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EV

田辺市鮎川997-1

ふるさとセンター大塔

9：00～17：45（2月～10月）
9：00～17：00（11月～1月）
レストラン／9：00～17：45※現在休業中
物産館／9：00～17：45

EV

日高郡日高川町大字船津820

San Pin 中津

8：00～17：00

☎0739-49-0143問

休 火曜 （祝祭日は営業）、12月30日、12月31日
☎0738-54-0541問

休 年末年始（12月31日～1月2日午前）
※1月2日は13：00～16：00の短縮営業

EV

有田郡有田川町大字清水607

しみず

※オートキャンプ場、レ・アーリしみず等は
　予約受付のみ対応
※道の駅スタンプ押印可（屋外設置により24時間対応） 
※道の駅キップ販売はあさぎりまで要問い合わせ
Ｒ４．４月～8月改修工事のため休館

☎0737-25-1288 （あさぎり 0737-25-1181）問

EV

田辺市龍神村龍神170-3

龍神

売店／9：00～17：00（4月～11月）
　　　9：00～16：00（12月～3月）
食堂／9：00～16：00（4月～11月）
　　　9：00～15：00（12月～3月）

☎0739-79-0567問

休 12月～3月の水曜 ※周辺状況や気象状況に
より短縮・臨時休業の場合あり

EV

西牟婁郡すさみ町見老津地内

イノブータンランド・すさみ

8：30～17：00（土・日・祝日）

☎0739-33-7100問

休 平日（月～金）

EV

西牟婁郡白浜町日置2039-73

志原海岸

9：00～18：30 （平日）
9：00～20：00 （土・日・祝日）

☎0739-52-4100問

休 年中無休

EV

田辺市中辺路町近露2474-1

熊野古道中辺路

売店／9：00～17：00
喫茶コーナー／9：30～14：30

☎0739-65-0671問

休 12月～2月の木曜、1月1日～3日

EV

新宮市熊野川町田長54-8

瀞峡街道熊野川

8：30～17：00

☎0735-44-0987
かあちゃんの店／9：00～16：00
（食事 14：00まで）
※第2水曜休日

問

休 年末年始

EV

田辺市秋津川1491-1

紀州備長炭記念公園

9：00～17：00（4月～11月）
9：00～16：00（12月～3月）

発見館／☎0739-36-0226
売店／☎0739-36-0301
喫茶／☎0739-36-0184

問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月31日～1月2日）

EV

日高郡みなべ町谷口538-1

みなべうめ振興館

9：00～17：00
※展示室の入場は16：30まで

☎0739-74-3444問

休 火曜（祝日の場合はその翌日）、
年末（12月29日～12月31日） ※2月は無休
※状況に応じて臨時休業あり

EV

有田郡有田川町大字宇井苔213-1

しらまの里

8：30～17：30

☎0737-32-4970問

休 年末年始

EV

田辺市龍神村福井511

水の郷日高川 龍游

物産館／9：00～17：00
つぐみ食堂／11：00～15：00（L.O 14：30）

☎0739-77-0380問

休 火曜（祝日の場合は営業）、年末年始

EV

東牟婁郡北山村大字下尾井字浦地335

おくとろ

9：00～17：00

☎0735-49-2324問

休 年中無休

EV

伊都郡かつらぎ町窪487-2

紀の川万葉の里

物産販売所／8：30～17：00
レストラン／10：00～16：00（L.O 15：00）

☎0736-22-0055問

休 年末年始（レストラン 月曜定休）

EV

東牟婁郡古座川町相瀬290-2

一枚岩

9：30～17：00（月～金曜）
8：30～17：00（土・日・祝日）

☎0735-78-0244問

休 不定休

EV

有田郡有田川町大字三田664-1

あらぎの里

10：00～17：00
レストラン／11：00～L.O 14：30

☎0737-25-0088問

休 火曜（祝日の場合はその翌々日の木曜）、年末年始

EV

岩出市押川37-1

根来さくらの里

9：00～18：00（4月～9月）
9：00～17：00（10月～3月）

☎0736-69-0210問

休 第1火曜、年末年始（12月31日～1月3日）、盆

EV

有田郡有田川町大字金屋322-1

明恵ふるさと館

9：00～18：00（3月～11月）
9：00～17：30（12月～2月）

☎0737-32-9778問

休 年末年始

EV

東牟婁郡古座川町小川774-1

瀧之拝太郎

物産コーナー／11：00～15：00
情報コーナー／8：30～17：15

☎0735-79-0129問

休 物産コーナー／平日
情報コーナー／土・日・祝日

EV

東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮361-2

なち

丹敷の湯／15：00～21：00※受付20：00まで
地元農産物直売所／9：30～16：00
情報センター／9：00～17：00

☎0735-52-9201問

休 丹敷の湯／月曜（祝祭日の場合は順延）
地元農産物直売所／1月1日～3日
情報センター／月曜（祝祭日の場合は順延）

EV

西牟婁郡白浜町椿1058-1

椿はなの湯

9：00～20：00
公衆浴場／12：00～20：00
足湯／10：00～17：00（7～8月は～19：00まで）

☎0739-46-0617問

休 毎週火曜（休業日が祝日の場合は翌日）、
1月1日

EV

日高郡由良町大字大引960-1

白崎海洋公園

8：30～17：15

☎0738-65-0125問

休 年末年始 ※状況に応じて臨時休業あり

EV

東牟婁郡古座川町池野山705-1

虫喰岩

観光案内／9：00～17：00
物品販売／10：00～16：00

☎0735-72-0015問

休 年末年始

EV

伊都郡九度山町入郷5-5

柿の郷くどやま

観光案内・世界遺産情報センター／9：00～17：30
産直市場よってって／9：00～18：00
ベーカリーパフェパーシモン／9：30～16：30

観光案内・世界遺産情報センター／☎0736-54-9966
産直市場よってって／☎0736-54-4741
ベーカリーカフェパーシモン／☎0736-54-9967

問

休 1月1日～1月3日

EV

東牟婁郡串本町鬮野川1549-8

くしもと橋杭岩

9：00～18：00（4～9月）
9：00～17：00（10～3月）

☎0735-62-5755問

休 年中無休

EV

田辺市龍神村龍神1020-6

田辺市龍神ごまさんスカイタワー

9：30～16：00（平日）
9：00～16：00（土・日・祝日）
レストラン／10：00～14：00
展望台／9：30～15：50（平日）
　　　　9：00～15：50（土・日・祝日）

☎0739-79-0622問

休 12月1日～3月末
※休館中は龍神観光協会にてスタンプ押印

EV

伊都郡かつらぎ町笠田東1270-22

かつらぎ西（下り）

物産販売／9：00～20：00
レストラン／10：00～20：00

☎0736-22-8880問

休 年中無休

EV

西牟婁郡上富田町岩崎555-5

くちくまの

8：00～19：00
レストラン／8：30～18：30（L.O 18：00）

☎0739-34-3030問

休 年中無休

EV

東牟婁郡太地町大字森浦143-1

たいじ

物産／9：00～17：00
モーニング／7：00～10：00
喫茶・ソフトクリーム／7：00～16：30
お食事／11：00～13：30（平日）
　　　　11：00～14：30（土・日・祝日）

☎0735-29-7690問

休 不定休

EV

紀の川市西野山473

青洲の里

フラワーヒルミュージアム／9：00～17：00
レストラン華／11：00～13：30まで受付（平日）
　　　　　　 11：00～14：00まで受付（土・日・祝日）
春林軒／10：00～17：00※受付16：30まで（3月～10月）
　　　　10：00～16：30※受付16：00まで（11月～2月）

☎0736-75-6008問

休 火曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月28日～1月2日）

EV

和歌山市明王寺479-1

四季の郷公園

10：00～17：00（平日）
9：00～17：00（土・日・祝日）

産直棟／☎073-499-4370
レストラン棟／☎073-499-4270

問

休 年末年始（12月30日～1月3日）

EV

伊都郡かつらぎ町大字滝53-1

くしがきの里

物産販売施設／9：00～17：00
レストラン／10：00～17：00（L.O 16：30）

☎0736-25-0155問

休 年中無休

EV

岩出市根来2020-１

ねごろ歴史の丘

ねごろ歴史資料館／9：00～17：00　
物販施設 花笑み館／10：00～18：00
シトラスハウス／8：00～17：00 

ねごろ歴史資料館／☎0736-61-1170　
物販施設 花笑み館／☎0736-67-8737
シトラスハウス／☎0736-66-8588 

問

休 ねごろ歴史資料館／火曜（祝日の場合を除く）
物販施設・シトラスハウス／年中無休

EV

伊都郡かつらぎ町笠田東1271-28

かつらぎ西（上り）

物産販売／8：00～19：00
レストラン／10：00～19：00（L.O 18：30）

☎0736-22-7810問

休 年中無休

EV

西牟婁郡すさみ町江住808-1

すさみ

9：00～18：00 ※11月～2月は17：00まで
レストラン蒼海／12月～2月11：00～16：30（L.O 16：00）、
　　　　　　  　3月～11月11：00～17：30（L.O 17：00）

☎0739-58-8888
レストラン蒼海／☎0739-58-8800

問

休 不定休

13
EV

田辺市本宮町伏拝904-4

奥熊野古道ほんぐう

物産販売所／9：00～18：30
休憩処／10：00～14：00（平日）
　　　　10：00～17：00（土・日・祝日）

☎0735-43-0911問

休 不定休

35  roadside stations

Area 4,724.64square kilo meters
Total Population 910,000people
Prefectural Tree Quercus phillyraeoides
Prefectural Flowers Prunus mume
Prefectural Bird Zosterops japonicus

WAKAYAMA
和歌山県

※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

田辺市鮎川997-1

ふるさとセンター大塔

9：00～17：45（2月～10月）
9：00～17：00（11月～1月）
レストラン／9：00～17：45※現在休業中
物産館／9：00～17：45

EV

日高郡日高川町大字船津820

San Pin 中津

8：00～17：00

☎0739-49-0143問

休 火曜 （祝祭日は営業）、12月30日、12月31日
☎0738-54-0541問

休 年末年始（12月31日～1月2日午前）
※1月2日は13：00～16：00の短縮営業

EV

有田郡有田川町大字清水607

しみず

※オートキャンプ場、レ・アーリしみず等は
　予約受付のみ対応
※道の駅スタンプ押印可（屋外設置により24時間対応） 
※道の駅キップ販売はあさぎりまで要問い合わせ
Ｒ４．４月～8月改修工事のため休館

☎0737-25-1288 （あさぎり 0737-25-1181）問

EV

田辺市龍神村龍神170-3

龍神

売店／9：00～17：00（4月～11月）
　　　9：00～16：00（12月～3月）
食堂／9：00～16：00（4月～11月）
　　　9：00～15：00（12月～3月）

☎0739-79-0567問

休 12月～3月の水曜 ※周辺状況や気象状況に
より短縮・臨時休業の場合あり

EV

西牟婁郡すさみ町見老津地内

イノブータンランド・すさみ

8：30～17：00（土・日・祝日）

☎0739-33-7100問

休 平日（月～金）

EV

西牟婁郡白浜町日置2039-73

志原海岸

9：00～18：30 （平日）
9：00～20：00 （土・日・祝日）

☎0739-52-4100問

休 年中無休

EV

田辺市中辺路町近露2474-1

熊野古道中辺路

売店／9：00～17：00
喫茶コーナー／9：30～14：30

☎0739-65-0671問

休 12月～2月の木曜、1月1日～3日

EV

新宮市熊野川町田長54-8

瀞峡街道熊野川

8：30～17：00

☎0735-44-0987
かあちゃんの店／9：00～16：00
（食事 14：00まで）
※第2水曜休日

問

休 年末年始

EV

田辺市秋津川1491-1

紀州備長炭記念公園

9：00～17：00（4月～11月）
9：00～16：00（12月～3月）

発見館／☎0739-36-0226
売店／☎0739-36-0301
喫茶／☎0739-36-0184

問

休 水曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月31日～1月2日）

EV

日高郡みなべ町谷口538-1

みなべうめ振興館

9：00～17：00
※展示室の入場は16：30まで

☎0739-74-3444問

休 火曜（祝日の場合はその翌日）、
年末（12月29日～12月31日） ※2月は無休
※状況に応じて臨時休業あり

EV

有田郡有田川町大字宇井苔213-1

しらまの里

8：30～17：30

☎0737-32-4970問

休 年末年始

EV

田辺市龍神村福井511

水の郷日高川 龍游

物産館／9：00～17：00
つぐみ食堂／11：00～15：00（L.O 14：30）

☎0739-77-0380問

休 火曜（祝日の場合は営業）、年末年始

EV

東牟婁郡北山村大字下尾井字浦地335

おくとろ

9：00～17：00

☎0735-49-2324問

休 年中無休

EV

伊都郡かつらぎ町窪487-2

紀の川万葉の里

物産販売所／8：30～17：00
レストラン／10：00～16：00（L.O 15：00）

☎0736-22-0055問

休 年末年始（レストラン 月曜定休）

EV

東牟婁郡古座川町相瀬290-2

一枚岩

9：30～17：00（月～金曜）
8：30～17：00（土・日・祝日）

☎0735-78-0244問

休 不定休

EV

有田郡有田川町大字三田664-1

あらぎの里

10：00～17：00
レストラン／11：00～L.O 14：30

☎0737-25-0088問

休 火曜（祝日の場合はその翌々日の木曜）、年末年始

EV

岩出市押川37-1

根来さくらの里

9：00～18：00（4月～9月）
9：00～17：00（10月～3月）

☎0736-69-0210問

休 第1火曜、年末年始（12月31日～1月3日）、盆

EV

有田郡有田川町大字金屋322-1

明恵ふるさと館

9：00～18：00（3月～11月）
9：00～17：30（12月～2月）

☎0737-32-9778問

休 年末年始

EV

東牟婁郡古座川町小川774-1

瀧之拝太郎

物産コーナー／11：00～15：00
情報コーナー／8：30～17：15

☎0735-79-0129問

休 物産コーナー／平日
情報コーナー／土・日・祝日

EV

東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮361-2

なち

丹敷の湯／15：00～21：00※受付20：00まで
地元農産物直売所／9：30～16：00
情報センター／9：00～17：00

☎0735-52-9201問

休 丹敷の湯／月曜（祝祭日の場合は順延）
地元農産物直売所／1月1日～3日
情報センター／月曜（祝祭日の場合は順延）

EV

西牟婁郡白浜町椿1058-1

椿はなの湯

9：00～20：00
公衆浴場／12：00～20：00
足湯／10：00～17：00（7～8月は～19：00まで）

☎0739-46-0617問

休 毎週火曜（休業日が祝日の場合は翌日）、
1月1日

EV

日高郡由良町大字大引960-1

白崎海洋公園

8：30～17：15

☎0738-65-0125問

休 年末年始 ※状況に応じて臨時休業あり

EV

東牟婁郡古座川町池野山705-1

虫喰岩

観光案内／9：00～17：00
物品販売／10：00～16：00

☎0735-72-0015問

休 年末年始

EV

伊都郡九度山町入郷5-5

柿の郷くどやま

観光案内・世界遺産情報センター／9：00～17：30
産直市場よってって／9：00～18：00
ベーカリーパフェパーシモン／9：30～16：30

観光案内・世界遺産情報センター／☎0736-54-9966
産直市場よってって／☎0736-54-4741
ベーカリーカフェパーシモン／☎0736-54-9967

問

休 1月1日～1月3日

EV

東牟婁郡串本町鬮野川1549-8

くしもと橋杭岩

9：00～18：00（4～9月）
9：00～17：00（10～3月）

☎0735-62-5755問

休 年中無休

EV

田辺市龍神村龍神1020-6

田辺市龍神ごまさんスカイタワー

9：30～16：00（平日）
9：00～16：00（土・日・祝日）
レストラン／10：00～14：00
展望台／9：30～15：50（平日）
　　　　9：00～15：50（土・日・祝日）

☎0739-79-0622問

休 12月1日～3月末
※休館中は龍神観光協会にてスタンプ押印

EV

伊都郡かつらぎ町笠田東1270-22

かつらぎ西（下り）

物産販売／9：00～20：00
レストラン／10：00～20：00

☎0736-22-8880問

休 年中無休

EV

西牟婁郡上富田町岩崎555-5

くちくまの

8：00～19：00
レストラン／8：30～18：30（L.O 18：00）

☎0739-34-3030問

休 年中無休

EV

東牟婁郡太地町大字森浦143-1

たいじ

物産／9：00～17：00
モーニング／7：00～10：00
喫茶・ソフトクリーム／7：00～16：30
お食事／11：00～13：30（平日）
　　　　11：00～14：30（土・日・祝日）

☎0735-29-7690問

休 不定休

EV

紀の川市西野山473

青洲の里

フラワーヒルミュージアム／9：00～17：00
レストラン華／11：00～13：30まで受付（平日）
　　　　　　 11：00～14：00まで受付（土・日・祝日）
春林軒／10：00～17：00※受付16：30まで（3月～10月）
　　　　10：00～16：30※受付16：00まで（11月～2月）

☎0736-75-6008問

休 火曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月28日～1月2日）

EV

和歌山市明王寺479-1

四季の郷公園

10：00～17：00（平日）
9：00～17：00（土・日・祝日）

産直棟／☎073-499-4370
レストラン棟／☎073-499-4270

問

休 年末年始（12月30日～1月3日）

EV

伊都郡かつらぎ町大字滝53-1

くしがきの里

物産販売施設／9：00～17：00
レストラン／10：00～17：00（L.O 16：30）

☎0736-25-0155問

休 年中無休

EV

岩出市根来2020-１

ねごろ歴史の丘

ねごろ歴史資料館／9：00～17：00　
物販施設 花笑み館／10：00～18：00
シトラスハウス／8：00～17：00 

ねごろ歴史資料館／☎0736-61-1170　
物販施設 花笑み館／☎0736-67-8737
シトラスハウス／☎0736-66-8588 

問

休 ねごろ歴史資料館／火曜（祝日の場合を除く）
物販施設・シトラスハウス／年中無休

EV

伊都郡かつらぎ町笠田東1271-28

かつらぎ西（上り）

物産販売／8：00～19：00
レストラン／10：00～19：00（L.O 18：30）

☎0736-22-7810問

休 年中無休

EV

西牟婁郡すさみ町江住808-1

すさみ

9：00～18：00 ※11月～2月は17：00まで
レストラン蒼海／12月～2月11：00～16：30（L.O 16：00）、
　　　　　　  　3月～11月11：00～17：30（L.O 17：00）

☎0739-58-8888
レストラン蒼海／☎0739-58-8800

問

休 不定休

13
EV

田辺市本宮町伏拝904-4

奥熊野古道ほんぐう

物産販売所／9：00～18：30
休憩処／10：00～14：00（平日）
　　　　10：00～17：00（土・日・祝日）

☎0735-43-0911問

休 不定休

35  roadside stations

Area 4,724.64square kilo meters
Total Population 910,000people
Prefectural Tree Quercus phillyraeoides
Prefectural Flowers Prunus mume
Prefectural Bird Zosterops japonicus

WAKAYAMA
和歌山県

※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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