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EV

黒石市大字沖浦字山神1-5

虹の湖

物産販売所・屋台村／9：00～17：00  
レストラン・パターゴルフ場／10：00～17：00

EV

三戸郡階上町大字道仏耳ヶ吠3-3

はしかみ

9：00～19：00 ※1～3月 ～18：00
レストラン／11：00～16：30（L.O 16：00）

☎0172-54-2348問

休 11月上旬～4月上旬休業
レストラン／木曜日、屋台村 火曜日

EV

弘前市大字石川字泉田62-1

ひろさき

農産物直売所／9：00～18：30
　※11～3月 ～18：00 ※毎月末日 ～15：00 
魚河岸「岩木屋」／9：00～17：30
食堂コーナー／9：00～15：45
　※4～10月 ～16：15 ※毎月末日 ～14：30 

☎0172-92-3366問

休 8月13日午後、12月31日～１月3日

EV

三戸郡新郷村大字戸来字雨池11-2

しんごう

9：00～17：00  
食堂／11：00～15：30（L.O 15：00）

☎0178-78-3333問

休 水曜日（夏休み期間と祝日の場合営業）
11月上旬～4月下旬（予定）

EV

むつ市川内町字福浦山314

かわうち湖

休憩室・売店／9：00～16：00（平日）　　　　
　  　　　　　9：00～17：00（土・日・祝日）
レストラン／11：00～14：30（L.O 14：00）

☎0175-38-5108問

休 木曜日
冬期休館（11月下旬～4月中旬※予定）

EV

十和田市大字奥瀬字堰道39-1

奥入瀬

観光物産館「四季彩館」／9：00～18：00
手づくりハウス「味楽工房」／9：00～16：30
ステーキハウス「味蕾館」・地ビール&レストラン「麦酒館」／
　11：00～19：00（Ｌ.Ｏ18：30）

☎0176-72-3201問

休 12月31日・１月1日
「味楽工房」／12月～3月休館

EV

むつ市脇野沢七引201-5

わきのさわ

休憩所・売店／9：00～17：00
※冬期間は「いのししの館」で営業

☎0175-44-3252問

休 12月30日～１月3日

EV

三戸郡三戸町大字川守田字西張渡39-1

さんのへ

9：00～18：00
食堂／11：00～16：00

☎0179-22-0600問

休 12月31日・１月1日

EV

東津軽郡今別町大字大川平字清川87-16

いまべつ

物産販売コーナー／9：00～19：00
喫茶コーナー／9：00～16：00
レストランコーナー／
　11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0174-31-5200問

休 年中無休

EV

平川市碇ヶ関碇石13-1

いかりがせき

文化観光館／9：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
レストラン／10：30～19：00 ※12～3月 ～18：00（L.O 閉店30分前）
関の庄温泉／9：00～20：00　特産品直売所／9：00～18：00
屋内プール／13：00～20：45 ※土日祝 10：00～
碇ヶ関関所資料館（無料）／9：00～17：00

☎0172-49-5020問

休 年末年始
屋内プール／月曜日（祝日の場合は翌日、8月を除く）
　年末年始、水泳大会等休館あり

EV

南津軽郡田舎館村大字高樋字八幡10

いなかだて

EV

上北郡横浜町字林ノ脇79-12

よこはま

売店／8：00～18：00 ※1月～3月 9：00～17：30
レストラン／11：00～17：00
　※1～3月 ～15：30（L.O 閉店30分前）

☎0175-78-6687問

休 1月2日～3月31日の火曜日（祝日の場合は翌日）、
12月31日・１月1日

EV

東津軽郡外ヶ浜町字三廐龍浜99

みんまや

青函トンネル記念館・売店／8：40～17：00
レストラン／9：00～16：00

☎0174-38-2301問

休 11月上旬～4月下旬（予定）

EV

八戸市南郷大字中野字舘野4-4

なんごう

物産販売／8：00～19：00 ※冬期 8：30～18：00
レストラン／11：00～19：00（L.O 18：30）
ジャズの館／11：00～19：00
　※冬期 ～18：00、ライブ時変更あり

☎0178-82-2902問

休 １月1日・１月2日
ジャズの館／月曜日

EV

つがる市森田町床舞稚桜4-1

もりた

レストラン／11：00～17：00（L.O16：30）
農産物直売所・物産館／9：00～18：00
そば処案山子／11：00～17：00
パン工房TATSUYA／8：30～18：30

☎0173-26-4488問

休 年中無休

EV

青森市浅虫字蛍谷341-19

浅虫温泉

物販コーナー・休憩コーナー／9：00～19：00
　※7・8月 ～21：00、12～3月 ～18：00
レストラン／11：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
美術展示ギャラリー／9：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
展望風呂／7：00～20：30（受付終了）
ゆ～さ市場／9：00～17：00

☎017-737-5151問

休 年中無休 （保守点検のため2月の平日2日間休館）

EV

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻2-3

なみおか

アップルヒル／9：00～19：00
　※11月16日～3月15日 ～18：00
農産物直売所／8：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
レストランあっぷるひる／11：00～16：00（L.O15：30）
玄米そば処道草庵／7：00～18：00（L.O 17：45）（11/16～3/15）
　～19：00（L.O 18：45）（3/16～11/15）

☎0172-62-1170問

休 １月1日

EV

五所川原市相内実取287-1058

十三湖高原

交流促進センター（物産館・トーサムプラザ）／
　9：00～18：00 ※冬期 ～17：00 
レストラン／10：30～18：00（L.O 17：30） 
　※11～3月 ～17：00（L.O 16：00）

☎0173-62-3556問

休 12月31日～１月2日
レストラン／11～3月 第2・4木曜日、12月30日～１月3日

☎0178-88-1800問

休 12月31日・１月１日

EV

上北郡七戸町字荒熊内67-94

しちのへ

売店／9：00～18：00
レストラン／10：00～15：00（L.O 14：30）
 　　※土日祝 ～16：00（L.O 15：30）
美術館／10：00～18：00（最終入館 17：30）

☎0176-62-5777・☎0176-62-5858（美術館）問

休 12月31日、3月31日
美術館／月曜日（特別展会期中は無休の場合あり）※祝日の場合は翌日
　　　　年末年始、展示替え休館・館内整備休館あり

産直センター／8：30～18：00 ※12～3月 ～17：30
レストラン／11：00～17：30（L.O 16：30）
遊具施設／9：00～17：00
埋蔵文化財センター／10：00～17：00（最終入場 16：30）

☎0172-58-4411問

休 12月31日午後・1月1日
遊具施設／第3火曜日（祝日の場合は翌日）、冬期
埋蔵文化財センター／年末年始、月曜日（祝日の場合は翌日）

28  roadside stations

Area 9,645.40square kilo meters
Total Population 1,240,000people
Prefectural Tree Thujopsis dolabrata
Prefectural Flowers Apple blossom
Prefectural Bird Swan  

AOMORI
青森県

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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八幡平市大更2-154-36

にしね

物産館／8：30～18：00
　※11～3月 9：00～17：00
レストラン／11：00～L.O16：00

☎0195-75-0070問

休 12月31日・１月1日

EV

花巻市大迫町内川目10-30-114

はやちね

村喜本店（ワイン・お土産）／9：00～16：00

☎0198-48-5018（花巻市大迫総合支所）問

休 4月下旬～11月中旬 火曜日、冬期休業

EV

和賀郡西和賀町杉名畑44-264

錦秋湖

物産館／9：00～18：30 ※12～3月 ～18：00
レストラン／11：00～16：00（L.O15：30）

☎0197-84-2990問

休 年中無休

EV

花巻市東和町安俵6区147-2

とうわ

東和温泉／10：00～22：00 ※11～4月 ～21：00（最終入館30分前）
レストラン（東和温泉内）／11：00～21：00（L.O20：45）
売店・無料休憩室／9：00～17：00   おためし工房／9：00～16：00
味処とうわ／11：00～15：00（L.O14：30）

☎0198-42-3006問

休 東和温泉／第1水曜日 ※1・5月 第2水曜日（祝日の場合翌日）
売店・無料休憩室・味処とうわ／無休
おためし工房／水曜日、年末年始

EV

一関市厳美町字沖野々220-1

厳美渓

都市農村交流館／9：00～18：00
　※11～3月 ～17：00
レストラン／10：30～L.O16：00
博物館／9：00～17：00（最終入館16：30）

☎0191-29-2000（都市農村交流館）問

休 都市農村交流館・レストラン／11～2月の第3水曜日
博物館／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、
資料整理のための休館日

EV

九戸郡九戸村大字山屋2-28-1

おりつめ

産直施設オドデ館／8：00～19：00
レストラン／11：00～15：00
　※15：00～17：00は要予約

☎0195-42-4400問

休 １月1日

EV

宮古市川内8-2

やまびこ館

直売所（やまびこ産直館）／9：00～18：00 ※11～3月 ～17：00
レストランもうもう亭／11：00～16：00（L.O15：45）
　※土日祝 ～17：00（L.O16：45）
パン工房／9：30～18：30 ※11～3月 ～18：00
おみやげ売店／8：00～18：30 ※11～3月 ～18：00
ヤッホー館／9：30～18：00 ※11～3月 10：00～16：00（予定）

☎0193-85-5011問

休 年中無休

EV

宮古市臨港通1-20

みやこ

物産コーナー／9：00～17：00
レストラン／平日 10：30～15：30（L.O15：00）
　　　 土・日・祝 10：30～16：30（L.O16：00）

☎0193-71-3100問

休 交流館／年中無休

EV

下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2

三田貝分校

物販／8：30～18：00
　※10～4月中旬 ～17：30
食事／11：00～L.O 16：00

☎0194-25-4311問

休 年中無休

EV

久慈市中町2-5-6

くじ

「風の館」（観光交流センター）／9：00～19：00 ※11～3月 ～18：00
「土の館」（物産館）／9：00～19：00 ※10～3月 ～18：00
地場食材レストラン「山海里」／11：00～19：00（L.O18：30）
「レトロ館」（おもちゃ博物館）／9：00～17：00

☎0194-66-9200問

休 １月1日

EV

一関市川崎町薄衣字法道地42-3

かわさき

生産物直売所／9：00～19：00 ※12～2月 ～18：00
レストラン／11：00～15：00（L.O14：30）
がっつり亭／11：00～L.O14：30
ケータリングコーナー／11：00～17：00 ※12～3月 ～15：00

☎0191-36-5170問

休 無休
がっつり亭／火曜日

EV

岩手郡葛巻町葛巻39-159-3

くずまき高原

生産物直売所／9：00～18：00 
　※11～3月 ～17：30
くずまき高原ちゃや／10：00～16：00

☎0195-66-0711問

休 1月1日・１月2日

EV

岩手郡岩手町大字五日市10-121-20

石神の丘

産直コーナー／9：00～18：00
レストラン石神の丘／10：30～18：00（L.O 17：30） 
パワー工房・茶屋っこ／9：30～16：30 
　　　　　　　　　　※11月～3月 ～16：00 
石神の丘美術館／9：00～17：00（入館は16：30まで）

☎0195-61-1600問

休 年末年始 ※パワー工房・茶屋っこ／木曜日
※石神の丘美術館／月曜日（祝日の場合翌日）

EV

岩手郡雫石町橋場坂本118-10

雫石あねっこ

産直・物産・軽食コーナー／8：30～18：00 ※12～3月 9：00～17：00
橋場温泉／9：00～21：00（受付終了20：30）
食事処・レストラン／11：00～20：30（L.O20：00）
そば処しずく庵／11：00～17：00（L.O16：30） ※1～3月 ～16：00（L.O15：30）
日本ハーブ園／9：30～17：00 ※11月中旬～3月下旬まで休園

☎019-692-5577問

休 12月上旬メンテナンス休暇有り（要問い合わせ）

EV

下閉伊郡山田町船越6-141

やまだ

林産物展示販売施設／9：00～18：00
フードショップ／10：00～16：00
トイレ・道路情報施設／24時間

☎0193-89-7025問

休 年中無休

EV

遠野市綾織町新里8-2-1

遠野風の丘

展示販売等／8：00～19：00
　※10月16日～3月31日 8：30～17：30
レストラン／11：00～17：00（L.O16：45）

☎0198-62-0888問

休 年中無休

EV

大船渡市三陸町越喜来字井戸洞95-27

さんりく

売店／8：30～19：00
　※1月1日～3月15日 ～18：00
レストラン／11：00～17：30（L.O17：00）
ファストフード／8：30～18：00

☎0192-44-3241問

休 年中無休

EV

久慈市山形町川井8-12-1

白樺の里やまがた

売店／9：00～18：00
食堂／11：00～L.O15：00

☎0194-72-3131問

休 年中無休
※食堂は火曜日、12月30日～１月3日

EV

遠野市宮守町下宮守30-37-1

みやもり

直売所・観光案内所／9：00～18：00
　※10～3月 ～17：30
休憩所／24時間

☎0198-67-2929問

休 １月1日

EV

紫波郡紫波町遠山字松原7-8

紫波

産直センターあかさわ／8：00～18：00
　※冬期 8：30～17：30
売店／9：00～18：00
ファストフード／9：00～17：30
レストラン果里ん亭／11：00～17：30（L.O17：00）

☎019-671-1300（レストラン果里ん亭）問

休 12月31日～１月3日

20212223

27

2

6 5 4 3

78910

1 28

26 25 24

EV

北津軽郡中泊町大字小泊字折腰内45

こどまり

物産館／9：00～17：00
レストラン／11：00～15：00

☎0173-27-9300問

休 11月上旬～4月中旬か下旬（予定）
臨時休業あり

EV

三沢市谷地頭4丁目298-652

みさわ

9：00～19：00 ※11～3月 ～18：00
総合案内施設／9：00～18：30
　※11～3月 ～17：30、12月29日～1月3日 ～15：00
先人記念館／9：00～17：00 ※11～3月 ～16：00
産直レストラン／10：00～17：00 ※11～3月 ～16：30
その他施設／9：00～16：30

☎0176-59-2711問

休 12月31日・１月１日

EV

十和田市大字伝法寺字平窪37-2

とわだ

無料休憩・特産物・農産物コーナー／
　9：00～20：00 ※11～3月 ～19：00
レストラン／11：00～18：30（L.O 18：00）

☎0176-28-3790問

休 １月１日

EV

北津軽郡鶴田町大字境字里見176-１

つるた

特産品販売・農産加工品コーナー／9：00～18：00
大豆・米加工品施設／10：00～18：00
農産物販売室／8：00～18：00
レストラン／11：00～18：00（L.O 閉店30分前）

☎0173-22-5656問

休 １月１日

EV

上北郡六戸町大字犬落瀬字後田87

ろくのへ

9：00～18：00 ※12～3月 ～17：30
レストラン／11：00～14：30

☎0176-55-4134問

休 12月31日～１月3日

EV

陸前高田市気仙町字土手影180

高田松原

9：00～17：00

☎0192-22-8411問

休 年中無休 ※一部店舗を除く

EV

下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90-1

いわいずみ

売店・産直／8：30～18：00 ※10～4月中旬 ～17：30
レストラン／11：00～L.O17：00
　※10～4月中旬 ～L.O16：00 
道の駅カフェ／9：00～L.O17：00　
　※10～4月中旬 ～L.O16：00

☎0194-32-3070問

休 年中無休

EV

気仙郡住田町世田米字子飼沢30-39

種山ヶ原

売店／9：00～18：00 ※冬季 ～17：00
レストラン／11：00～16：00（L.O15：30）

☎0197-38-2215問

休 年中無休
レストラン／11～3月の火曜日、年末年始

EV

九戸郡洋野町大野58-12-30

おおの

9：00～17：00
体験工房／9：00～17：00（受付16：00）
食堂／11：00～19：00（L.O18：30） ※12～3月 ～18：00（L.O17：30）
入浴施設／10：00～21：00 ※5～10月 ～22：00
天文台／13：00～21：00 ※金・土・日のみ

☎0194-77-3202  ☎0194-77-4379問

休 12月31日・1月1日

EV

宮古市区界2-434-2

区界高原

売店／9：00～17：30
レストラン／11：00～17：00（L.O16：45）
ファストフード／9：30～17：30（L.O17：15）

☎0193-77-2266問

休 年中無休

EV

九戸郡野田村大字野田31-31-1

のだ

売店／9：00～18：00
レストラン／11：00～L.O15：00
三陸鉄道北リアス線陸中野田駅窓口／7：15～18：00

☎0194-78-4171（売店）
☎0194-71-1700（産直ぱあぷる）

問

休 売店／3月31日・9月30日・1月1日  レストラン／水曜日、年末年始
産直施設／12～3月の第1火曜日・年末年始
三陸鉄道北リアス線陸中野田駅／年中無休

EV

宮古市田老2丁目5-1

たろう

観光案内所 たろう潮里ステーション／
　9：00～17：00
産直施設 とれたろう／9：00～17：00

☎0193-87-3988問

休 観光案内所 たろう潮里ステーション／1月1日
産直施設 とれたろう／12月31日～1月3日

EV

下閉伊郡田野畑村管窪223-85

たのはた

産直プラザ／9：00～18：00
　※10～3月 ～17：30

☎0194-34-2111
（田野畑村役場建設第一課）
問

休 12月31日～1月4日

EV

奥州市水沢区姉体町字石川原51-3

みずさわ

交流館・レストラン／9：00～18：00

☎0197-26-3739問

休 1月1日

EV

花巻市石鳥谷町中寺林7-17-3

石鳥谷

酒匠館／9：00～17：30
レストラン／11：00～17：30（L.O16：30）
南部杜氏伝承館・歴史民俗資料館・
　農業伝承館／8：30～16：30

☎0198-45-6868問

休 酒匠館／12月31日・1月1日、
南部杜氏伝承館／12月29日～1月1日

EV

中津軽郡西目屋村大字田代字神田219-1

津軽白神

EV

東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢226-1

たいらだて

特産品販売所（通称：海峡の駅）／10：00～16：00
食堂／11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0174-25-2092問

休 特産品販売所／火曜日、12～3月
食堂／火曜日

EV

上北郡東北町大字上野字南谷地122

おがわら湖

4～9月 8：30～18：00
10～3月 9：00～17：30
レストラン／10：00～16：30（L.O 16：00）

☎0176-58-1122問

休 年末年始

EV

西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川144-1

ふかうら

9：00～18：00 ※12～2月 ～17：00
レストラン／11：00～15：00
　※12～2月 ～14：00 （L.O 閉店30分前）
休憩コーナー／9：00～16：00
シャワー／9：00～17：00 ※7・8月のみ

☎0173-76-3660問

休 12月31日～１月3日

ビーチにしめや
　レストラン「森のドア」／11：00～15：00 ※11～3月 ～14：00
　特産物直売所／8：30～17：00※季節により短縮あり
味な工房 体験施設・特産物加工所／8：30～17：00
津軽白神インフォメーションセンター 観光案内所／9：00～17：00

☎0172-85-2855問

休 ビーチにしめや・味な工房 体験施設／年中無休
特産物加工所／1～3月の水曜日
津軽白神インフォメーションセンター／水曜日・年末年始

35  roadside stations

Area 15,275.01square kilo meters
Total Population 1,210,000people
Prefectural Tree Pinus densiflora
Prefectural Flowers Paulownia tomentosa
Prefectural Bird Phasianus versicolor  

IWATE
岩手県

※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。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

八幡平市大更2-154-36

にしね

物産館／8：30～18：00
　※11～3月 9：00～17：00
レストラン／11：00～L.O16：00

☎0195-75-0070問

休 12月31日・１月1日

EV

花巻市大迫町内川目10-30-114

はやちね

村喜本店（ワイン・お土産）／9：00～16：00

☎0198-48-5018（花巻市大迫総合支所）問

休 4月下旬～11月中旬 火曜日、冬期休業

EV

和賀郡西和賀町杉名畑44-264

錦秋湖

物産館／9：00～18：30 ※12～3月 ～18：00
レストラン／11：00～16：00（L.O15：30）

☎0197-84-2990問

休 年中無休

EV

花巻市東和町安俵6区147-2

とうわ

東和温泉／10：00～22：00 ※11～4月 ～21：00（最終入館30分前）
レストラン（東和温泉内）／11：00～21：00（L.O20：45）
売店・無料休憩室／9：00～17：00   おためし工房／9：00～16：00
味処とうわ／11：00～15：00（L.O14：30）

☎0198-42-3006問

休 東和温泉／第1水曜日 ※1・5月 第2水曜日（祝日の場合翌日）
売店・無料休憩室・味処とうわ／無休
おためし工房／水曜日、年末年始

EV

一関市厳美町字沖野々220-1

厳美渓

都市農村交流館／9：00～18：00
　※11～3月 ～17：00
レストラン／10：30～L.O16：00
博物館／9：00～17：00（最終入館16：30）

☎0191-29-2000（都市農村交流館）問

休 都市農村交流館・レストラン／11～2月の第3水曜日
博物館／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、
資料整理のための休館日

EV

九戸郡九戸村大字山屋2-28-1

おりつめ

産直施設オドデ館／8：00～19：00
レストラン／11：00～15：00
　※15：00～17：00は要予約

☎0195-42-4400問

休 １月1日

EV

宮古市川内8-2

やまびこ館

直売所（やまびこ産直館）／9：00～18：00 ※11～3月 ～17：00
レストランもうもう亭／11：00～16：00（L.O15：45）
　※土日祝 ～17：00（L.O16：45）
パン工房／9：30～18：30 ※11～3月 ～18：00
おみやげ売店／8：00～18：30 ※11～3月 ～18：00
ヤッホー館／9：30～18：00 ※11～3月 10：00～16：00（予定）

☎0193-85-5011問

休 年中無休

EV

宮古市臨港通1-20

みやこ

物産コーナー／9：00～17：00
レストラン／平日 10：30～15：30（L.O15：00）
　　　 土・日・祝 10：30～16：30（L.O16：00）

☎0193-71-3100問

休 交流館／年中無休

EV

下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2

三田貝分校

物販／8：30～18：00
　※10～4月中旬 ～17：30
食事／11：00～L.O 16：00

☎0194-25-4311問

休 年中無休

EV

久慈市中町2-5-6

くじ

「風の館」（観光交流センター）／9：00～19：00 ※11～3月 ～18：00
「土の館」（物産館）／9：00～19：00 ※10～3月 ～18：00
地場食材レストラン「山海里」／11：00～19：00（L.O18：30）
「レトロ館」（おもちゃ博物館）／9：00～17：00

☎0194-66-9200問

休 １月1日

EV

一関市川崎町薄衣字法道地42-3

かわさき

生産物直売所／9：00～19：00 ※12～2月 ～18：00
レストラン／11：00～15：00（L.O14：30）
がっつり亭／11：00～L.O14：30
ケータリングコーナー／11：00～17：00 ※12～3月 ～15：00

☎0191-36-5170問

休 無休
がっつり亭／火曜日

EV

岩手郡葛巻町葛巻39-159-3

くずまき高原

生産物直売所／9：00～18：00 
　※11～3月 ～17：30
くずまき高原ちゃや／10：00～16：00

☎0195-66-0711問

休 1月1日・１月2日

EV

岩手郡岩手町大字五日市10-121-20

石神の丘

産直コーナー／9：00～18：00
レストラン石神の丘／10：30～18：00（L.O 17：30） 
パワー工房・茶屋っこ／9：30～16：30 
　　　　　　　　　　※11月～3月 ～16：00 
石神の丘美術館／9：00～17：00（入館は16：30まで）

☎0195-61-1600問

休 年末年始 ※パワー工房・茶屋っこ／木曜日
※石神の丘美術館／月曜日（祝日の場合翌日）

EV

岩手郡雫石町橋場坂本118-10

雫石あねっこ

産直・物産・軽食コーナー／8：30～18：00 ※12～3月 9：00～17：00
橋場温泉／9：00～21：00（受付終了20：30）
食事処・レストラン／11：00～20：30（L.O20：00）
そば処しずく庵／11：00～17：00（L.O16：30） ※1～3月 ～16：00（L.O15：30）
日本ハーブ園／9：30～17：00 ※11月中旬～3月下旬まで休園

☎019-692-5577問

休 12月上旬メンテナンス休暇有り（要問い合わせ）

EV

下閉伊郡山田町船越6-141

やまだ

林産物展示販売施設／9：00～18：00
フードショップ／10：00～16：00
トイレ・道路情報施設／24時間

☎0193-89-7025問

休 年中無休

EV

遠野市綾織町新里8-2-1

遠野風の丘

展示販売等／8：00～19：00
　※10月16日～3月31日 8：30～17：30
レストラン／11：00～17：00（L.O16：45）

☎0198-62-0888問

休 年中無休

EV

大船渡市三陸町越喜来字井戸洞95-27

さんりく

売店／8：30～19：00
　※1月1日～3月15日 ～18：00
レストラン／11：00～17：30（L.O17：00）
ファストフード／8：30～18：00

☎0192-44-3241問

休 年中無休

EV

久慈市山形町川井8-12-1

白樺の里やまがた

売店／9：00～18：00
食堂／11：00～L.O15：00

☎0194-72-3131問

休 年中無休
※食堂は火曜日、12月30日～１月3日

EV

遠野市宮守町下宮守30-37-1

みやもり

直売所・観光案内所／9：00～18：00
　※10～3月 ～17：30
休憩所／24時間

☎0198-67-2929問

休 １月1日

EV

紫波郡紫波町遠山字松原7-8

紫波

産直センターあかさわ／8：00～18：00
　※冬期 8：30～17：30
売店／9：00～18：00
ファストフード／9：00～17：30
レストラン果里ん亭／11：00～17：30（L.O17：00）

☎019-671-1300（レストラン果里ん亭）問

休 12月31日～１月3日
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EV

北津軽郡中泊町大字小泊字折腰内45

こどまり

物産館／9：00～17：00
レストラン／11：00～15：00

☎0173-27-9300問

休 11月上旬～4月中旬か下旬（予定）
臨時休業あり

EV

三沢市谷地頭4丁目298-652

みさわ

9：00～19：00 ※11～3月 ～18：00
総合案内施設／9：00～18：30
　※11～3月 ～17：30、12月29日～1月3日 ～15：00
先人記念館／9：00～17：00 ※11～3月 ～16：00
産直レストラン／10：00～17：00 ※11～3月 ～16：30
その他施設／9：00～16：30

☎0176-59-2711問

休 12月31日・１月１日

EV

十和田市大字伝法寺字平窪37-2

とわだ

無料休憩・特産物・農産物コーナー／
　9：00～20：00 ※11～3月 ～19：00
レストラン／11：00～18：30（L.O 18：00）

☎0176-28-3790問

休 １月１日

EV

北津軽郡鶴田町大字境字里見176-１

つるた

特産品販売・農産加工品コーナー／9：00～18：00
大豆・米加工品施設／10：00～18：00
農産物販売室／8：00～18：00
レストラン／11：00～18：00（L.O 閉店30分前）

☎0173-22-5656問

休 １月１日

EV

上北郡六戸町大字犬落瀬字後田87

ろくのへ

9：00～18：00 ※12～3月 ～17：30
レストラン／11：00～14：30

☎0176-55-4134問

休 12月31日～１月3日

EV

陸前高田市気仙町字土手影180

高田松原

9：00～17：00

☎0192-22-8411問

休 年中無休 ※一部店舗を除く

EV

下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90-1

いわいずみ

売店・産直／8：30～18：00 ※10～4月中旬 ～17：30
レストラン／11：00～L.O17：00
　※10～4月中旬 ～L.O16：00 
道の駅カフェ／9：00～L.O17：00　
　※10～4月中旬 ～L.O16：00

☎0194-32-3070問

休 年中無休

EV

気仙郡住田町世田米字子飼沢30-39

種山ヶ原

売店／9：00～18：00 ※冬季 ～17：00
レストラン／11：00～16：00（L.O15：30）

☎0197-38-2215問

休 年中無休
レストラン／11～3月の火曜日、年末年始

EV

九戸郡洋野町大野58-12-30

おおの

9：00～17：00
体験工房／9：00～17：00（受付16：00）
食堂／11：00～19：00（L.O18：30） ※12～3月 ～18：00（L.O17：30）
入浴施設／10：00～21：00 ※5～10月 ～22：00
天文台／13：00～21：00 ※金・土・日のみ

☎0194-77-3202  ☎0194-77-4379問

休 12月31日・1月1日

EV

宮古市区界2-434-2

区界高原

売店／9：00～17：30
レストラン／11：00～17：00（L.O16：45）
ファストフード／9：30～17：30（L.O17：15）

☎0193-77-2266問

休 年中無休

EV

九戸郡野田村大字野田31-31-1

のだ

売店／9：00～18：00
レストラン／11：00～L.O15：00
三陸鉄道北リアス線陸中野田駅窓口／7：15～18：00

☎0194-78-4171（売店）
☎0194-71-1700（産直ぱあぷる）

問

休 売店／3月31日・9月30日・1月1日  レストラン／水曜日、年末年始
産直施設／12～3月の第1火曜日・年末年始
三陸鉄道北リアス線陸中野田駅／年中無休

EV

宮古市田老2丁目5-1

たろう

観光案内所 たろう潮里ステーション／
　9：00～17：00
産直施設 とれたろう／9：00～17：00

☎0193-87-3988問

休 観光案内所 たろう潮里ステーション／1月1日
産直施設 とれたろう／12月31日～1月3日

EV

下閉伊郡田野畑村管窪223-85

たのはた

産直プラザ／9：00～18：00
　※10～3月 ～17：30

☎0194-34-2111
（田野畑村役場建設第一課）
問

休 12月31日～1月4日

EV

奥州市水沢区姉体町字石川原51-3

みずさわ

交流館・レストラン／9：00～18：00

☎0197-26-3739問

休 1月1日

EV

花巻市石鳥谷町中寺林7-17-3

石鳥谷

酒匠館／9：00～17：30
レストラン／11：00～17：30（L.O16：30）
南部杜氏伝承館・歴史民俗資料館・
　農業伝承館／8：30～16：30

☎0198-45-6868問

休 酒匠館／12月31日・1月1日、
南部杜氏伝承館／12月29日～1月1日

EV

中津軽郡西目屋村大字田代字神田219-1

津軽白神

EV

東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢226-1

たいらだて

特産品販売所（通称：海峡の駅）／10：00～16：00
食堂／11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0174-25-2092問

休 特産品販売所／火曜日、12～3月
食堂／火曜日

EV

上北郡東北町大字上野字南谷地122

おがわら湖

4～9月 8：30～18：00
10～3月 9：00～17：30
レストラン／10：00～16：30（L.O 16：00）

☎0176-58-1122問

休 年末年始

EV

西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川144-1

ふかうら

9：00～18：00 ※12～2月 ～17：00
レストラン／11：00～15：00
　※12～2月 ～14：00 （L.O 閉店30分前）
休憩コーナー／9：00～16：00
シャワー／9：00～17：00 ※7・8月のみ

☎0173-76-3660問

休 12月31日～１月3日

ビーチにしめや
　レストラン「森のドア」／11：00～15：00 ※11～3月 ～14：00
　特産物直売所／8：30～17：00※季節により短縮あり
味な工房 体験施設・特産物加工所／8：30～17：00
津軽白神インフォメーションセンター 観光案内所／9：00～17：00

☎0172-85-2855問

休 ビーチにしめや・味な工房 体験施設／年中無休
特産物加工所／1～3月の水曜日
津軽白神インフォメーションセンター／水曜日・年末年始

35  roadside stations

Area 15,275.01square kilo meters
Total Population 1,210,000people
Prefectural Tree Pinus densiflora
Prefectural Flowers Paulownia tomentosa
Prefectural Bird Phasianus versicolor  

IWATE
岩手県

※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。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

潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1

しょうわ

物産館・観賞温室／9：00～18：00
レストラン／11：00～18：00（L.O17：00）
グラウンドゴルフ／9：00～18：00 ※4～11月

☎018-855-5041問

休 12月31日・１月1日

EV

北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1外

あに

生産物直売所／9：00～18：00
　※11～3月 ～17：00
レストラン／10：00～17：00（L.O 16：30）
　※11～3月 ～16：00（L.O 15：30）

☎0186-69-2575問

休 12～3月の火曜日
12月31日～１月2日

EV

大館市比内町扇田字新大堤下93-11

ひない

プルミエ比内／9：00～20：00
れすとらん比内どり／11：00～20：00（L.O 19：30）
「とっと館」／9：00～18：00 ※1～3月 ～16：00

☎0186-55-1000問

休 12月31日～１月2日
レストラン／月曜日

EV

南秋田郡五城目町富津内下山内字上広ヶ野76-1

五城目

直売所／9：00～18：00
レストラン／11：00～16：00（L.O 15：30）
　　　　　土日祝 ～18：00（L.O 17：30）

☎018-879-8411問

休 1月1日～１月3日

EV

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100

清水の里・鳥海郷

直売所／8：30～18：00
休憩室／8：00～20：00
レストラン／11：00～18：00（L.O 17：30）
　（12月16日～4月15日 ～16：00）

☎0184-59-2022問

休 12月31日～１月2日

EV

南秋田郡大潟村字西5-2

おおがた

店舗・売店／8：00～18：00
　※冬期間9：00～17：00
レストラン／11：00～14：00
自動販売機コーナー／24時間営業

☎0185-22-4141問

休 １月1日

EV

横手市十文字町字海道下21-4

十文字

店舗・売店／9：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
レストラン／10：30～14：30・16：30～18：00（L.O 17：30）
　※夏期間 ～19：00（L.O 18：30）
ファストフード／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
コンビニ ／24時間営業

☎0182-23-9320問

休 年中無休

EV

大仙市協和荒川字新田表15-2

協和

農林水産物直売所／9：00～19：00 ※11～4月 ～18：00
レストラン／11：00～19：00（L.O 18：30）
　※11～4月 ～18：00（L.O 17：30）
軽食／9：00～19：00（L.O 18：30）
　※11～4月 10：00～18：00（L.O 17：30）

☎018-881-6646問

休 年中無休

EV

仙北郡美郷町金沢字下館124

美郷

物産館・野菜直売施設・軽食・手作り販売室／
　9：00～18：00 ※冬期は～17：00
レストラン／9：00～15：00

☎0182-37-3000問

休 １月1日 ※月末の平日、時短あり

EV

秋田市土崎港西1丁目9-1

あきた港

直売所・物産館／9：00～18：00
レストラン／11：00～15：00
カフェ／10：00～17：00
展望台・情報コーナー／9：00～21：00

☎018-857-3381問

休 年中無休 

EV

鹿角郡小坂町上向字藤原35-3

こさか七滝

農産物直売所／9：00～17：00（☎0186-29-2733）
滝の茶屋 孫左衞門／9：00～18：00（10月から ～17：00）
レストラン／10：00～15：00

☎0186-29-3777問

休 年中無休
※滝の茶屋 孫左衞門・レストランは
　11月中旬～4月中旬 冬期休業

EV

北秋田市脇神字カラムシ岱21-144 外

大館能代空港

ターミナルビル／7：45～18：30
物販施設／9：00～18：15
レストラン／9：00～18：00（L.O17：30）
喫茶／8：00～18：00

☎0186-62-5330問

休 年中無休

EV

雄勝郡羽後町西馬音内字中野200

うご

農産物直売所／9：00～18：00
端縫いダイニング／11：00～L.O16：00（土日祝 ～L.O16：30）
Bon Café／9：00～L.O16：30
うご・じぇら／10：00～17：00
※11～4月の冬期間は短縮営業

☎0183-56-6128問

休 １月1日

EV

男鹿市船川港船川字新浜町1番地19

おが

物産直売所／9：00～17：00 ※12／31 ～14：00
レストラン／10：30～18：30（L.Oは30分前）
　※10～2月 ～17：00、10～2月の土日祝 ～18：00
軽食コーナー／9：00～17：00

☎0185-47-7515問

休 1月1日～1月3日、2月26日・2月27日、3月26日・3月27日
※土日祝の場合は変動あり（年始は除く）

EV

鹿角市十和田大湯字中谷地１９番地

おおゆ

えんがわショップ／9：00～18：00
えんがわカフェ／11：00～16：00
拉麺大湯縁ヶ輪軒／11：00～15：00

☎0186-22-4184問

休 年末年始
拉麺大湯縁ヶ輪軒／4と9のつく日

EV

山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147-6

みねはま

「おらほの館」／9：00～18：00
　※1～2月 ～17：00
レストラン／11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0185-76-4649問

休 1月1日～１月3日

EV

横手市山内土渕字小目倉沢34

さんない

産直・物産／9：00～19：00 ※11～3月 ～18：00
レストラン／11：00～L.O 18：00（土日祝 ～L.O 19：00）
　※11～3月 ～L.O 18：00
手作り工房／9：00～17：00

☎0182-56-1600問

休 不定休、１月1日・１月2日

EV

由利本荘市岩谷町字西越36

おおうち

物産コーナー／9：00～17：00 
レストラン／11：30～20：30（L.O 20：00）
　（軽食・喫茶 14：00～17：30）
温泉大浴場／9：00～21：00

☎0184-62-1126問

休 無休（年1回 9月頃メンテナンス休館あり）

EV

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43

岩城

物産コーナー／9：00～20：00 ※冬期～19：00
レストラン／11：00～20：00
　※冬期～19：00（L.O 30分前） 
温泉施設／9：00～21：00

☎0184-73-3789問

休 11～3月の第2・4水曜日、
4～6・9・10月の第2水曜日、１月1日（7・8月は無休）

31
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スカイタワー／9：00～18：00 ※冬期～17：00
ドリームショップくらかけ／9：00～18：00 ※冬期～17：00
天王温泉くらら／9：00～22：00 ※冬期～21：00
食菜館くらら／9：00～18：00 ※冬期～17：00 ※冬期 12～3月

☎018-878-6588問

休 温泉施設／第2月曜日
売店・展望塔／12月31日・１月1日午後
産直施設／12月31日・１月1日

EV

釡石市甲子町第7地割155-4

釜石仙人峠

9：00～18：00
茶屋仙人／9：00～L.O16：00

☎0193-27-8530問

休 12月31日・１月1日

EV

下閉伊郡普代村第９地割字銅屋5-3

青の国ふだい

8：00～17：00
軽食コーナー／9：00～16：00

☎0194-35-2411問

休 年中無休

EV

西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽112-2

平泉

物産館／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
レストラン／6：00～8：30 ※朝定食のみ
　　　　　11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0191-48-4795問

休 年中無休

EV

一関市室根町折壁字向山131番地9

むろね

産直施設／9：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
味処むろね／11：00～15：00（L.O14：30）
からあげ家／10：00～18：30（L.O18：00）
　※12～3月 ～18：00（L.O17：30）
トイレ休憩施設／24時間

☎0191-34-4180問

休 年中無休

EV

花巻市轟木7地割203番地

はなまき西南

物産館（JA花巻）／9：00～17：00
レストラン（味楽苑）／
　11：00～14：00、17：00～21：30

☎0198-29-5522問

休 年中無休

EV

由利本荘市西目町沼田字新道下1112-2

にしめ

物産館「はまなすの里」／9：00～18：00
日本海製麺所／11：00～15：00（L.O14：30）

☎0184-33-4260問

休 12月31日・１月1日

EV

大仙市北楢岡字船戸187

かみおか

神岡物産館／平日 9：00～18：00
　　　　　　土日祝 8：30～18：30 ※11～3月 9：00～18：00
レストラン／平日 11：00～15：30
　　　　　土日祝 11：00～18：30 ※11～3月 ～15：30
屋台／平日 9：00～17：00 ※11～3月 ～16：30
　　　土日祝 9：00～18：00 ※11～3月 ～16：30
※屋台の11～3月 営業開始時間変更有り

☎0187-72-4004問
休 年中無休

EV

鹿角市花輪字新田町11-4

かづの

売店コーナー／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
レストラン「グルメ味館」／
　9：00～18：00（L.O 17：30） ※12～3月 ～16：30
団体様向け御食事会場／300席完備（要予約）

☎0186-22-0555問

休 年中無休

EV

山本郡八峰町八森字乙の水72-4

はちもり

9：00～18：00 ※冬期 ～16：00

☎0185-78-2300問

休 12月30日～１月2日、毎週第2・4木曜日

EV

大館市長走字陣場311

やたて峠

売店コーナー・温泉大浴場／7：00～21：00
レストラン・喫茶コーナー／
　11：30～14：30（L.O 14：00）
　17：00～20：00（L.O 19：30）
　※季節により変動あり

☎0186-51-2311問

休 年中無休

EV

大仙市長野字高畑95-1

なかせん

休憩所（無休）／8：00～21：30
売店／9：00～18：00
レストラン／11：00～15：00
うどんそば味穂・キッチンみどり／9：00～17：30

☎0187-56-4515問

休 12月31日・１月1日

EV

湯沢市小野字橋本90

おがち

物産販売コーナー／9：00～17：00
農産物直売所 菜菜こまち／9：00～18：00
レストラン 二ツ森／11：00～16：00
休憩・トイレ施設／24時間
こまち カフェボスコ／9：30～17：00（食事 11：00～15：00）
※冬期間 時間変更あり

☎0183-52-5500問

休 年中無休

EV

潟上市天王字江川上谷地109-2

てんのう

EV

山本郡三種町鹿渡字高石野126-1

ことおか

物産コーナー・野菜直販コーナー／
  　9：00～18：00 ※11～2月 ～17：00
レストラン「たかいし野」／11：00～15：00

☎0185-87-4311問

休 学習館／12月31日～１月3日
売店／12月31日午後～１月3日
休憩施設／無休

EV

由利本荘市東由利老方字畑田28

東由利

黄桜温泉／10：00～21：00
お食事処／11：00～21：00（L.O 20：30）
ショッピングプラザ／9：00～19：30

☎0184-69-2611問

休 黄桜温泉・お食事処／第1・3月曜日
　※祝日の場合はその翌日
ショッピングプラザ／第2・4水曜日

EV

北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1

かみこあに

物産センター／9：00～17：30 ※冬期～17：00
秋田杉の館／9：00～19：00 ※冬期～18：30

☎0186-77-2238問

休 12月31日・１月1日
休憩施設／無休

EV

にかほ市象潟町字大塩越73-1

象潟

おみやげの販売／9：00～19：00
レストラン／11：00～20：30（L.O 20：00） 
温泉／9：00～21：00
観光拠点センター／9：00～21：00
※店舗により異なります

☎0184-32-5588問

休 物産・レストラン／12～3月の第3月曜日
温泉／7～8月を除く第3月曜日 ※祝日の場合はその翌日

EV

能代市二ツ井町小繋字泉51

ふたつい

産直・物販コーナー／9：00～18：00
koikoi食堂／11：00～18：00（L.O 17：00）
軽食コーナー／9：00～18：00
歴史・民俗資料コーナー／9：00～18：00
キッズコーナー／9：00～18：00

☎0185-74-5118問

休 １月１日・１月２日

EV

北秋田市綴子字大堤道下62-1

たかのす

物産館「大太鼓の里ぶっさん館」／
　9：00～18：00 ※12～3月 9：30～17：00
レストラン「どんどん」／
　10：00～17：00 ※12～3月 11：00～17：00

☎0186-63-2233問

休 １月1日
大太鼓の館／12月31日・１月1日

33  roadside stations

Area 11,636.32square kilo meters
Total Population 960,000people
Prefectural Tree Akita cedar
Prefectural Flowers Petasites japonicus
Prefectural Bird Syrmaticus soemmerringii

AKITA
秋田県

※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。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

潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1

しょうわ

物産館・観賞温室／9：00～18：00
レストラン／11：00～18：00（L.O17：00）
グラウンドゴルフ／9：00～18：00 ※4～11月

☎018-855-5041問

休 12月31日・１月1日

EV

北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1外

あに

生産物直売所／9：00～18：00
　※11～3月 ～17：00
レストラン／10：00～17：00（L.O 16：30）
　※11～3月 ～16：00（L.O 15：30）

☎0186-69-2575問

休 12～3月の火曜日
12月31日～１月2日

EV

大館市比内町扇田字新大堤下93-11

ひない

プルミエ比内／9：00～20：00
れすとらん比内どり／11：00～20：00（L.O 19：30）
「とっと館」／9：00～18：00 ※1～3月 ～16：00

☎0186-55-1000問

休 12月31日～１月2日
レストラン／月曜日

EV

南秋田郡五城目町富津内下山内字上広ヶ野76-1

五城目

直売所／9：00～18：00
レストラン／11：00～16：00（L.O 15：30）
　　　　　土日祝 ～18：00（L.O 17：30）

☎018-879-8411問

休 1月1日～１月3日

EV

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100

清水の里・鳥海郷

直売所／8：30～18：00
休憩室／8：00～20：00
レストラン／11：00～18：00（L.O 17：30）
　（12月16日～4月15日 ～16：00）

☎0184-59-2022問

休 12月31日～１月2日

EV

南秋田郡大潟村字西5-2

おおがた

店舗・売店／8：00～18：00
　※冬期間9：00～17：00
レストラン／11：00～14：00
自動販売機コーナー／24時間営業

☎0185-22-4141問

休 １月1日

EV

横手市十文字町字海道下21-4

十文字

店舗・売店／9：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
レストラン／10：30～14：30・16：30～18：00（L.O 17：30）
　※夏期間 ～19：00（L.O 18：30）
ファストフード／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
コンビニ ／24時間営業

☎0182-23-9320問

休 年中無休

EV

大仙市協和荒川字新田表15-2

協和

農林水産物直売所／9：00～19：00 ※11～4月 ～18：00
レストラン／11：00～19：00（L.O 18：30）
　※11～4月 ～18：00（L.O 17：30）
軽食／9：00～19：00（L.O 18：30）
　※11～4月 10：00～18：00（L.O 17：30）

☎018-881-6646問

休 年中無休

EV

仙北郡美郷町金沢字下館124

美郷

物産館・野菜直売施設・軽食・手作り販売室／
　9：00～18：00 ※冬期は～17：00
レストラン／9：00～15：00

☎0182-37-3000問

休 １月1日 ※月末の平日、時短あり

EV

秋田市土崎港西1丁目9-1

あきた港

直売所・物産館／9：00～18：00
レストラン／11：00～15：00
カフェ／10：00～17：00
展望台・情報コーナー／9：00～21：00

☎018-857-3381問

休 年中無休 

EV

鹿角郡小坂町上向字藤原35-3

こさか七滝

農産物直売所／9：00～17：00（☎0186-29-2733）
滝の茶屋 孫左衞門／9：00～18：00（10月から ～17：00）
レストラン／10：00～15：00

☎0186-29-3777問

休 年中無休
※滝の茶屋 孫左衞門・レストランは
　11月中旬～4月中旬 冬期休業

EV

北秋田市脇神字カラムシ岱21-144 外

大館能代空港

ターミナルビル／7：45～18：30
物販施設／9：00～18：15
レストラン／9：00～18：00（L.O17：30）
喫茶／8：00～18：00

☎0186-62-5330問

休 年中無休

EV

雄勝郡羽後町西馬音内字中野200

うご

農産物直売所／9：00～18：00
端縫いダイニング／11：00～L.O16：00（土日祝 ～L.O16：30）
Bon Café／9：00～L.O16：30
うご・じぇら／10：00～17：00
※11～4月の冬期間は短縮営業

☎0183-56-6128問

休 １月1日

EV

男鹿市船川港船川字新浜町1番地19

おが

物産直売所／9：00～17：00 ※12／31 ～14：00
レストラン／10：30～18：30（L.Oは30分前）
　※10～2月 ～17：00、10～2月の土日祝 ～18：00
軽食コーナー／9：00～17：00

☎0185-47-7515問

休 1月1日～1月3日、2月26日・2月27日、3月26日・3月27日
※土日祝の場合は変動あり（年始は除く）

EV

鹿角市十和田大湯字中谷地１９番地

おおゆ

えんがわショップ／9：00～18：00
えんがわカフェ／11：00～16：00
拉麺大湯縁ヶ輪軒／11：00～15：00

☎0186-22-4184問

休 年末年始
拉麺大湯縁ヶ輪軒／4と9のつく日

EV

山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147-6

みねはま

「おらほの館」／9：00～18：00
　※1～2月 ～17：00
レストラン／11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0185-76-4649問

休 1月1日～１月3日

EV

横手市山内土渕字小目倉沢34

さんない

産直・物産／9：00～19：00 ※11～3月 ～18：00
レストラン／11：00～L.O 18：00（土日祝 ～L.O 19：00）
　※11～3月 ～L.O 18：00
手作り工房／9：00～17：00

☎0182-56-1600問

休 不定休、１月1日・１月2日

EV

由利本荘市岩谷町字西越36

おおうち

物産コーナー／9：00～17：00 
レストラン／11：30～20：30（L.O 20：00）
　（軽食・喫茶 14：00～17：30）
温泉大浴場／9：00～21：00

☎0184-62-1126問

休 無休（年1回 9月頃メンテナンス休館あり）

EV

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43

岩城

物産コーナー／9：00～20：00 ※冬期～19：00
レストラン／11：00～20：00
　※冬期～19：00（L.O 30分前） 
温泉施設／9：00～21：00

☎0184-73-3789問

休 11～3月の第2・4水曜日、
4～6・9・10月の第2水曜日、１月1日（7・8月は無休）
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スカイタワー／9：00～18：00 ※冬期～17：00
ドリームショップくらかけ／9：00～18：00 ※冬期～17：00
天王温泉くらら／9：00～22：00 ※冬期～21：00
食菜館くらら／9：00～18：00 ※冬期～17：00 ※冬期 12～3月

☎018-878-6588問

休 温泉施設／第2月曜日
売店・展望塔／12月31日・１月1日午後
産直施設／12月31日・１月1日

EV

釡石市甲子町第7地割155-4

釜石仙人峠

9：00～18：00
茶屋仙人／9：00～L.O16：00

☎0193-27-8530問

休 12月31日・１月1日

EV

下閉伊郡普代村第９地割字銅屋5-3

青の国ふだい

8：00～17：00
軽食コーナー／9：00～16：00

☎0194-35-2411問

休 年中無休

EV

西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽112-2

平泉

物産館／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
レストラン／6：00～8：30 ※朝定食のみ
　　　　　11：00～16：00（L.O 15：30）

☎0191-48-4795問

休 年中無休

EV

一関市室根町折壁字向山131番地9

むろね

産直施設／9：00～19：00 ※12～3月 ～18：00
味処むろね／11：00～15：00（L.O14：30）
からあげ家／10：00～18：30（L.O18：00）
　※12～3月 ～18：00（L.O17：30）
トイレ休憩施設／24時間

☎0191-34-4180問

休 年中無休

EV

花巻市轟木7地割203番地

はなまき西南

物産館（JA花巻）／9：00～17：00
レストラン（味楽苑）／
　11：00～14：00、17：00～21：30

☎0198-29-5522問

休 年中無休

EV

由利本荘市西目町沼田字新道下1112-2

にしめ

物産館「はまなすの里」／9：00～18：00
日本海製麺所／11：00～15：00（L.O14：30）

☎0184-33-4260問

休 12月31日・１月1日

EV

大仙市北楢岡字船戸187

かみおか

神岡物産館／平日 9：00～18：00
　　　　　　土日祝 8：30～18：30 ※11～3月 9：00～18：00
レストラン／平日 11：00～15：30
　　　　　土日祝 11：00～18：30 ※11～3月 ～15：30
屋台／平日 9：00～17：00 ※11～3月 ～16：30
　　　土日祝 9：00～18：00 ※11～3月 ～16：30
※屋台の11～3月 営業開始時間変更有り

☎0187-72-4004問
休 年中無休

EV

鹿角市花輪字新田町11-4

かづの

売店コーナー／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
レストラン「グルメ味館」／
　9：00～18：00（L.O 17：30） ※12～3月 ～16：30
団体様向け御食事会場／300席完備（要予約）

☎0186-22-0555問

休 年中無休

EV

山本郡八峰町八森字乙の水72-4

はちもり

9：00～18：00 ※冬期 ～16：00

☎0185-78-2300問

休 12月30日～１月2日、毎週第2・4木曜日

EV

大館市長走字陣場311

やたて峠

売店コーナー・温泉大浴場／7：00～21：00
レストラン・喫茶コーナー／
　11：30～14：30（L.O 14：00）
　17：00～20：00（L.O 19：30）
　※季節により変動あり

☎0186-51-2311問

休 年中無休

EV

大仙市長野字高畑95-1

なかせん

休憩所（無休）／8：00～21：30
売店／9：00～18：00
レストラン／11：00～15：00
うどんそば味穂・キッチンみどり／9：00～17：30

☎0187-56-4515問

休 12月31日・１月1日

EV

湯沢市小野字橋本90

おがち

物産販売コーナー／9：00～17：00
農産物直売所 菜菜こまち／9：00～18：00
レストラン 二ツ森／11：00～16：00
休憩・トイレ施設／24時間
こまち カフェボスコ／9：30～17：00（食事 11：00～15：00）
※冬期間 時間変更あり

☎0183-52-5500問

休 年中無休

EV

潟上市天王字江川上谷地109-2

てんのう

EV

山本郡三種町鹿渡字高石野126-1

ことおか

物産コーナー・野菜直販コーナー／
  　9：00～18：00 ※11～2月 ～17：00
レストラン「たかいし野」／11：00～15：00

☎0185-87-4311問

休 学習館／12月31日～１月3日
売店／12月31日午後～１月3日
休憩施設／無休

EV

由利本荘市東由利老方字畑田28

東由利

黄桜温泉／10：00～21：00
お食事処／11：00～21：00（L.O 20：30）
ショッピングプラザ／9：00～19：30

☎0184-69-2611問

休 黄桜温泉・お食事処／第1・3月曜日
　※祝日の場合はその翌日
ショッピングプラザ／第2・4水曜日

EV

北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1

かみこあに

物産センター／9：00～17：30 ※冬期～17：00
秋田杉の館／9：00～19：00 ※冬期～18：30

☎0186-77-2238問

休 12月31日・１月1日
休憩施設／無休

EV

にかほ市象潟町字大塩越73-1

象潟

おみやげの販売／9：00～19：00
レストラン／11：00～20：30（L.O 20：00） 
温泉／9：00～21：00
観光拠点センター／9：00～21：00
※店舗により異なります

☎0184-32-5588問

休 物産・レストラン／12～3月の第3月曜日
温泉／7～8月を除く第3月曜日 ※祝日の場合はその翌日

EV

能代市二ツ井町小繋字泉51

ふたつい

産直・物販コーナー／9：00～18：00
koikoi食堂／11：00～18：00（L.O 17：00）
軽食コーナー／9：00～18：00
歴史・民俗資料コーナー／9：00～18：00
キッズコーナー／9：00～18：00

☎0185-74-5118問

休 １月１日・１月２日

EV

北秋田市綴子字大堤道下62-1

たかのす

物産館「大太鼓の里ぶっさん館」／
　9：00～18：00 ※12～3月 9：30～17：00
レストラン「どんどん」／
　10：00～17：00 ※12～3月 11：00～17：00

☎0186-63-2233問

休 １月1日
大太鼓の館／12月31日・１月1日

33  roadside stations

Area 11,636.32square kilo meters
Total Population 960,000people
Prefectural Tree Akita cedar
Prefectural Flowers Petasites japonicus
Prefectural Bird Syrmaticus soemmerringii

AKITA
秋田県

※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。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

南会津郡南会津町糸沢字男鹿沼原3242-6

たじま

本館／7：00～19：00【4～11月】、7：00～18：00【12～3月】
屋外テント／9：00～16：00【4～11月】、冬期休業【12～3月】
軽食コーナー／9：00～16：00【4～11月】、冬期休業【12～3月】

EV

伊達郡川俣町鶴沢字東13-1

川俣

かわまた銘品館・シルクピア／9：00～17：00
蕎麦六【月曜日定休】／11：30～14：00
レストラン Shamoll（シャモール）／10：00～16：00
　　　　　                ※ランチ 11：00～14：00

☎0241-66-3333問

休 年中無休
☎024-566-5253問

休 12月31日、1月1日
Shamoll（シャモール） 火曜日

EV

福島市松川町水原字南沢41-2

つちゆ

売店／9：00～18：00、9：00～17：30【12～3月】
食堂／9：30～17：30、9：30～17：00【12～3月】
外売店／9：30～17：30、冬期休業【12～3月】

☎0243-24-2148問

休 年中無休

EV

二本松市下川崎字上平33-1

安達（上り）

物産コーナー・直売所／9：00～18：00
コンビニ／24時間
軽食コーナー／7：00～19：00
レストラン／10：00～16：00
アイス工房／10：00～18：00
和紙伝承館／9：00～17：00

☎0243-61-3100問

休 無休（物産コーナー・軽食コーナー・コンビニ）、1月1日（その他） 

EV

二本松市米沢字下川原田105-2

安達（下り）

銘産・農産コーナー／8：30～19：00
コンビニ／24時間
ベーカリー／8：00～19：00
レストラン／7：00～19：00
カフェ／9：00～18：00

☎0243-24-9200問

休 年中無休

EV

喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1

喜多の郷

案内所／8：30～17：00
物産館／9：00～18：00
レストラン／10：00～18：00
蔵の湯／9：00～21：00（最終入館 20：00）

☎0241-21-1139問

休 年末年始（レストラン・物産館）、
第1水曜日（蔵の湯）

EV

耶麻郡北塩原村桧原字南黄連沢山1157

裏磐梯

売店／8：30～17：30
　　　8：30～17：00【11月中旬～4月中旬】
食堂／10：00～16：00
　　　10：00～15：00【11月中旬～4月中旬】

☎0241-33-2241問

休 無休（11月中旬～4月中旬 水曜日定休）

EV

河沼郡柳津町大字柳津字下平乙179

会津柳津

9：00～17：00
お食事処／11：00～14：00
　　　　 ※土日祝 ～15：00

☎0241-42-2324問

休 年中無休

EV

東白川郡塙町大字塙字桜木町388-１

はなわ

9：00～18：00
レストラン天領／10：30～17：30
　　　　 　      ※日祝 ～18：00
軽食処／9：00～15：00

☎0247-44-0123問

休 1月1日

EV

相馬市日下石字金谷77-1

そうま

物産館・情報館／9：00～18：00
軽食コーナー／8：00～18：00
体験実習館／9：00～18：00

☎0244-37-3938問

休 1月1日

EV

双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入22-1

ならは

温泉／10：00～21：00（最終受付 20：30）
フードコート／11：00～20：00（L.O 19：30）
物産館／9：00～18：00

☎0240-26-1126問

休 年中無休

EV

石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2

たまかわ

直売所・イートイン／8：30～18：00
食事処／11：00～15：00
   11：00～16：00【土・日・祝日】

☎0247-57-3800問

休 年中無休

EV

大沼郡三島町大字川井字天屋原610

尾瀬街道みしま宿

8：00～18：00
食堂／10：00～16：00

☎0241-48-5677問

休 1月1日～3日

EV

耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26

にしあいづ

9：00～19：00
9：00～18：00【冬季 12/1～3/15】
レストラン／11：00～17：30

☎0241-48-1512問

休 1月1日

EV

二本松市太田字下田2-3

ふくしま東和

直売所・売店／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
ジェラートナチュレ／10：00～16：00 
和食処みちくさ亭／11：00～15：00
中華大榮餃子房／11：00～15：00 ※土日祝 ～17：00

☎0243-46-2113問

休 1月1日、1月2日、1月25日

EV

石川郡平田村上蓬田字横森後160

ひらた

直売所／9：00～18：00【土日祝】
　　　　9：30～18：00【平日】
食堂／11：00～17：00（L.O.16：30）
道路情報提供施設・トイレ・休憩所／24時間

☎0247-55-3501問

休 1月1日

EV

南会津郡下郷町大字南倉沢字木賊844-188

しもごう

8：00～18：00、9：00～17：00【12～3月】
レストラン／10：30～17：00、10：30～16：00【12～3月】
農産物直売所／8：00～16：00
　※12～3月は閉鎖、店舗内にて販売

☎0241-67-3802問

休 12月31日、1月1日

EV

南相馬市原町区高見町2-30-1

南相馬

物産販売／9：00～18：00
レストラン／11：00～15：30（L.O.15：00）

☎0244-26-5100問

休 年中無休

EV

岩瀬郡天栄村田良尾字芝草1-3552

羽鳥湖高原

9：00～18：00
食堂／10：00～L.O.16：00

☎0248-85-2547問

休 年中無休

EV

南会津郡南会津町番屋4

番屋

食堂／9：00～16：30
売店／8：00～17：00

☎0241-78-2785問

休 冬期間（11月中旬～4月中旬）のみ火曜日定休

EV

石川郡古殿町大字田口字平舘25

ふるどの

直売所／9：00～18：00
食堂／11：00～16：00

☎0247-53-4070問

休 年末年始

EV

耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38

ばんだい

お土産コーナー／8：00～20：00
レストラン／11：00～18：00
野菜直売コーナー／9：30～18：00
軽食コーナー／9：30～17：00
※冬期間は営業時間の短縮あり

☎0242-74-1091問

休 年中無休

EV

いわき市四倉町五丁目218-1

よつくら港

1F直売所／9：00～18：00、9：00～17：00【11～2月】
2Fフードコート／
　10：00～18：00（L.O.17：30）
　10：00～17：00（L.O.16：30）【11～2月】

☎0246-32-8075問

休 火曜日、1月1日

EV

二本松市東新殿字平石田12-2

さくらの郷

直売コーナー／9：00～17：00
食堂／11：00～15：00

☎0243-68-4770問

休 年始

EV

大沼郡金山町大字中川字上居平949-8

奥会津かねやま

売店・軽食コーナー／
　9：00～18：30、9：00～17：30【冬期間】
食事処こぶし館／11：00～15：00

☎0241-55-3334問

休 12月30日～1月2日

EV

南会津郡南会津町山口字橋尻1

きらら289

入浴／10：00～20：00
食堂／11：00～L.O.19：00
　　　※火曜日 L.O.14：00

☎0241-71-1289問

休 入浴施設／火曜日定休（祝日は営業、翌日休み）
食堂／年中無休

EV

岩瀬郡天栄村大里字天房50-1

季の里天栄

直売所／9：00～18：00
食堂／11：00～14：00
　　　※そばが無くなり次第終了

☎0248-81-1455問

休 直売所／年末年始
食堂／3～12月 第2火曜日、
　　　1・2月 火曜日、年末年始

EV

伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1

国見 あつかしの郷

インフォメーション／9：00～18：00
桃花亭／10：00～17：30
くにみ市場／9:00～18：00
ファストフード／9：00～17：30
ももたんカフェ 10：00～17：00／木育ひろば 9：00～17：00

☎024-585-2132問

休 年中無休（メンテナンス等除く）

EV

河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目78-1

あいづ 湯川・会津坂下

道路情報提供施設／24時間
地域振興施設／9：00～19：00（冬季営業時間変更あり）
レストラン／11：00～15：00（L.O.14：50）※ランチタイム
　　　　　 15：00～17：00（L.O.16：30）※カフェタイム
交流促進施設／9：00～20：00

☎0241-27-8853問

休 2月第3水曜日

EV

相馬郡飯舘村深谷字深谷前12-1

いいたて村の道の駅までい館

物販等施設／10：00～18：00 ※冬期間 ～17：00
食事／11：00～15：00
コンビニエンスストア／6：00～20：00

☎0244-42-1080問

休 水曜日、12月31日～1月2日

EV

福島市大笹生字月崎1-1

ふくしま

9：00～18：00
レストラン「あづまキッチン」／11：00～16：00（L.O.15：00）
テイクアウトショップ・フードコート／
　10：30～18：00（L.O.17：30）

☎024-572-4588問

休 不定休

EV

南会津郡檜枝岐村字見通1136-1

尾瀬檜枝岐

尾瀬の郷 交流センター ※冬季要問合せ／
　売店 9：00～17：00　レストラン水芭蕉 11：00～17：00（L.O 16：30）
森の温泉館 アルザ尾瀬の郷／10：00～18：00（最終受付 17：30）
　※5～10月の木曜日 12：00～ ※冬季はプールのみ営業、要問合せ
山人家／8：00～16：00（立ち食い処 10：00～15：00） ※天候により変更の場合あり
尾瀬檜枝岐 山旅案内所／8：30～17：00

☎0241-75-2432問

休 尾瀬の郷 交流センター・森の温泉館 アルザ尾瀬の郷／11～4月の木曜日
山人家／水曜日 ※冬季休業あり　尾瀬檜枝岐 山旅案内所／年中無休

EV

伊達市霊山町下小国字桜町3-1

伊達の郷りょうぜん

農産物直売所・物販コーナー／9：30～18：00
レストラン「だて食庵」／11：00～15：00
焼きたてパン「りょうぜんパン工房115」／9：30～17：00
つきたてもち「福月」・カフェ「Café de Repos」／9：30～17：30
ジェラート「まきばのジャージー」／10：00～17：30
牛タン「りょうぜん焼き本舗」・うどん「小手姫うどん」／10：00～17：30

☎024-573-4880問

休 1月1日 ※他、臨時休館日あり

EV

双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺60

なみえ

産地直売所 いなほ／10：00～18：00
レストラン かなで／10：00～18：00（L.O 17：30）
麺処ひろ田製粉所／10：30～18：00（L.O 17：30）
ふくしまフルーツラボ／10：00～17：00
まちのパン屋さん ほのか／10：00～16：00
無印良品／10：00～18：00
SakeKuraゆい／10：00～18：00
大堀相馬焼／10：00～17：00

☎0240-23-7121問
休 毎月最終水曜日（大堀相馬焼は毎週水曜日）

EV

耶麻郡猪苗代町大字堅田字五百苅１

猪苗代

物産館／9：00～18：00
ダイニング／10：30～16：00（L.O.15：30）
フードコート／9：00～18：00（L.O.17：30）

☎0242-36-7676問

休 年中無休

EV

大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1

からむし織の里しょうわ

織姫交流館／9：00～17：00
からむし工芸博物館／9：00～17：00（最終入館16：30）
郷土食伝承館「苧麻庵」／11：00～15：00

☎0241-58-1655問

休 年末年始
※郷土食伝承館「苧麻庵」不定休あり
※工芸博物館は展示替等のため臨時休館あり
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35  roadside stations

Area 13,782square kilo meters
Total Population 1,830,000people
Prefectural Tree Zelkova serrata
Prefectural Flowers Rhododendron brachycarpum f. nemotoanum
Prefectural Bird Ficedula narcissina  

FUKUSHIMA
福島県

※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。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

南会津郡南会津町糸沢字男鹿沼原3242-6

たじま

本館／7：00～19：00【4～11月】、7：00～18：00【12～3月】
屋外テント／9：00～16：00【4～11月】、冬期休業【12～3月】
軽食コーナー／9：00～16：00【4～11月】、冬期休業【12～3月】

EV

伊達郡川俣町鶴沢字東13-1

川俣

かわまた銘品館・シルクピア／9：00～17：00
蕎麦六【月曜日定休】／11：30～14：00
レストラン Shamoll（シャモール）／10：00～16：00
　　　　　                ※ランチ 11：00～14：00

☎0241-66-3333問

休 年中無休
☎024-566-5253問

休 12月31日、1月1日
Shamoll（シャモール） 火曜日

EV

福島市松川町水原字南沢41-2

つちゆ

売店／9：00～18：00、9：00～17：30【12～3月】
食堂／9：30～17：30、9：30～17：00【12～3月】
外売店／9：30～17：30、冬期休業【12～3月】

☎0243-24-2148問

休 年中無休

EV

二本松市下川崎字上平33-1

安達（上り）

物産コーナー・直売所／9：00～18：00
コンビニ／24時間
軽食コーナー／7：00～19：00
レストラン／10：00～16：00
アイス工房／10：00～18：00
和紙伝承館／9：00～17：00

☎0243-61-3100問

休 無休（物産コーナー・軽食コーナー・コンビニ）、1月1日（その他） 

EV

二本松市米沢字下川原田105-2

安達（下り）

銘産・農産コーナー／8：30～19：00
コンビニ／24時間
ベーカリー／8：00～19：00
レストラン／7：00～19：00
カフェ／9：00～18：00

☎0243-24-9200問

休 年中無休

EV

喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1

喜多の郷

案内所／8：30～17：00
物産館／9：00～18：00
レストラン／10：00～18：00
蔵の湯／9：00～21：00（最終入館 20：00）

☎0241-21-1139問

休 年末年始（レストラン・物産館）、
第1水曜日（蔵の湯）

EV

耶麻郡北塩原村桧原字南黄連沢山1157

裏磐梯

売店／8：30～17：30
　　　8：30～17：00【11月中旬～4月中旬】
食堂／10：00～16：00
　　　10：00～15：00【11月中旬～4月中旬】

☎0241-33-2241問

休 無休（11月中旬～4月中旬 水曜日定休）

EV

河沼郡柳津町大字柳津字下平乙179

会津柳津

9：00～17：00
お食事処／11：00～14：00
　　　　 ※土日祝 ～15：00

☎0241-42-2324問

休 年中無休

EV

東白川郡塙町大字塙字桜木町388-１

はなわ

9：00～18：00
レストラン天領／10：30～17：30
　　　　 　      ※日祝 ～18：00
軽食処／9：00～15：00

☎0247-44-0123問

休 1月1日

EV

相馬市日下石字金谷77-1

そうま

物産館・情報館／9：00～18：00
軽食コーナー／8：00～18：00
体験実習館／9：00～18：00

☎0244-37-3938問

休 1月1日

EV

双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入22-1

ならは

温泉／10：00～21：00（最終受付 20：30）
フードコート／11：00～20：00（L.O 19：30）
物産館／9：00～18：00

☎0240-26-1126問

休 年中無休

EV

石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2

たまかわ

直売所・イートイン／8：30～18：00
食事処／11：00～15：00
   11：00～16：00【土・日・祝日】

☎0247-57-3800問

休 年中無休

EV

大沼郡三島町大字川井字天屋原610

尾瀬街道みしま宿

8：00～18：00
食堂／10：00～16：00

☎0241-48-5677問

休 1月1日～3日

EV

耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26

にしあいづ

9：00～19：00
9：00～18：00【冬季 12/1～3/15】
レストラン／11：00～17：30

☎0241-48-1512問

休 1月1日

EV

二本松市太田字下田2-3

ふくしま東和

直売所・売店／9：00～18：00 ※12～3月 ～17：00
ジェラートナチュレ／10：00～16：00 
和食処みちくさ亭／11：00～15：00
中華大榮餃子房／11：00～15：00 ※土日祝 ～17：00

☎0243-46-2113問

休 1月1日、1月2日、1月25日

EV

石川郡平田村上蓬田字横森後160

ひらた

直売所／9：00～18：00【土日祝】
　　　　9：30～18：00【平日】
食堂／11：00～17：00（L.O.16：30）
道路情報提供施設・トイレ・休憩所／24時間

☎0247-55-3501問

休 1月1日

EV

南会津郡下郷町大字南倉沢字木賊844-188

しもごう

8：00～18：00、9：00～17：00【12～3月】
レストラン／10：30～17：00、10：30～16：00【12～3月】
農産物直売所／8：00～16：00
　※12～3月は閉鎖、店舗内にて販売

☎0241-67-3802問

休 12月31日、1月1日

EV

南相馬市原町区高見町2-30-1

南相馬

物産販売／9：00～18：00
レストラン／11：00～15：30（L.O.15：00）

☎0244-26-5100問

休 年中無休

EV

岩瀬郡天栄村田良尾字芝草1-3552

羽鳥湖高原

9：00～18：00
食堂／10：00～L.O.16：00

☎0248-85-2547問

休 年中無休

EV

南会津郡南会津町番屋4

番屋

食堂／9：00～16：30
売店／8：00～17：00

☎0241-78-2785問

休 冬期間（11月中旬～4月中旬）のみ火曜日定休

EV

石川郡古殿町大字田口字平舘25

ふるどの

直売所／9：00～18：00
食堂／11：00～16：00

☎0247-53-4070問

休 年末年始

EV

耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38

ばんだい

お土産コーナー／8：00～20：00
レストラン／11：00～18：00
野菜直売コーナー／9：30～18：00
軽食コーナー／9：30～17：00
※冬期間は営業時間の短縮あり

☎0242-74-1091問

休 年中無休

EV

いわき市四倉町五丁目218-1

よつくら港

1F直売所／9：00～18：00、9：00～17：00【11～2月】
2Fフードコート／
　10：00～18：00（L.O.17：30）
　10：00～17：00（L.O.16：30）【11～2月】

☎0246-32-8075問

休 火曜日、1月1日

EV

二本松市東新殿字平石田12-2

さくらの郷

直売コーナー／9：00～17：00
食堂／11：00～15：00

☎0243-68-4770問

休 年始

EV

大沼郡金山町大字中川字上居平949-8

奥会津かねやま

売店・軽食コーナー／
　9：00～18：30、9：00～17：30【冬期間】
食事処こぶし館／11：00～15：00

☎0241-55-3334問

休 12月30日～1月2日

EV

南会津郡南会津町山口字橋尻1

きらら289

入浴／10：00～20：00
食堂／11：00～L.O.19：00
　　　※火曜日 L.O.14：00

☎0241-71-1289問

休 入浴施設／火曜日定休（祝日は営業、翌日休み）
食堂／年中無休

EV

岩瀬郡天栄村大里字天房50-1

季の里天栄

直売所／9：00～18：00
食堂／11：00～14：00
　　　※そばが無くなり次第終了

☎0248-81-1455問

休 直売所／年末年始
食堂／3～12月 第2火曜日、
　　　1・2月 火曜日、年末年始

EV

伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1

国見 あつかしの郷

インフォメーション／9：00～18：00
桃花亭／10：00～17：30
くにみ市場／9:00～18：00
ファストフード／9：00～17：30
ももたんカフェ 10：00～17：00／木育ひろば 9：00～17：00

☎024-585-2132問

休 年中無休（メンテナンス等除く）

EV

河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目78-1

あいづ 湯川・会津坂下

道路情報提供施設／24時間
地域振興施設／9：00～19：00（冬季営業時間変更あり）
レストラン／11：00～15：00（L.O.14：50）※ランチタイム
　　　　　 15：00～17：00（L.O.16：30）※カフェタイム
交流促進施設／9：00～20：00

☎0241-27-8853問

休 2月第3水曜日

EV

相馬郡飯舘村深谷字深谷前12-1

いいたて村の道の駅までい館

物販等施設／10：00～18：00 ※冬期間 ～17：00
食事／11：00～15：00
コンビニエンスストア／6：00～20：00

☎0244-42-1080問

休 水曜日、12月31日～1月2日

EV

福島市大笹生字月崎1-1

ふくしま

9：00～18：00
レストラン「あづまキッチン」／11：00～16：00（L.O.15：00）
テイクアウトショップ・フードコート／
　10：30～18：00（L.O.17：30）

☎024-572-4588問

休 不定休

EV

南会津郡檜枝岐村字見通1136-1

尾瀬檜枝岐

尾瀬の郷 交流センター ※冬季要問合せ／
　売店 9：00～17：00　レストラン水芭蕉 11：00～17：00（L.O 16：30）
森の温泉館 アルザ尾瀬の郷／10：00～18：00（最終受付 17：30）
　※5～10月の木曜日 12：00～ ※冬季はプールのみ営業、要問合せ
山人家／8：00～16：00（立ち食い処 10：00～15：00） ※天候により変更の場合あり
尾瀬檜枝岐 山旅案内所／8：30～17：00

☎0241-75-2432問

休 尾瀬の郷 交流センター・森の温泉館 アルザ尾瀬の郷／11～4月の木曜日
山人家／水曜日 ※冬季休業あり　尾瀬檜枝岐 山旅案内所／年中無休

EV

伊達市霊山町下小国字桜町3-1

伊達の郷りょうぜん

農産物直売所・物販コーナー／9：30～18：00
レストラン「だて食庵」／11：00～15：00
焼きたてパン「りょうぜんパン工房115」／9：30～17：00
つきたてもち「福月」・カフェ「Café de Repos」／9：30～17：30
ジェラート「まきばのジャージー」／10：00～17：30
牛タン「りょうぜん焼き本舗」・うどん「小手姫うどん」／10：00～17：30

☎024-573-4880問

休 1月1日 ※他、臨時休館日あり

EV

双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺60

なみえ

産地直売所 いなほ／10：00～18：00
レストラン かなで／10：00～18：00（L.O 17：30）
麺処ひろ田製粉所／10：30～18：00（L.O 17：30）
ふくしまフルーツラボ／10：00～17：00
まちのパン屋さん ほのか／10：00～16：00
無印良品／10：00～18：00
SakeKuraゆい／10：00～18：00
大堀相馬焼／10：00～17：00

☎0240-23-7121問
休 毎月最終水曜日（大堀相馬焼は毎週水曜日）

EV

耶麻郡猪苗代町大字堅田字五百苅１

猪苗代

物産館／9：00～18：00
ダイニング／10：30～16：00（L.O.15：30）
フードコート／9：00～18：00（L.O.17：30）

☎0242-36-7676問

休 年中無休

EV

大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1

からむし織の里しょうわ

織姫交流館／9：00～17：00
からむし工芸博物館／9：00～17：00（最終入館16：30）
郷土食伝承館「苧麻庵」／11：00～15：00

☎0241-58-1655問

休 年末年始
※郷土食伝承館「苧麻庵」不定休あり
※工芸博物館は展示替等のため臨時休館あり
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35  roadside stations

Area 13,782square kilo meters
Total Population 1,830,000people
Prefectural Tree Zelkova serrata
Prefectural Flowers Rhododendron brachycarpum f. nemotoanum
Prefectural Bird Ficedula narcissina  

FUKUSHIMA
福島県

※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。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

大崎市三本木字大豆坂63-13

三本木

販売コーナー／9：00～18：00
軽食コーナー／9：00～17：30
レストラン／9：00～18：00（L.O.17：30）
亜炭記念館／9：00～17：00
防災情報ステーション／8：30～17：30

EV

登米市津山町横山字細屋26-1

津山

9：00～17：00
お食事処「木里口」／10：00～17：00

☎0229-53-1333問

休 年中無休 ☎0225-69-2341
お食事処「木里口」／☎0225-69-2181

問

休 12月30日～1月1日

EV

刈田郡七ヶ宿町字上野8-1

七ヶ宿

売店／9：00～17：30
　　　～18：00 【7・8月】
　　　～17：00 【12～3月】
レストラン／10：00～16：00（L.O.15：30） 

☎0224-37-2721問

休 12月31日～1月3日

EV

鶴岡市早田字戸ノ浦606

あつみ

8：00～18：00
　※8：30～17：30【9～4月】
レストラン／7：00～17：00（L.O.16：30）

☎0235-44-3211問

休 毎月最終水曜日（7・8月は営業）、
12月31日、1月1日

EV

西村山郡西川町大字水沢2304

にしかわ

売店・農産物直売所／9：00～17：00
レストラン＆ファストフード／9：00～17：00（L.O16：30）
　※ランチタイム／11：00～15：00
水沢温泉館／8：00～20：00

☎0237-74-2100問

休 年末年始
第2火曜日（水沢温泉館） 

EV

西置賜郡飯豊町大字松原1898

いいで

観光物産館／9：00～18：00　道路情報館／24時間
ファストフード／8：00～17：00
　※9：00～【11月】 、10：00～【12～3月】
レストラン／11：00～18：00（L.O.17：30）
※各施設、季節によって変更あり

☎0238-86-3939問

休 12月31日、1月1日 ※12～2月は休館日有

EV

村山市大字楯岡7635-1

むらやま

地域特産品コーナー（売店）／9：00～17：00
フードコーナー／9：00～17：00（L.O 16：30）
※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は17：00迄注文可
農産物直売所／9：00～17：00

☎0237-55-7100問

休 年中無休（臨時休館の場合あり）

EV

最上郡戸沢村大字蔵岡字黒渕3704-12

とざわ

物産館／9：00～17：30 ※～16：30【12～3月】 
休憩所／24時間
レストラン／11：00～15：00

☎0233-72-3303問

休 年中無休
10・11月の火・水・木曜日 ※祝日の場合は営業、
12～3月 冬季休業（レストラン）

EV

飽海郡遊佐町菅里字菅野308-1

鳥海

ふらっと／9：00～18：00 ※～17：00【11～2月】
直売所／9：00～17：30 ※～16：30【11～2月】
※上記2施設は休日や季節により変更あり
遊楽里／チェックイン15：00、チェックアウト10：00

☎0234-71-7222（ふらっと）
☎0234-77-3711（遊楽里）

問

休 12月31日・1月1日（ふらっと）
年中無休（遊楽里）

EV

米沢市大字入田沢573-19

田沢

9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】
食堂／11：00～15：00
　※おそばが無くなり次第終了
売店／9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】

☎0238-31-2753問

休 1月1日 ※他、不定休あり

EV

西置賜郡小国町大字小国小坂町616-1

白い森おぐに

旬彩レストランあいあい／11：00～15：00
　※～14：00【12～3月】 ※営業時間変動あり
物産品直売所・情報コーナー／
　9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】

☎0238-62-3719問

休 1月1日、年3～5日臨時休業あり

EV

天童市鍬ノ町2丁目3-41

天童温泉

森林情報館もり～な天童・売店／9：00～18：00
足湯／6：00～21：00
レストラン／9：00～L.O.16：00
道路情報コーナー／24時間

☎023-651-2002問

休 1月1日（森林情報館もり～な天童）
※売店・レストランは不定休あり

EV

東置賜郡高畠町大字安久津2072-1

たかはた

売店／9：00～17：30 ※9：30～16：30【12～3月】
レストラン／10：00～16：45（L.O.16：15）
　※10：00～16：00（L.O.15：30）【12～3月】
案内所／9：00～17：30

☎0238-52-5433問

休 年中無休

EV

東田川郡三川町大字横山字堤172-1

庄内みかわ

物産館マイデル／9：00～17：30　食堂／9：30～16：00
田田（温泉入浴施設）／6：00～22：00 ※17：00～【第3水曜日】
なの花ホール 鯛ラーメン 大漁／11：00～14：00・17：30～20：00

☎0235-66-4833問

休 12月31日午後～1月3日（物産館マイデル）
6月14・15日、12月20・21日（田田（温泉入浴施設））
不定休（なの花ホール 鯛ラーメン 大漁）

EV

西村山郡大江町大字藤田218-1

おおえ

9：00～18：00
　※～17：30【10月中旬～3月】
軽食コーナー
　10：00～ ※無くなり次第終了

☎0237-62-5845問

休 12月31日、1月1日

EV

尾花沢市大字芦沢1195-1

尾花沢

物産館（みちのく新鮮市・お土産はながさ）／
　9：00～18：00
食事処ねまる／10：30～18：00（L.O.17：30）
情報ラウンジ／24時間

☎0237-24-3535問

休 1月1日

EV

西置賜郡白鷹町下山661-1

白鷹ヤナ公園

レストランあゆ茶屋・ファストフードヤナ売店・特産品展示販売所／
　10：00～18：00 ※～17：00【12~3月】
休憩コーナー・情報提供コーナー・自動販売機コーナー／
　24時間

☎0238-85-5577問

休 1・2月の水曜日

EV

長井市東町2-50

川のみなと長井

農産物直売・物産／9：00～18：00
観光案内所／9：00～18：00
フードコーナー／9：00～18：00（L.O.17：30）
　※～17：00（L.O.16：30）【1・2月】
道路情報／24時間

☎0238-87-1121問

休 年中無休

EV

米沢市大字川井1039-1

米沢

農産物直売所、物産・特産品販売所／9：00～18：00
フードコート、ファーストフード／10：00～18：00
観光総合案内所／9：00～18：00
米沢牛レストラン「牛毘亭」／11：00～21：00（L.O.20：00）
コンビニエンスストア／7：00～21：00
駐車場、トイレ、無料休憩所、情報コーナー／24時間

☎0238-40-8400問

休 年中無休

EV

西村山郡朝日町大字和合2724

あさひまち

特産品等販売施設／
　9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】
軽食／10：00～15：30
ファストフード／
　10：00～15：00 ※～16：00【土日祝】

☎0237-85-0623問

休 1月1日～3日

EV

東田川郡庄内町狩川字外北割97-1

しょうない

農産物直売所・イベント広場／
　9：00～18：00 ※季節により変更になる場合あり
風車の見える主婦レストラン「いろどり」／
　11：00～15：00【ランチタイム】 15：00～16：30【喫茶】

☎0234-56-3039問

休 12月31日～1月3日
※都合により変更になる場合あり

EV

栗原市花山字本沢北ノ前112-1

路田里はなやま

売店／9：30～18：00
　　　9：30～17：00【12～2月】
レストラン／10：30～17：00
　　　　　 10：30～16：00【12～2月】

☎0228-56-2265問

休 12月28日～1月2日

EV

大崎市岩出山池月字下宮道下4-1

あ・ら・伊達な道の駅

レストラン／10：00～17：00
特産物売店・コンビニ／9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】
ファーストフード／9：00～18：00（麺類L.O17：30） 
　※～17：00（麺類L.O16：30）【12～3月】
※冬期間は営業時間の変更あり

☎0229-73-2236問

休 年中無休

EV

柴田郡村田町大字村田字北塩内41

村田

物産直売所／9：00～17：00
レストラン／11：00～17：00（L.O.16：30）

☎0224-83-5505問

休 年末年始
第2月曜日 ※祝日の場合翌日（レストラン）

EV

登米市東和町米谷字福平191-1

三滝堂

物産販売所／9：00～19：00
レストラン／10：00～17：00（L.O.16：00）

☎0220-23-7891問

休 年中無休

EV

宮城県石巻市雄勝町下雄勝2-5

硯上の里おがつ

平日 9：00～16：30／土日祝 9：00～17：00
※全日9：00～16：30【11～3月】
※年末年始短縮営業あり

☎0225-57-3339（石巻観光協会 雄勝事務所）問

休 11～3月の第3火曜日、12月31日～1月3日

EV

宮城県牡鹿郡女川町女川2-66

おながわ

たびの情報館ぷらっと／9：00～17：00
シーパルピア女川・地元市場ハマテラス／店舗により異なる
女川町まちなか交流館／9：00～21：00

☎0225-24-8118問

休 たびの情報館ぷらっと／年中無休
シーパルピア女川・地元市場ハマテラス／店舗により異なる
女川町まちなか交流館／第2・4火曜日、年末年始

EV

大崎市古川千手寺町二丁目5-50

おおさき

産直コーナー／9：30～18：30
コミュニティカフェ／10：00～18：00

☎0229-25-7381問

休 1月1日

EV

角田市枝野字北島81-1

かくだ

直売所／9：00～18：30
カフェ／9：00～18：00（L.O.17：30）
フードコート／11：00～17：30（L.O.17：00）
　　　　　　 11：00～17：00（L.O.16：30）【11～3月】

☎0224-61-2850問

休 12月31日・1月1日

EV

登米市東和町米川字六反33-1

林林館

森の茶屋／9：00～18：00
レストラン／10：00～16：00 ※～16：30【土・日】（L.O.30分前）
立食コーナー／9：00～15：00 ※～15：30【土・日】
森のほたる／9：00～17：30【3～10月】※【11～2月】は短縮営業
本 館／10：00～15：30 ※～15：00【11～3月】

☎0220-45-1218問

休 年中無休／火・木曜日、年末年始（本館）
11～2月は定休日あり（森のほたる）

EV

石巻市小船越字二子北下1-1

上品の郷

農産物直売所／9：00～19：00
ふたごの湯／9：00～21：00（最終受付20：30）
レストラン／10：00～20：00（L.O.19：30）
コンビニ／6：00～22：00

☎0225-62-3670問

休 年中無休
第4火曜日（ふたごの湯）

EV

登米市南方町新高石浦150-1

みなみかた“もっこりの里”

直売所／9：00～18：30、9：00～18：00【11～3月】
バイキング／ランチ 11：30～14：30
 　　ディナー 17：30～20：00
軽食／15：00～17：30
牛串販売／9：00～17：00

☎0220-58-3111問

休 12月31日～1月3日

EV

気仙沼市本吉町三島9

大谷海岸

産直市場／9：00～18：00
カフェテリア／10：00～17：00
ファストフード／9：00～16：00

☎0226-44-3180問

休 12月31日～1月2日

EV

黒川郡大郷町中村字北浦51-6

おおさと

売店／9：00～18：00
フードコート 
　おおさと食堂・のうぎょうけんこうけんきゅうしょ／
　   10：30～17：00（L.O.16：30） 
　餅カフェPettan／10：30～14：00
　milk monster／9：30～18：00（L.O.17：30）

☎022-359-2675問

休 12月30日～1月2日

EV

登米市米山町西野字新遠田67

米山

ふる里センターY・Y／9：00～18：30
　　　　　　　　　 9：00～18：00【11～3月】
レストランわいわい／11：00～L.O.16：00
お休み処Y・Y／10：00～17：00

☎0220-55-2747問

休 12月31日～1月3日

EV

寒河江市大字八鍬字川原919-6

寒河江

さくらんぼ会館／9：00～18：00
　※～17：00【11～3月】
チェリーランドさがえ／9：00～18：00
　※～17：30【11～3月】
レストラン／10：30～17：30（L.O.17：00）

EV

西村山郡河北町谷地字真木335-1

河北

8：30～18：00

☎0237-86-1818問

休 年中無休
年末年始（さくらんぼ会館）

☎0237-72-2870問

EV

鶴岡市越中山字名平3-1

月山

そば処・大梵字／11：00～17：00
他施設／9：00～17：00
月山情報ターミナル／24時間

☎0235-53-3411問

休 12～3月の第4月曜日、年末年始
年中無休（月山情報ターミナル）

17  roadside stations

Area 7,285.80square kilo meters
Total Population 2,290,000people
Prefectural Tree Zelkova serrata
Prefectural Flowers Lespedeza thunbergii
Prefectural Bird Wild goose  

MIYAGI
宮城県

21  roadside stations

Area 9,325.15square kilo meters
Total Population 1,070,000people
Prefectural Tree Cherry
Prefectural Flowers Carthamus tinctorius
Prefectural Bird Aix galericulata 

YAMAGATA
山形県

※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。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

大崎市三本木字大豆坂63-13

三本木

販売コーナー／9：00～18：00
軽食コーナー／9：00～17：30
レストラン／9：00～18：00（L.O.17：30）
亜炭記念館／9：00～17：00
防災情報ステーション／8：30～17：30

EV

登米市津山町横山字細屋26-1

津山

9：00～17：00
お食事処「木里口」／10：00～17：00

☎0229-53-1333問

休 年中無休 ☎0225-69-2341
お食事処「木里口」／☎0225-69-2181

問

休 12月30日～1月1日

EV

刈田郡七ヶ宿町字上野8-1

七ヶ宿

売店／9：00～17：30
　　　～18：00 【7・8月】
　　　～17：00 【12～3月】
レストラン／10：00～16：00（L.O.15：30） 

☎0224-37-2721問

休 12月31日～1月3日

EV

鶴岡市早田字戸ノ浦606

あつみ

8：00～18：00
　※8：30～17：30【9～4月】
レストラン／7：00～17：00（L.O.16：30）

☎0235-44-3211問

休 毎月最終水曜日（7・8月は営業）、
12月31日、1月1日

EV

西村山郡西川町大字水沢2304

にしかわ

売店・農産物直売所／9：00～17：00
レストラン＆ファストフード／9：00～17：00（L.O16：30）
　※ランチタイム／11：00～15：00
水沢温泉館／8：00～20：00

☎0237-74-2100問

休 年末年始
第2火曜日（水沢温泉館） 

EV

西置賜郡飯豊町大字松原1898

いいで

観光物産館／9：00～18：00　道路情報館／24時間
ファストフード／8：00～17：00
　※9：00～【11月】 、10：00～【12～3月】
レストラン／11：00～18：00（L.O.17：30）
※各施設、季節によって変更あり

☎0238-86-3939問

休 12月31日、1月1日 ※12～2月は休館日有

EV

村山市大字楯岡7635-1

むらやま

地域特産品コーナー（売店）／9：00～17：00
フードコーナー／9：00～17：00（L.O 16：30）
※ジェラート・ソフトクリーム・飲料は17：00迄注文可
農産物直売所／9：00～17：00

☎0237-55-7100問

休 年中無休（臨時休館の場合あり）

EV

最上郡戸沢村大字蔵岡字黒渕3704-12

とざわ

物産館／9：00～17：30 ※～16：30【12～3月】 
休憩所／24時間
レストラン／11：00～15：00

☎0233-72-3303問

休 年中無休
10・11月の火・水・木曜日 ※祝日の場合は営業、
12～3月 冬季休業（レストラン）

EV

飽海郡遊佐町菅里字菅野308-1

鳥海

ふらっと／9：00～18：00 ※～17：00【11～2月】
直売所／9：00～17：30 ※～16：30【11～2月】
※上記2施設は休日や季節により変更あり
遊楽里／チェックイン15：00、チェックアウト10：00

☎0234-71-7222（ふらっと）
☎0234-77-3711（遊楽里）

問

休 12月31日・1月1日（ふらっと）
年中無休（遊楽里）

EV

米沢市大字入田沢573-19

田沢

9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】
食堂／11：00～15：00
　※おそばが無くなり次第終了
売店／9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】

☎0238-31-2753問

休 1月1日 ※他、不定休あり

EV

西置賜郡小国町大字小国小坂町616-1

白い森おぐに

旬彩レストランあいあい／11：00～15：00
　※～14：00【12～3月】 ※営業時間変動あり
物産品直売所・情報コーナー／
　9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】

☎0238-62-3719問

休 1月1日、年3～5日臨時休業あり

EV

天童市鍬ノ町2丁目3-41

天童温泉

森林情報館もり～な天童・売店／9：00～18：00
足湯／6：00～21：00
レストラン／9：00～L.O.16：00
道路情報コーナー／24時間

☎023-651-2002問

休 1月1日（森林情報館もり～な天童）
※売店・レストランは不定休あり

EV

東置賜郡高畠町大字安久津2072-1

たかはた

売店／9：00～17：30 ※9：30～16：30【12～3月】
レストラン／10：00～16：45（L.O.16：15）
　※10：00～16：00（L.O.15：30）【12～3月】
案内所／9：00～17：30

☎0238-52-5433問

休 年中無休

EV

東田川郡三川町大字横山字堤172-1

庄内みかわ

物産館マイデル／9：00～17：30　食堂／9：30～16：00
田田（温泉入浴施設）／6：00～22：00 ※17：00～【第3水曜日】
なの花ホール 鯛ラーメン 大漁／11：00～14：00・17：30～20：00

☎0235-66-4833問

休 12月31日午後～1月3日（物産館マイデル）
6月14・15日、12月20・21日（田田（温泉入浴施設））
不定休（なの花ホール 鯛ラーメン 大漁）

EV

西村山郡大江町大字藤田218-1

おおえ

9：00～18：00
　※～17：30【10月中旬～3月】
軽食コーナー
　10：00～ ※無くなり次第終了

☎0237-62-5845問

休 12月31日、1月1日

EV

尾花沢市大字芦沢1195-1

尾花沢

物産館（みちのく新鮮市・お土産はながさ）／
　9：00～18：00
食事処ねまる／10：30～18：00（L.O.17：30）
情報ラウンジ／24時間

☎0237-24-3535問

休 1月1日

EV

西置賜郡白鷹町下山661-1

白鷹ヤナ公園

レストランあゆ茶屋・ファストフードヤナ売店・特産品展示販売所／
　10：00～18：00 ※～17：00【12~3月】
休憩コーナー・情報提供コーナー・自動販売機コーナー／
　24時間

☎0238-85-5577問

休 1・2月の水曜日

EV

長井市東町2-50

川のみなと長井

農産物直売・物産／9：00～18：00
観光案内所／9：00～18：00
フードコーナー／9：00～18：00（L.O.17：30）
　※～17：00（L.O.16：30）【1・2月】
道路情報／24時間

☎0238-87-1121問

休 年中無休

EV

米沢市大字川井1039-1

米沢

農産物直売所、物産・特産品販売所／9：00～18：00
フードコート、ファーストフード／10：00～18：00
観光総合案内所／9：00～18：00
米沢牛レストラン「牛毘亭」／11：00～21：00（L.O.20：00）
コンビニエンスストア／7：00～21：00
駐車場、トイレ、無料休憩所、情報コーナー／24時間

☎0238-40-8400問

休 年中無休

EV

西村山郡朝日町大字和合2724

あさひまち

特産品等販売施設／
　9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】
軽食／10：00～15：30
ファストフード／
　10：00～15：00 ※～16：00【土日祝】

☎0237-85-0623問

休 1月1日～3日

EV

東田川郡庄内町狩川字外北割97-1

しょうない

農産物直売所・イベント広場／
　9：00～18：00 ※季節により変更になる場合あり
風車の見える主婦レストラン「いろどり」／
　11：00～15：00【ランチタイム】 15：00～16：30【喫茶】

☎0234-56-3039問

休 12月31日～1月3日
※都合により変更になる場合あり

EV

栗原市花山字本沢北ノ前112-1

路田里はなやま

売店／9：30～18：00
　　　9：30～17：00【12～2月】
レストラン／10：30～17：00
　　　　　 10：30～16：00【12～2月】

☎0228-56-2265問

休 12月28日～1月2日

EV

大崎市岩出山池月字下宮道下4-1

あ・ら・伊達な道の駅

レストラン／10：00～17：00
特産物売店・コンビニ／9：00～18：00 ※～17：00【12～3月】
ファーストフード／9：00～18：00（麺類L.O17：30） 
　※～17：00（麺類L.O16：30）【12～3月】
※冬期間は営業時間の変更あり

☎0229-73-2236問

休 年中無休

EV

柴田郡村田町大字村田字北塩内41

村田

物産直売所／9：00～17：00
レストラン／11：00～17：00（L.O.16：30）

☎0224-83-5505問

休 年末年始
第2月曜日 ※祝日の場合翌日（レストラン）

EV

登米市東和町米谷字福平191-1

三滝堂

物産販売所／9：00～19：00
レストラン／10：00～17：00（L.O.16：00）

☎0220-23-7891問

休 年中無休

EV

宮城県石巻市雄勝町下雄勝2-5

硯上の里おがつ

平日 9：00～16：30／土日祝 9：00～17：00
※全日9：00～16：30【11～3月】
※年末年始短縮営業あり

☎0225-57-3339（石巻観光協会 雄勝事務所）問

休 11～3月の第3火曜日、12月31日～1月3日

EV

宮城県牡鹿郡女川町女川2-66

おながわ

たびの情報館ぷらっと／9：00～17：00
シーパルピア女川・地元市場ハマテラス／店舗により異なる
女川町まちなか交流館／9：00～21：00

☎0225-24-8118問

休 たびの情報館ぷらっと／年中無休
シーパルピア女川・地元市場ハマテラス／店舗により異なる
女川町まちなか交流館／第2・4火曜日、年末年始

EV

大崎市古川千手寺町二丁目5-50

おおさき

産直コーナー／9：30～18：30
コミュニティカフェ／10：00～18：00

☎0229-25-7381問

休 1月1日

EV

角田市枝野字北島81-1

かくだ

直売所／9：00～18：30
カフェ／9：00～18：00（L.O.17：30）
フードコート／11：00～17：30（L.O.17：00）
　　　　　　 11：00～17：00（L.O.16：30）【11～3月】

☎0224-61-2850問

休 12月31日・1月1日

EV

登米市東和町米川字六反33-1

林林館

森の茶屋／9：00～18：00
レストラン／10：00～16：00 ※～16：30【土・日】（L.O.30分前）
立食コーナー／9：00～15：00 ※～15：30【土・日】
森のほたる／9：00～17：30【3～10月】※【11～2月】は短縮営業
本 館／10：00～15：30 ※～15：00【11～3月】

☎0220-45-1218問

休 年中無休／火・木曜日、年末年始（本館）
11～2月は定休日あり（森のほたる）

EV

石巻市小船越字二子北下1-1

上品の郷

農産物直売所／9：00～19：00
ふたごの湯／9：00～21：00（最終受付20：30）
レストラン／10：00～20：00（L.O.19：30）
コンビニ／6：00～22：00

☎0225-62-3670問

休 年中無休
第4火曜日（ふたごの湯）

EV

登米市南方町新高石浦150-1

みなみかた“もっこりの里”

直売所／9：00～18：30、9：00～18：00【11～3月】
バイキング／ランチ 11：30～14：30
 　　ディナー 17：30～20：00
軽食／15：00～17：30
牛串販売／9：00～17：00

☎0220-58-3111問

休 12月31日～1月3日

EV

気仙沼市本吉町三島9

大谷海岸

産直市場／9：00～18：00
カフェテリア／10：00～17：00
ファストフード／9：00～16：00

☎0226-44-3180問

休 12月31日～1月2日

EV

黒川郡大郷町中村字北浦51-6

おおさと

売店／9：00～18：00
フードコート 
　おおさと食堂・のうぎょうけんこうけんきゅうしょ／
　   10：30～17：00（L.O.16：30） 
　餅カフェPettan／10：30～14：00
　milk monster／9：30～18：00（L.O.17：30）

☎022-359-2675問

休 12月30日～1月2日

EV

登米市米山町西野字新遠田67

米山

ふる里センターY・Y／9：00～18：30
　　　　　　　　　 9：00～18：00【11～3月】
レストランわいわい／11：00～L.O.16：00
お休み処Y・Y／10：00～17：00

☎0220-55-2747問

休 12月31日～1月3日

EV

寒河江市大字八鍬字川原919-6

寒河江

さくらんぼ会館／9：00～18：00
　※～17：00【11～3月】
チェリーランドさがえ／9：00～18：00
　※～17：30【11～3月】
レストラン／10：30～17：30（L.O.17：00）

EV

西村山郡河北町谷地字真木335-1

河北

8：30～18：00

☎0237-86-1818問

休 年中無休
年末年始（さくらんぼ会館）

☎0237-72-2870問

EV

鶴岡市越中山字名平3-1

月山

そば処・大梵字／11：00～17：00
他施設／9：00～17：00
月山情報ターミナル／24時間

☎0235-53-3411問

休 12～3月の第4月曜日、年末年始
年中無休（月山情報ターミナル）

17  roadside stations

Area 7,285.80square kilo meters
Total Population 2,290,000people
Prefectural Tree Zelkova serrata
Prefectural Flowers Lespedeza thunbergii
Prefectural Bird Wild goose  

MIYAGI
宮城県

21  roadside stations

Area 9,325.15square kilo meters
Total Population 1,070,000people
Prefectural Tree Cherry
Prefectural Flowers Carthamus tinctorius
Prefectural Bird Aix galericulata 

YAMAGATA
山形県

※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。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


