☎0585-53-2262問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

EV

恵那市山岡町田代1565-169

おばあちゃん市・山岡

9：00～17：00（土日祝 ～18：00）

☎0573-59-0051問

休 12月29日～1月1日

EV

飛騨市古川町畦畑2173-1

飛騨古川いぶし

9：00～17：00

☎0577-74-4880問

休 水曜

EV

海津市南濃町羽沢673-1

月見の里南濃

8：00～18：00
レストラン／9：00～17：00

☎0584-58-0258問

休 1月1日

EV

岐阜市柳津町仙右城7696-1

柳津

9：00～19：00
軽食・喫茶／9：00～18：00（L.O 17：30）

☎058-388-8719問

休 月曜（祝日の場合は翌日）、
12月31日～1月3日

EV

美濃市曽代2007

美濃にわか茶屋

9：00～18：00（5～9月 8：30～19：00）

☎0575-33-5022問

休 1月1日

EV

揖斐郡池田町片山1953-1

池田温泉

農産物直売所／10：00～17：00（土日祝 9：30～）
飲食店・物産店・こどもあそび広場／10：00～17：00
足湯／10：00～18：00
温泉施設「本館・新館」／10：00～22：00

☎0585-45-0037問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、
12月30日～1月1日

EV

加茂郡白川町和泉181-1．97-1

清流白川 クオーレの里

9：00～17：00

☎0574-72-2462問

休 水曜（祝日の場合は営業）、
年末年始

EV

郡上市白鳥町向小駄良693番地2

清流の里しろとり

8：30～18：00

☎0575-82-3129問

休 火曜

EV

揖斐郡大野町大字下磯313番地2

パレットピアおおの

ベーカリー・直売所・カフェ＆デリ／9：00～18：00
レストラン／11：00～14：30（L.O 14：00）
子育てはうす ぱすてる／10：00～16：00

☎0585-34-1001問

休 ベーカリー・直売所・カフェ＆デリ・レストラン／年中無休
子育てはうす ぱすてる／
水曜（祝日の場合翌日）、12月28日～1月4日

EV

大野郡白川村平瀬高ダイ516-62

飛騨白山

10：00～17：00　足湯／24時間
しらみずの湯／11：00～20：00
食事処もうれ／11：30～14：00、17：00～19：00

☎05769-5-2230問

休 水曜、12～3月 
しらみずの湯／水曜、第2・4火曜 ※祝日の場合は営業

EV

加茂郡富加町羽生2174-1

半布里の郷 とみか

9：00～17：00

☎0574-54-1171問

休 火曜（祝日の場合は営業）、
12月31日～1月3日

EV

可児市柿田416番地1

可児ッテ

9：00～18：00（モーニングのみ8：30～）

☎0574-61-3780問

休 1月1・2日
※変更になる場合あり

EV

中津川市川上1849-3

五木のやかた・かわうえ

9：00～17：00

☎0573-74-2376問

休 火曜、年末年始

EV

飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6番地

宙ドーム・神岡

売店・軽食コーナー／9：00～17：00
レストラン／11：00～14：00、17：00～19：00

☎0578-82-6777問

休 1月・2月の水曜

EV

郡上市白鳥町恩地11-1

白尾ふれあいパーク

8：30～18：00（11～3月 ～17：00）

☎0575-84-1188問

休 火曜（祝日の場合は翌日）、
12月31日～1月1日

EV

本巣市根尾門脇433-3

うすずみ桜の里・ねお

9：00～17：00（1～2月 ～16：00）

☎0581-38-3430問

休 月曜（祝日の場合は翌日）、
1・2月の月・火曜（1月13日・2月11・24日は営業）、
1月27日～1月31日

EV

郡上市和良町宮地1155

和良

物産店／夏季 8：30～17：00
　　　　冬季 9：00～16：30
レストラン／8：00～16：00
管理事務所／8：00～17：00

☎0575-77-2353問

休 物産店・レストラン／不定休
管理事務所／火曜

※季節や状況により《営業時間・定休日等》が変更になる場合がございますので、詳細については各道の駅へお問い合わせください。

00

00



17

21222324

28 27 26

29

33343536

303132

25

181920
EV

高山市一之宮町7846番地1

モンデウス飛騨位山

9：00～17：00
レストラン／10：00～15：00

☎0577-53-2421問

休 水曜（祝日の場合は変更あり）

EV

本巣市上保18-2

富有柿の里いとぬき

9：00～17：00
※施設により22：00までの営業もあり

☎058-323-7756（本巣市役所産業経済課）
☎058-323-7389（ふれあいセンター）

問

休 月曜（祝日の場合は翌日）、
12月29日～1月3日

EV

高山市清見町牧ヶ洞2145

ななもり清見

9：00～17：00
（11月中旬～3月末 ～16：00）
レストラン／11：00～17：00

☎0577-68-0022問

休 2月20日前後2日間 臨時休業あり
（館内大掃除）

EV

中津川市坂下450番地2

きりら坂下

9：00～17：00
売店・産直野菜／
9：00～17：00（12～3月 9：30～16：00）
レストラン／11：00～15：00

☎0573-70-0050問

休 水曜（祝日の場合は翌日）

EV

海津市平田町野寺2357-2

クレール平田

8：00～18：00（11～3月 ～17：00）
レストラン／通年 8：00～17：00

☎0584-67-3988問

休 12月31日～1月2日
レストラン／火曜、12月31日～1月2日

EV

恵那市三郷町佐々良木1461番地の1

そばの郷らっせぃみさと

9：00～18：00（土日祝 ～18：30）
［12～3月 ～17：30（土日祝 ～18：00）］
※レストラン 10：00～

☎0573-28-3310問

休 月曜（祝日の場合は翌日）
※悪天候等により休業になる場合あり

EV

高山市朝日町万石150

ひだ朝日村

売店／9：00～17：30
　　  （11月21日～4月20日 ～16：30）
レストラン／10：00～L.O15：00
　　　　　（11月21日～4月20日 ～L.O14：00）

☎0577-55-3777問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始　※臨時休業あり

EV

高山市久々野町渚2685番地

飛騨街道 なぎさ

8：30～17：00

☎0577-52-4100問

休 年始、1月～3月の第1・3水曜

EV

本巣市山口676

織部の里もとす

直売施設／8：30～17：00
※その他施設により異なる

☎0581-34-4755問

休 不定休

EV

関市武芸川町跡部1810

むげ川

8：00～17：00（12～2月 9：00～16：00）

☎0575-46-2696問

休 第1・3木曜（祝日の場合は前日）、
12月31日～1月2日 ※臨時休業あり

EV

郡上市大和町剣164番地

古今伝授の里やまと

くつろぎ広場／9：00～18：00（冬期 一部店舗 ～17：00）
やまと温泉やすらぎ館／10：00～21：30（最終受付21：00）
郡上旬彩館やまとの朝市／8：30～16：00（冬期 9：00～）

☎0575-88-2525問

休 火曜（祝日の場合は翌平日）、
12月31日・1月１日 ※臨時休業あり

EV

美濃加茂市山之上町2292-1

みのかも

9：00～18：00（12～2月 10：00～17：00）

☎0574-23-0066問

休 12～2月の水曜

EV

加茂郡東白川村越原1061

茶の里東白川

9：00～17：00
（1月2日～3月の第2週 9：30～16：30）

☎0574-78-3123問

休 11月～4月の火曜

EV

高山市高根町中洞767-4

飛騨たかね工房

9：00～18：00（11～3月 ～17：00）

☎0577-59-6020問

休 火曜［祝日の場合は営業（振替あり）］
年末年始 ※5・7～10月は無休

EV

郡上市高鷲町西洞3632-1

大日岳

9：00～17：00

☎0575-72-5007問

休 木曜

EV

高山市荘川町猿丸88

桜の郷 荘川

8：00～17：00
温泉／10：00～20：30（最終受付 20：00）
レストラン／11：00～15：00
 　　 17：00～20：00（L.O 19：00）

☎05769-2-1030問

休 年中無休　温泉／木曜

EV

下呂市馬瀬西村1450

馬瀬 美輝の里

情報館／8：00～17：00
店舗・売店／9：00～16：00（3月 ～15：00）
※1・2月は土日祝のみ営業 ～15：00
温泉／10：30～21：30（最終受付 21：00）

☎0576-47-2133問

休 情報館／年中無休　足湯／休業中
店舗・売店／1月・2月の平日、3月・4月の水曜

EV

下呂市小坂町赤沼田811-1

南飛騨小坂はなもも

8：00～16：00（冬期 ～15：00）
※季節・施設により異なる

☎0576-62-1010問

休 年中無休

EV

揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1766-27

夢さんさん谷汲

売店／9：00～16：00（12～2月 ～14：00）
物販／9：00～17：00（12～2月 ～16：30）
食堂／11：00～15：00

☎0585-56-3750問

休 火曜

EV

土岐市肥田町肥田286-15

土岐美濃焼街道どんぶり会館

9：00～17：30（12～3月 ～17：00）

☎0572-59-5611問

休 火曜（祝日の場合は翌日）、
12月30日～1月1日

EV（電気自動車）充電器ありEV 入浴施設あり（温泉含む） ガソリンスタンドあり足湯施設あり
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EV

中津川市加子母3900番地29

加子母

8：30～17：00

EV

土岐市泉北山町2丁目13-1

志野・織部

9：00～18：00
（12月30日～1月4日 ～17：00）

☎0573-79-3319問

休 年末年始
食堂／第2水曜

☎0572-55-3017問

休 1月1日

EV

揖斐郡揖斐川町坂内広瀬306番地

夜叉ヶ池の里さかうち

8：00～17：00
喫茶／8：00～16：00（モーニング ～10：30）
レストラン／11：00～14：00（土日祝 ～15：00）

☎0585-53-2262問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

EV

恵那市山岡町田代1565-169

おばあちゃん市・山岡

9：00～17：00（土日祝 ～18：00）

☎0573-59-0051問

休 12月29日～1月1日

EV

飛騨市古川町畦畑2173-1

飛騨古川いぶし

9：00～17：00

☎0577-74-4880問

休 水曜

EV

海津市南濃町羽沢673-1

月見の里南濃

8：00～18：00
レストラン／9：00～17：00

☎0584-58-0258問

休 1月1日

EV

岐阜市柳津町仙右城7696-1

柳津

9：00～19：00
軽食・喫茶／9：00～18：00（L.O 17：30）

☎058-388-8719問

休 月曜（祝日の場合は翌日）、
12月31日～1月3日

EV

美濃市曽代2007

美濃にわか茶屋

9：00～18：00（5～9月 8：30～19：00）

☎0575-33-5022問

休 1月1日

EV

揖斐郡池田町片山1953-1

池田温泉

農産物直売所／10：00～17：00（土日祝 9：30～）
飲食店・物産店・こどもあそび広場／10：00～17：00
足湯／10：00～18：00
温泉施設「本館・新館」／10：00～22：00

☎0585-45-0037問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、
12月30日～1月1日

EV

加茂郡白川町和泉181-1．97-1

清流白川 クオーレの里

9：00～17：00

☎0574-72-2462問

休 水曜（祝日の場合は営業）、
年末年始

EV

郡上市白鳥町向小駄良693番地2

清流の里しろとり

8：30～18：00

☎0575-82-3129問

休 火曜

EV

揖斐郡大野町大字下磯313番地2

パレットピアおおの

ベーカリー・直売所・カフェ＆デリ／9：00～18：00
レストラン／11：00～14：30（L.O 14：00）
子育てはうす ぱすてる／10：00～16：00

☎0585-34-1001問

休 ベーカリー・直売所・カフェ＆デリ・レストラン／年中無休
子育てはうす ぱすてる／
水曜（祝日の場合翌日）、12月28日～1月4日

EV

大野郡白川村平瀬高ダイ516-62

飛騨白山

10：00～17：00　足湯／24時間
しらみずの湯／11：00～20：00
食事処もうれ／11：30～14：00、17：00～19：00

☎05769-5-2230問

休 水曜、12～3月 
しらみずの湯／水曜、第2・4火曜 ※祝日の場合は営業

EV

加茂郡富加町羽生2174-1

半布里の郷 とみか

9：00～17：00

☎0574-54-1171問

休 火曜（祝日の場合は営業）、
12月31日～1月3日

EV

可児市柿田416番地1

可児ッテ

9：00～18：00（モーニングのみ8：30～）

☎0574-61-3780問

休 1月1・2日
※変更になる場合あり

EV

中津川市川上1849-3

五木のやかた・かわうえ

9：00～17：00

☎0573-74-2376問

休 火曜、年末年始

EV

飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6番地

宙ドーム・神岡

売店・軽食コーナー／9：00～17：00
レストラン／11：00～14：00、17：00～19：00

☎0578-82-6777問

休 1月・2月の水曜

EV

郡上市白鳥町恩地11-1

白尾ふれあいパーク

8：30～18：00（11～3月 ～17：00）

☎0575-84-1188問

休 火曜（祝日の場合は翌日）、
12月31日～1月1日

EV

本巣市根尾門脇433-3

うすずみ桜の里・ねお

9：00～17：00（1～2月 ～16：00）

☎0581-38-3430問

休 月曜（祝日の場合は翌日）、
1・2月の月・火曜（1月13日・2月11・24日は営業）、
1月27日～1月31日

EV

郡上市和良町宮地1155

和良

物産店／夏季 8：30～17：00
　　　　冬季 9：00～16：30
レストラン／8：00～16：00
管理事務所／8：00～17：00

☎0575-77-2353問

休 物産店・レストラン／不定休
管理事務所／火曜

※季節や状況により《営業時間・定休日等》が変更になる場合がございますので、詳細については各道の駅へお問い合わせください。
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