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EV

新城市下吉田字田中106-1

鳳来三河三石

9：00～17：00

EV

北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋29-3

豊根グリーンポート宮嶋

9：00～17：00

☎0536-34-0139問

休 木曜、12月28日～1月1日

EV

田原市伊良湖町宮下3000-65

伊良湖クリスタルポルト

EV

豊橋市東七根町字一の沢113-2

とよはし

Tomate／9：00～19：00 
あぐりパーク食彩村、
食彩村花マルシェ／9：00～18：00
インフォメーションコーナー／9：00～15：00（土日祝 ～16：00）

☎0532-21-3500問

休 年末年始
あぐりパーク食彩村、
食彩村花マルシェ／第１水曜

EV

北設楽郡設楽町清崎字中田17-7

したら

9：00～17：00

☎0536-63-0120問

休 年末年始 ※臨時休業あり
奥三河郷土館・田口線車両展示施設／
火曜（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3日

EV

田原市東赤石5-74

田原めっくんはうす

物産販売所／9：00～19：00
1F食事処／11：00～20：00
2Fレストラン／11：00～15：00
　　　　　　 （土日祝 10：00～17：00）

☎0536-87-2009問

休 水曜（祝日の場合翌日）、12月31日・1月1日

EV

三重郡菰野町菰野2256

菰野

9：00～18：00（11～3月 ～17：00）
※当面の間、9：00～17：00

EV

松阪市飯高町宮前177

飯高駅

早朝喫茶／7：30～14：00　販売所／9：00～18：00
温泉館入湯受付／10：00～20：00　そば打ち体験／10：00～15：00
レストラン／11：00～19：00（L.O 18：30 ※14：00～17：00は麺類のみ）
案内事務所／10：00～18：00

☎059-394-0116問

休 12月29日～1月3日

EV

南牟婁郡紀宝町井田568-7

紀宝町ウミガメ公園

物産館／8：30～19：00（11～2月 ～18：00）
たこ焼きコーナー（1F）／10：00～18：00
レストラン（2F）／8：30～15：00（L.O 14：30）
ウミガメ水族館／9：00～18：00

☎0735-33-0300問

休 年中無休

EV

北牟婁郡紀北町海山区相賀1439-3

海山

物販・カフェ／9：00～17：00
食堂／平日 11：30～14：00
　　　土日祝 11：00～15：00

☎0597-32-3553問

休 1月1日

EV

志摩市磯部町穴川511-5

伊勢志摩

9：00～18：00

☎0599-56-2201問

休 年中無休

EV

度会郡大紀町滝原870-37

奥伊勢木つつ木館

9：00～17：00

☎0598-86-3229問

休 年中無休 ※臨時休業あり

EV

多気郡大台町佐原663-1

奥伊勢おおだい

物品販売／8：00～18：00
まごころ食堂／8：00～L.O 16：00
まごころ屋台／11：00～16：00（平日）
　　　　　　  10：00～16：00（土日）

☎0598-84-1010問

休 1月1・2日

EV

津市美杉町上多気267

美杉

9：00～17：00

☎059-275-0399問

休 年中無休

EV

亀山市関町新所674-8

関宿

9：00～18：00（レストラン L.O 17：30）

☎0595-97-8200問

休 年中無休

EV

熊野市飛鳥町大又109-21

熊野きのくに

土日祝日のみ
10：00～13：00、14：00～16：00

☎0597-70-4055
☎0597-89-4111（熊野市役所 農林業振興課）

問

休 月曜日～金曜日（祝日は除く）

EV

松阪市飯南町粥見452-1

茶倉駅

9：00～17：00
レストラン／11：00～L.O 16：30

☎0598-32-2555問

休 火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始、
他臨時休業あり

☎0598-46-1111問

休 水曜日（祝日の場合、翌平日休）、
12月31日～1月1日
※販売所のみ水曜も営業 ※年2回全施設休業あり

EV

南牟婁郡御浜町大字阿田和4926-5

パーク七里御浜

観光センター／9：00～17：30
ショッピングセンター／9：00～22：00
地場産直売所「浜海道」／9：00～17：30
ごちそうダイニング／11：00～14：30（夜 不定期営業）

☎05979-2-3600問

休 観光センター／年中無休
ごちそうダイニング／水曜日

EV

北設楽郡設楽町津具字東山2-156

つぐ高原グリーンパーク

9：00～17：00

☎0536-83-2344問

休 木曜 ※7・8月は無休

EV

新城市作手清岳字ナガラミ10-2

つくで手作り村

9：00～18：00（10～3月 ～17：00）

☎0536-37-2772問

休 木曜（祝日の場合営業）、12月31日～1月3日

EV

西尾市小島町岡ノ山105-57

にしお岡ノ山

6：00～20：00
軽食堂いっぷく亭／
　モーニング 7：00～10：00（L.O 9：30）
　お食事 11：00～20：00（L.O 19：00）

EV

瀬戸市品野町1丁目126-1

瀬戸しなの

売店／9：00～18：00
レストラン／
　モーニング 8：30～11：00
　ランチ 11：00～L.O 15：00
　　　　（土日祝 ～L.O 16：00）

☎0561-41-3900問

休 年末年始

EV

岡崎市藤川町字東沖田44

藤川宿

9：00～18：00

☎0564-66-6031問

休 年中無休

EV

新城市八束穂五反田329-7

もっくる新城

9：00～18：00
フードコート／8：00～18：00（L.O 17：50）
観光案内所／9：00～17：00
足湯／10：00～16：00

EV

愛西市森川町井桁西27

立田ふれあいの里

9：00～18：00
（7・8月 8：00～、10～2月 ～17：00）

EV

田原市赤羽根町大西32-4

あかばねロコステーション

9：00～18：00
レストラン／10：00～17：00（冬季 ～16：00）

EV

額田郡幸田町大字須美字東山17-5

筆柿の里・幸田

売店／9：00～18：00（7～9月 ～19：00）
直売所／9：00～17：00（7～9月 ～18：00）
レストラン／9：00～18：00（土日 8：00～）

☎0564-63-5171問

休 1月1・2日 ※臨時休業あり
☎0531-45-5088問

休 年中無休

EV

豊田市武節町針原4-1

どんぐりの里いなぶ

EV

北設楽郡設楽町西納庫字森田32

アグリステーションなぐら

8：00～17：00（12～2月 9：00～16：30）

☎0536-65-0888問

休 月曜（祝日の場合翌日）

EV

安城市赤松町梶5

デンパーク安城

9：00～17：00（1月27日～3月12日 ～16：30）
情報コーナー／9：00～20：00

☎0567-23-1011問

休 木曜、1月1～3日

☎0565-83-3200問

休 どんぐり横丁／12～3月の木曜、12月30日～1月1日
どんぐりの湯／木曜（祝日の場合翌日）、
　　　　　　 12月30日～1月1日 ※6・12月 臨時休業あり
どんぐり工房／木曜（祝日の場合翌日）、12月29日～1月3日
観光案内所／12月29日～1月3日

どんぐり横丁／9：00～17：00（土日祝 ～18：00）
どんぐりの湯／10：00～21：00（土日祝 9：30～）
どんぐり工房（体験施設）／9：00～17：00
観光案内所／9：00～16：00、土日祝 ～17：00（12～3月 9：30～16：30）

道の駅／☎0566-73-4401
デンパーク館／☎0566-92-7111

問

休 火曜（祝日の場合翌日）、
年末年始 ※年度により変更あり

☎0531-23-2525問

休 年中無休

☎0563-55-5821問

休 年中無休
軽食堂いっぷく亭／1月1～3日

☎0536-24-3005問

休 年中無休
足湯／木曜

どんぐり横丁はリニューアル工事の為
令和3年4月中旬～令和4年6月迄
仮設店舗にて営業

18  roadside stations

Area 5,173.07square kilo meters
Total Population 7,540,000people
Prefectural Tree Acer pycnanthum
Prefectural Flowers Iris laevigata
Prefectural Bird Otus scops  

AICHI
愛知県

18  roadside stations

Area 5,774.49square kilo meters
Total Population 1,770,000people
Prefectural Tree Jingu cedar
Prefectural Flowers Iris ensata var. ensata
Prefectural Bird Charadrius alexandrinus

MIE
三重県

※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

新城市下吉田字田中106-1

鳳来三河三石

9：00～17：00

EV

北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋29-3

豊根グリーンポート宮嶋

9：00～17：00

☎0536-34-0139問

休 木曜、12月28日～1月1日

EV

田原市伊良湖町宮下3000-65

伊良湖クリスタルポルト

EV

豊橋市東七根町字一の沢113-2

とよはし

Tomate／9：00～19：00 
あぐりパーク食彩村、
食彩村花マルシェ／9：00～18：00
インフォメーションコーナー／9：00～15：00（土日祝 ～16：00）

☎0532-21-3500問

休 年末年始
あぐりパーク食彩村、
食彩村花マルシェ／第１水曜

EV

北設楽郡設楽町清崎字中田17-7

したら

9：00～17：00

☎0536-63-0120問

休 年末年始 ※臨時休業あり
奥三河郷土館・田口線車両展示施設／
火曜（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3日

EV

田原市東赤石5-74

田原めっくんはうす

物産販売所／9：00～19：00
1F食事処／11：00～20：00
2Fレストラン／11：00～15：00
　　　　　　 （土日祝 10：00～17：00）

☎0536-87-2009問

休 水曜（祝日の場合翌日）、12月31日・1月1日

EV

三重郡菰野町菰野2256

菰野

9：00～18：00（11～3月 ～17：00）
※当面の間、9：00～17：00

EV

松阪市飯高町宮前177

飯高駅

早朝喫茶／7：30～14：00　販売所／9：00～18：00
温泉館入湯受付／10：00～20：00　そば打ち体験／10：00～15：00
レストラン／11：00～19：00（L.O 18：30 ※14：00～17：00は麺類のみ）
案内事務所／10：00～18：00

☎059-394-0116問

休 12月29日～1月3日

EV

南牟婁郡紀宝町井田568-7

紀宝町ウミガメ公園

物産館／8：30～19：00（11～2月 ～18：00）
たこ焼きコーナー（1F）／10：00～18：00
レストラン（2F）／8：30～15：00（L.O 14：30）
ウミガメ水族館／9：00～18：00

☎0735-33-0300問

休 年中無休

EV

北牟婁郡紀北町海山区相賀1439-3

海山

物販・カフェ／9：00～17：00
食堂／平日 11：30～14：00
　　　土日祝 11：00～15：00

☎0597-32-3553問

休 1月1日

EV

志摩市磯部町穴川511-5

伊勢志摩

9：00～18：00

☎0599-56-2201問

休 年中無休

EV

度会郡大紀町滝原870-37

奥伊勢木つつ木館

9：00～17：00

☎0598-86-3229問

休 年中無休 ※臨時休業あり

EV

多気郡大台町佐原663-1

奥伊勢おおだい

物品販売／8：00～18：00
まごころ食堂／8：00～L.O 16：00
まごころ屋台／11：00～16：00（平日）
　　　　　　  10：00～16：00（土日）

☎0598-84-1010問

休 1月1・2日

EV

津市美杉町上多気267

美杉

9：00～17：00

☎059-275-0399問

休 年中無休

EV

亀山市関町新所674-8

関宿

9：00～18：00（レストラン L.O 17：30）

☎0595-97-8200問

休 年中無休

EV

熊野市飛鳥町大又109-21

熊野きのくに

土日祝日のみ
10：00～13：00、14：00～16：00

☎0597-70-4055
☎0597-89-4111（熊野市役所 農林業振興課）

問

休 月曜日～金曜日（祝日は除く）

EV

松阪市飯南町粥見452-1

茶倉駅

9：00～17：00
レストラン／11：00～L.O 16：30

☎0598-32-2555問

休 火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始、
他臨時休業あり

☎0598-46-1111問

休 水曜日（祝日の場合、翌平日休）、
12月31日～1月1日
※販売所のみ水曜も営業 ※年2回全施設休業あり

EV

南牟婁郡御浜町大字阿田和4926-5

パーク七里御浜

観光センター／9：00～17：30
ショッピングセンター／9：00～22：00
地場産直売所「浜海道」／9：00～17：30
ごちそうダイニング／11：00～14：30（夜 不定期営業）

☎05979-2-3600問

休 観光センター／年中無休
ごちそうダイニング／水曜日

EV

北設楽郡設楽町津具字東山2-156

つぐ高原グリーンパーク

9：00～17：00

☎0536-83-2344問

休 木曜 ※7・8月は無休

EV

新城市作手清岳字ナガラミ10-2

つくで手作り村

9：00～18：00（10～3月 ～17：00）

☎0536-37-2772問

休 木曜（祝日の場合営業）、12月31日～1月3日

EV

西尾市小島町岡ノ山105-57

にしお岡ノ山

6：00～20：00
軽食堂いっぷく亭／
　モーニング 7：00～10：00（L.O 9：30）
　お食事 11：00～20：00（L.O 19：00）

EV

瀬戸市品野町1丁目126-1

瀬戸しなの

売店／9：00～18：00
レストラン／
　モーニング 8：30～11：00
　ランチ 11：00～L.O 15：00
　　　　（土日祝 ～L.O 16：00）

☎0561-41-3900問

休 年末年始

EV

岡崎市藤川町字東沖田44

藤川宿

9：00～18：00

☎0564-66-6031問

休 年中無休

EV

新城市八束穂五反田329-7

もっくる新城

9：00～18：00
フードコート／8：00～18：00（L.O 17：50）
観光案内所／9：00～17：00
足湯／10：00～16：00

EV

愛西市森川町井桁西27

立田ふれあいの里

9：00～18：00
（7・8月 8：00～、10～2月 ～17：00）

EV

田原市赤羽根町大西32-4

あかばねロコステーション

9：00～18：00
レストラン／10：00～17：00（冬季 ～16：00）

EV

額田郡幸田町大字須美字東山17-5

筆柿の里・幸田

売店／9：00～18：00（7～9月 ～19：00）
直売所／9：00～17：00（7～9月 ～18：00）
レストラン／9：00～18：00（土日 8：00～）

☎0564-63-5171問

休 1月1・2日 ※臨時休業あり
☎0531-45-5088問

休 年中無休

EV

豊田市武節町針原4-1

どんぐりの里いなぶ

EV

北設楽郡設楽町西納庫字森田32

アグリステーションなぐら

8：00～17：00（12～2月 9：00～16：30）

☎0536-65-0888問

休 月曜（祝日の場合翌日）

EV

安城市赤松町梶5

デンパーク安城

9：00～17：00（1月27日～3月12日 ～16：30）
情報コーナー／9：00～20：00

☎0567-23-1011問

休 木曜、1月1～3日

☎0565-83-3200問

休 どんぐり横丁／12～3月の木曜、12月30日～1月1日
どんぐりの湯／木曜（祝日の場合翌日）、
　　　　　　 12月30日～1月1日 ※6・12月 臨時休業あり
どんぐり工房／木曜（祝日の場合翌日）、12月29日～1月3日
観光案内所／12月29日～1月3日

どんぐり横丁／9：00～17：00（土日祝 ～18：00）
どんぐりの湯／10：00～21：00（土日祝 9：30～）
どんぐり工房（体験施設）／9：00～17：00
観光案内所／9：00～16：00、土日祝 ～17：00（12～3月 9：30～16：30）

道の駅／☎0566-73-4401
デンパーク館／☎0566-92-7111

問

休 火曜（祝日の場合翌日）、
年末年始 ※年度により変更あり

☎0531-23-2525問

休 年中無休

☎0563-55-5821問

休 年中無休
軽食堂いっぷく亭／1月1～3日

☎0536-24-3005問

休 年中無休
足湯／木曜

どんぐり横丁はリニューアル工事の為
令和3年4月中旬～令和4年6月迄
仮設店舗にて営業

18  roadside stations

Area 5,173.07square kilo meters
Total Population 7,540,000people
Prefectural Tree Acer pycnanthum
Prefectural Flowers Iris laevigata
Prefectural Bird Otus scops  

AICHI
愛知県

18  roadside stations

Area 5,774.49square kilo meters
Total Population 1,770,000people
Prefectural Tree Jingu cedar
Prefectural Flowers Iris ensata var. ensata
Prefectural Bird Charadrius alexandrinus

MIE
三重県

※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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津市河芸町三行255-4

津かわげ

7：00～19：00
レストラン／7：00～18：00
　モーニングメニュー 7：00～10：00
　レストランメニュー 10：00～18：00（L.O 17：30）

☎059-244-2755問

休 年中無休（臨時休業あり）

EV

富士宮市根原492-14

朝霧高原

8：00～18：30（12～3月中旬 ～18：00）

☎0544-52-2230問

休 年中無休

EV

藤枝市岡部町新舟1214-3

玉露の里

9：00～17：00（12月初旬～2月 ～16：00）
レストラン／11：00～15：00（L.O 14：30）
茶室／9：30～17：00（L.O 16：30）
　（12～2月 ～16：00、L.O 15：30）

☎054-668-0019問

休 12月28日～1月2日

EV

掛川市八坂882-1

掛川

産直／9：00～17：00
食堂／8：00～20：00
コンビニエンスストア／24時間営業

☎0537-27-2600問

休 原則第2月曜日（変更になる場合があります）

EV

賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1

下賀茂温泉 湯の花

観光案内施設／9：00～17：00
販売施設・展示施設／9：00～16：00
温室／9：00～16：00（期間あり）

☎0558-62-0141問

休 年中無休（観光案内施設、休憩施設）
年末年始休業（販売施設、展示施設、温室）

EV

駿東郡小山町用沢72-2

ふじおやま

7：00～20：00（レストラン L.O 19：00）
（12月31日～1月1日 8：00～17：00）

☎0550-76-5258問

休 年中無休

EV

駿東郡小山町須走338-44

すばしり

売店／9：00～20：00（夏季）
　　　9：00～18：00（冬季）
足湯／9：00～18：00
※時期・店舗により異なります。
また、変更する場合があります。

☎0550-75-6363問

休 年中無休

EV

田方郡函南町塚本887-1

伊豆ゲートウェイ函南

物産販売所／9：00～18：00
観光案内所／9：00～18：00
コンビニ／24時間営業
※その他ショップは各ショップで営業時間が異なります。

☎055-979-1112問

休 年中無休

EV

伊豆市月ケ瀬78-2

伊豆月ケ瀬

物販コーナー／9：00～17：00
伊豆月ヶ瀬リバーサイドスタンド／10：00～16：00
月ヶ瀬テラスキッチン／10：00～17：00（L.O 16：00）

☎0558-79-3977問

休 年中無休

EV

御前崎市合戸字海岸4384-1

風のマルシェ御前崎

9：00～18：00
レストラン／朝ラーメン 7：00～10：00
　　　　　 通常 11：00～16：00
情報案内施設／24時間

☎0537-85-1177問

休 年始

EV

沼津市戸田1294-3

くるら戸田

情報コーナー／9：00～22：00
温泉／10：00～21：00
物販・軽食／10：00～18：00

☎0558-94-5151問

休 年中無休（施設メンテナンス日は除く）

EV

湖西市白須賀1896-2

潮見坂

売店／8：00～18：30
レストラン／8：30～18：30（L.O 18：00）
足湯／10：00～17：00（冬期 ～16：00）
お土産の館／9：00～18：00

☎053-579-3600問

休 年中無休（臨時休業あり）

EV

伊豆の国市田京195-2

伊豆のへそ

観光案内所／10：00～16：00
いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory／物販 9：00～17：00
　ボンボンベリーカフェ 10：00～16：00（L.O 15：30）
　ボンボンベリースタンド 10：00～16：00
伊豆・村の駅 伊豆のへそ店／9：00～17：00
HESO Hotel／チェックイン 15：00 チェックアウト 10：00
GKB Village／平日 ランチ 11：00～14：30（L.O14：00） ディナー 17：00～20：30（L.O20：00）
　　　　　　  土日祝 ランチ 11：00～15：00（L.O14：30） ディナー 17：00～20：30（L.O20：00）
MERIDA X BASE／9：00～17：00（時短営業中）

☎0558-76-1630問休 年中無休

EV

下田市外ヶ岡1-1

開国下田みなと

9：00～17：00（店舗により異なります）

☎0558-25-3500問

休 年中無休（テナントは不定休）

EV

浜松市天竜区大川31-10

天竜相津花桃の里

夏季 9：00～17：00（3～11月）
冬季 9：00～16：30（12～2月）
食事処／10：30～15：00
※現在時短営業中
　9：00～15：00（土日祝 ～15：30）
　食堂／11：00～14：00（土日祝 ～14：30）

☎053-923-2339問

休 火曜日

EV

島田市川根町笹間渡220

川根温泉

9：00～21：00
外売店／9：00～17：00
※隣接する川根温泉ホテルにてEV充電器の利用可能

☎0547-53-4330問

休 火曜日（祝日の場合翌日）

EV

榛原郡川根本町千頭1217-2

奥大井音戯の郷

10：00～16：30（入館受付 ～16：00）

☎0547-58-2021問

休 火曜日、12月29日～1月1日
その他、臨時休館あり

EV

富士市岩渕1488-1

富士川楽座

9：00～20：00
体験施設／平日 10：00～16：00
　　　　　土日 10：00～17：00

☎0545-81-5555問

休 年中無休（体験施設のみ火曜日定休）
東名高速道路集中工事中（例年10月中旬頃3日間）

EV

伊東市湯川571-19

伊東マリンタウン

物販店／9：00～18：00
飲食店／11：00～16：30
朝日の湯シーサイドスパ／5：00～22：00
（※店舗・季節により変動あり）

☎0557-38-3811問

休 年中無休、朝日の湯シーサイドスパ／不定休

EV

北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2410-73

紀伊長島マンボウ

物産販売所／8：15～18：00
レストラン／9：00～15：00

☎0597-47-5444問

休 年中無休

EV

富士市五貫島669-1

富士

おふくろ食堂／10：00～20：00
おみやげルートONE／9：00～17：00
けずりぶし工房／10：00～14：00
IDEBOK／10：00～16：30
海老そば屋（下り線）／10：00～20：00

☎0545-63-2001問

休 年中無休

EV

浜松市天竜区熊1976-1

くんま水車の里

売店／10：00～15：00
食事処／11：00～15：00
※状況によって変更する場合があります。

☎053-929-0636問

休 木曜日（祝日の日は営業）、
12月28日～1月3日
※台風等、悪天候の時は臨時休業する場合があります。

EV

伊賀市川合3370-29

あやま

9：00～18：00（3～10月）
9：00～17：00（11～2月）
※現在は9：00～17：00の時短営業

☎0595-43-9955問

休 水曜日（祝日の場合は営業）、
12月30日～1月2日

EV

熊野市有馬町137

熊野・花の窟

10：00～17：00（季節により変更有り）
食堂／11：00～14：00

☎0597-88-1011問

休 年中無休

EV

賀茂郡松崎町大沢20-1

花の三聖苑伊豆松崎

9：00～17：00

☎0558-42-3420問

休 レストラン／木曜日

EV

静岡市駿河区宇津ノ谷82-2

宇津ノ谷峠（静岡側）

7：00～19：00

☎054-256-2545問

休 年中無休
（設備点検等のため臨時休業する場合があります。）

EV

藤枝市岡部町岡部2190-1

宇津ノ谷峠（藤枝側）

24時間（売店 8：00～20：00）

☎054-667-5080問

休 年始（1月1日）、その他臨時休業あり

EV

榛原郡川根本町水川71-1

フォーレなかかわね茶茗舘

10：00～16：30（呈茶受付は16：00まで）

☎0547-56-2100問

休 水曜日、祝日の翌日、年末年始

EV

伊豆市湯ヶ島892-6

天城越え

昭和の森会館／8：30～16：30
山のレストラン緑の森／
　売店 8：30～16：30
　レストラン 9：30～15：00
天城わさびの里／8：30～17：00
　（10月21日～2月20日 8：30～16：30）
竹の子かあさんの店／9：30～16：00

☎0558-85-1110問

休 年中無休（臨時休業あり）、昭和の森会館／第3水曜日

EV

浜松市天竜区横川3085

いっぷく処横川

9：00～16：30（7・8月 ～17：30）
食堂／11：00～15：00

☎053-924-0129問

休 火曜日（祝日の場合は営業）、
12月30日～1月1日

休 毎月第2、第3火曜日
（但し、火曜日が祝日の場合は営業、8月は定休日なし）

EV

熊野市紀和町板屋82

熊野・板屋九郎兵衛の里

売店・農産物コーナー／10：00～17：00
　（季節によって終了時間に変更あり）
飲食コーナー／
　カフェメニュー 10：00～17：00
　食事メニュー 11：00～14：00

☎0597-97-0968問

EV

伊賀市柘植町6187-1

いが

7：00～21：00（レストラン Ｌ.Ｏ 20：30）

☎0595-45-3513問

休 年中無休

25  roadside stations

Area 7,777.35square kilo meters
Total Population 3,610,000people
Prefectural Tree Osmanthus fragrans
Prefectural Flowers Rhododendron
Prefectural Bird Terpsiphone atrocaudata

SHIZUOKA
静岡県

※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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津市河芸町三行255-4

津かわげ

7：00～19：00
レストラン／7：00～18：00
　モーニングメニュー 7：00～10：00
　レストランメニュー 10：00～18：00（L.O 17：30）

☎059-244-2755問

休 年中無休（臨時休業あり）

EV

富士宮市根原492-14

朝霧高原

8：00～18：30（12～3月中旬 ～18：00）

☎0544-52-2230問

休 年中無休

EV

藤枝市岡部町新舟1214-3

玉露の里

9：00～17：00（12月初旬～2月 ～16：00）
レストラン／11：00～15：00（L.O 14：30）
茶室／9：30～17：00（L.O 16：30）
　（12～2月 ～16：00、L.O 15：30）

☎054-668-0019問

休 12月28日～1月2日

EV

掛川市八坂882-1

掛川

産直／9：00～17：00
食堂／8：00～20：00
コンビニエンスストア／24時間営業

☎0537-27-2600問

休 原則第2月曜日（変更になる場合があります）

EV

賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1

下賀茂温泉 湯の花

観光案内施設／9：00～17：00
販売施設・展示施設／9：00～16：00
温室／9：00～16：00（期間あり）

☎0558-62-0141問

休 年中無休（観光案内施設、休憩施設）
年末年始休業（販売施設、展示施設、温室）

EV

駿東郡小山町用沢72-2

ふじおやま

7：00～20：00（レストラン L.O 19：00）
（12月31日～1月1日 8：00～17：00）

☎0550-76-5258問

休 年中無休

EV

駿東郡小山町須走338-44

すばしり

売店／9：00～20：00（夏季）
　　　9：00～18：00（冬季）
足湯／9：00～18：00
※時期・店舗により異なります。
また、変更する場合があります。

☎0550-75-6363問

休 年中無休

EV

田方郡函南町塚本887-1

伊豆ゲートウェイ函南

物産販売所／9：00～18：00
観光案内所／9：00～18：00
コンビニ／24時間営業
※その他ショップは各ショップで営業時間が異なります。

☎055-979-1112問

休 年中無休

EV

伊豆市月ケ瀬78-2

伊豆月ケ瀬

物販コーナー／9：00～17：00
伊豆月ヶ瀬リバーサイドスタンド／10：00～16：00
月ヶ瀬テラスキッチン／10：00～17：00（L.O 16：00）

☎0558-79-3977問

休 年中無休

EV

御前崎市合戸字海岸4384-1

風のマルシェ御前崎

9：00～18：00
レストラン／朝ラーメン 7：00～10：00
　　　　　 通常 11：00～16：00
情報案内施設／24時間

☎0537-85-1177問

休 年始

EV

沼津市戸田1294-3

くるら戸田

情報コーナー／9：00～22：00
温泉／10：00～21：00
物販・軽食／10：00～18：00

☎0558-94-5151問

休 年中無休（施設メンテナンス日は除く）

EV

湖西市白須賀1896-2

潮見坂

売店／8：00～18：30
レストラン／8：30～18：30（L.O 18：00）
足湯／10：00～17：00（冬期 ～16：00）
お土産の館／9：00～18：00

☎053-579-3600問

休 年中無休（臨時休業あり）

EV

伊豆の国市田京195-2

伊豆のへそ

観光案内所／10：00～16：00
いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory／物販 9：00～17：00
　ボンボンベリーカフェ 10：00～16：00（L.O 15：30）
　ボンボンベリースタンド 10：00～16：00
伊豆・村の駅 伊豆のへそ店／9：00～17：00
HESO Hotel／チェックイン 15：00 チェックアウト 10：00
GKB Village／平日 ランチ 11：00～14：30（L.O14：00） ディナー 17：00～20：30（L.O20：00）
　　　　　　  土日祝 ランチ 11：00～15：00（L.O14：30） ディナー 17：00～20：30（L.O20：00）
MERIDA X BASE／9：00～17：00（時短営業中）

☎0558-76-1630問休 年中無休

EV

下田市外ヶ岡1-1

開国下田みなと

9：00～17：00（店舗により異なります）

☎0558-25-3500問

休 年中無休（テナントは不定休）

EV

浜松市天竜区大川31-10

天竜相津花桃の里

夏季 9：00～17：00（3～11月）
冬季 9：00～16：30（12～2月）
食事処／10：30～15：00
※現在時短営業中
　9：00～15：00（土日祝 ～15：30）
　食堂／11：00～14：00（土日祝 ～14：30）

☎053-923-2339問

休 火曜日

EV

島田市川根町笹間渡220

川根温泉

9：00～21：00
外売店／9：00～17：00
※隣接する川根温泉ホテルにてEV充電器の利用可能

☎0547-53-4330問

休 火曜日（祝日の場合翌日）

EV

榛原郡川根本町千頭1217-2

奥大井音戯の郷

10：00～16：30（入館受付 ～16：00）

☎0547-58-2021問

休 火曜日、12月29日～1月1日
その他、臨時休館あり

EV

富士市岩渕1488-1

富士川楽座

9：00～20：00
体験施設／平日 10：00～16：00
　　　　　土日 10：00～17：00

☎0545-81-5555問

休 年中無休（体験施設のみ火曜日定休）
東名高速道路集中工事中（例年10月中旬頃3日間）

EV

伊東市湯川571-19

伊東マリンタウン

物販店／9：00～18：00
飲食店／11：00～16：30
朝日の湯シーサイドスパ／5：00～22：00
（※店舗・季節により変動あり）

☎0557-38-3811問

休 年中無休、朝日の湯シーサイドスパ／不定休

EV

北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2410-73

紀伊長島マンボウ

物産販売所／8：15～18：00
レストラン／9：00～15：00

☎0597-47-5444問

休 年中無休

EV

富士市五貫島669-1

富士

おふくろ食堂／10：00～20：00
おみやげルートONE／9：00～17：00
けずりぶし工房／10：00～14：00
IDEBOK／10：00～16：30
海老そば屋（下り線）／10：00～20：00

☎0545-63-2001問

休 年中無休

EV

浜松市天竜区熊1976-1

くんま水車の里

売店／10：00～15：00
食事処／11：00～15：00
※状況によって変更する場合があります。

☎053-929-0636問

休 木曜日（祝日の日は営業）、
12月28日～1月3日
※台風等、悪天候の時は臨時休業する場合があります。

EV

伊賀市川合3370-29

あやま

9：00～18：00（3～10月）
9：00～17：00（11～2月）
※現在は9：00～17：00の時短営業

☎0595-43-9955問

休 水曜日（祝日の場合は営業）、
12月30日～1月2日

EV

熊野市有馬町137

熊野・花の窟

10：00～17：00（季節により変更有り）
食堂／11：00～14：00

☎0597-88-1011問

休 年中無休

EV

賀茂郡松崎町大沢20-1

花の三聖苑伊豆松崎

9：00～17：00

☎0558-42-3420問

休 レストラン／木曜日

EV

静岡市駿河区宇津ノ谷82-2

宇津ノ谷峠（静岡側）

7：00～19：00

☎054-256-2545問

休 年中無休
（設備点検等のため臨時休業する場合があります。）

EV

藤枝市岡部町岡部2190-1

宇津ノ谷峠（藤枝側）

24時間（売店 8：00～20：00）

☎054-667-5080問

休 年始（1月1日）、その他臨時休業あり

EV

榛原郡川根本町水川71-1

フォーレなかかわね茶茗舘

10：00～16：30（呈茶受付は16：00まで）

☎0547-56-2100問

休 水曜日、祝日の翌日、年末年始

EV

伊豆市湯ヶ島892-6

天城越え

昭和の森会館／8：30～16：30
山のレストラン緑の森／
　売店 8：30～16：30
　レストラン 9：30～15：00
天城わさびの里／8：30～17：00
　（10月21日～2月20日 8：30～16：30）
竹の子かあさんの店／9：30～16：00

☎0558-85-1110問

休 年中無休（臨時休業あり）、昭和の森会館／第3水曜日

EV

浜松市天竜区横川3085

いっぷく処横川

9：00～16：30（7・8月 ～17：30）
食堂／11：00～15：00

☎053-924-0129問

休 火曜日（祝日の場合は営業）、
12月30日～1月1日

休 毎月第2、第3火曜日
（但し、火曜日が祝日の場合は営業、8月は定休日なし）

EV

熊野市紀和町板屋82

熊野・板屋九郎兵衛の里

売店・農産物コーナー／10：00～17：00
　（季節によって終了時間に変更あり）
飲食コーナー／
　カフェメニュー 10：00～17：00
　食事メニュー 11：00～14：00

☎0597-97-0968問

EV

伊賀市柘植町6187-1

いが

7：00～21：00（レストラン Ｌ.Ｏ 20：30）

☎0595-45-3513問

休 年中無休

25  roadside stations

Area 7,777.35square kilo meters
Total Population 3,610,000people
Prefectural Tree Osmanthus fragrans
Prefectural Flowers Rhododendron
Prefectural Bird Terpsiphone atrocaudata

SHIZUOKA
静岡県

※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


