
※７4の道の駅情報が記載１２ページあります。 令和2年6月19日

10:00

都道府県 道の駅名
　　　　　　　　短縮営業・臨時休業期間（予定）

こちらの内容は、連絡会事務局へ道の駅から連絡があった内容となっております。

期限が過ぎた情報の道の駅に関しては各道の駅のＨＰもしくは直接道の駅へご確認ください。

再開予定日

茨城① かつら
4/15（水）より

食堂を休業　時間短縮営業　平日11時～14時　土日祝実11時～15時

茨城② みわ 6/19(金）より通常営業再開

茨城④ さかい レストラン「茶蔵」内ビュッフェのみを3月3日（火）より臨時休業 未定

茨城⑦ たまつくり

4/25-4/29の間

行方市観光物産館「こいこい」9時から14時まで　時間短縮営業

フードコーナーは行方バーガーをテイクアウトでの提供のみ

４／３０－５／６は臨時休館となります。

５／７以降は当面の間9時から14時までの短縮営業

※なお、情報施設（スタンプ設置場所）は9時から17時まで開館

茨城⑧ いたこ

4/29（水・祝）～5/6（水・祝）まで一部駐車場・外トイレを除き全館臨時休業

新鮮市場「伊太郎」のみ5月3日(日)～6日(水・祝)、9：00～15：00までの

短縮営業

茨城⑫ 常陸大宮 6/19(金）より通常営業再開

栃木③ 湯の香　しおばら
４月２５日(土）～

駐車場、屋外トイレを含む全施設を休止
再開未定

栃木④ 那須高原友愛の森
閉鎖期間：4月29日(水）～5月6日(水）

※駐車場、公衆トイレ、ＥＶ等も閉鎖しますので道の駅に入ることは出来ません。

栃木⑤ 明治の森・黒磯
４月２５日(土）～

駐車場、屋外トイレを含む全施設を休止
再開未定

栃木⑦ 東山道伊王野
閉鎖期間：4月29日(水）～5月6日(水）

※駐車場、公衆トイレ、ＥＶ等も閉鎖しますので道の駅に入ることは出来ません。

栃木⑫ 那須野が原博物館
４月２５日(土）～

駐車場、屋外トイレを含む全施設を休止
再開未定

道の駅　臨時休館情報（一部休館も含む）
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栃木⑮ 湯西川
4/11から5/31まで休館延長(6月1日より営業再開します）

※駐車場・トイレは利用可
6月1日（月）より再開

栃木⑰ にしかた

5月20日（水）～5月31日（日）　短縮営業中です

農産物直売所の営業時間　9時から17時まで

物産館の営業時間　10時から17時まで

レストランの営業時間　10時から16時まで（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ15時半）

　限定メニューにて「店内飲食」「テイクアウト」での営業

　※限定メニュー・テイクアウトメニューはお客様の状況に応じて変更させて頂きます。

ジェラートの営業時間　10時から17時

栃木㉒ サシバの里いちかい 5月11日（月）～31日（日）までは、9時から15時までの営業。

栃木㉓ 日光

商業施設（営業再開9:00～16:00（時間短縮営業）

　※そば処蕎粋庵、かなめ屋　11:00～16:00(L.O.15:30）

　　本陣カフェ　はテイクアウトのみ

観光情報館、船村徹記念館、多目的ホール、多目的広場は５／３１まで休館

貸スペース　当面の間　貸し出し休止

●5/11～第2駐車場、第3駐車場(9:00～16:00）、EV急速充電設備　左記時間内利用可能

栃木㉕ たかねざわ元気あっぷむら

４／２２から５／８まで　臨時休業

※休業対象外　直売所は9時から16時まで

　トイレ、駐車場、ＥＶ充電器（24時間）
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群馬① 上野

〇農産物販売所

　平日のみ営業

〇レストラン

　平日のみ営業

〇そば処福寿庵

　平日のみ営業

〇銘木工芸館

　平日のみ営業

〇24時間トイレ、駐車場

　感染症対策を行い営業

群馬⑥ 川場田園プラザ

4月29日（水）から5月6日（水）

●ファーマーズマーケット　9時～17時

店内入場制限させて頂く場合がございます。

●麺屋　川匠　10時半から15時　屋外テラス席のみご利用頂けます。

※その他、田園プラザベーカリー他施設は休業です。

群馬⑧ 白沢

休館の予定４／２１～５／６

休館施設について

望郷の湯（日帰り温泉施設）、レストラン（日帰り温泉施設併設）、展示即売施設（農産物直売所）

※駐車場及び屋外トイレのみ閉鎖しない予定です。

５／７(状況により延長も

あり）

群馬⑨ 草津運動茶屋公園

6月19日より特産ショップ並びに軽食喫茶の営業を再開致します。

また6月27日より全店舗通常再開致します。

6/1（月）から下記の施設とサービスを提供中です。

・観光案内所　・さわやかトイレ　・ＥＶ電気自動車急速電器　・駐車場　・ロマンチックショップ
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群馬⑪ こもち

4/15（水）-5/14（木）

時間短縮営業

・白井宿ふるさと物産館（農産物直売所）9時～17時

4/21(金）～5月6日（水）

休業

・食創庵（レストラン）

・六斎茶屋（軽食提供）

※状況により急な変更となる場合もございます。

群馬⑭ みょうぎ

5/3（日）～5/6（水）臨時休業

7日～営業再開　9時～16時　5/24（日）よりソフトクリーム販売再開

※6/1（月）より食堂の営業再開

群馬⑰ 富弘美術館
3月2日（月）から3月26日（木）

※富弘美術館のみ休業　商業ゾーン（草木ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ）は通常営業
３月２７日（金）以降

群馬⑲ 霊山たけやま
５月１９日より再開

　※そば打ち体験、会議室、こども館は6月13日から再開しました。

群馬㉑ 赤城の恵
温泉施設　3月4日（水）から3月31日（火）

4月1日（水）

群馬㉕ ふじみ 温泉施設　3月5日（木）から3月31日（火） 4月1日（水）

群馬㉜ 尾瀬かたしな

●インフォメーション、●農産物直売所「かたしな屋」●展望足湯●展望ドックラン●スナックコーナー　

９：００～１７：００

●レストラン「かたしな食堂」　１１：００～１４：００

●レストラン「村民キッチン」　※店舗により変わります

※トイレ及び駐車場及び自販機コーナー　２４時間利用可

6月19日より時間短縮で営業

開始(詳細は左記の通り）
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埼玉⑬ アグリパークゆめすぎと

①営業短縮等(4月25日～当面の間）

　　農産物直売所9:00～16:00

　　食堂あぐり亭10:30～13:30(テイクアウトメニューのみ）

　　あぐりの花屋さん9:00～16:00

　　カントリー農園　休園

②臨時休業4月29日(水）、5月2日(土）～5月6日(水）

※駐車場、駐車場前のトイレは上記期間中も24時間利用できます。

埼玉⑭
果樹公園　

あしがくぼ

4月18日・19日及び４／２２～５／６コロナ感染予防の為臨時休館となりました。

※駐車場、トイレは使用可能　スタンプは午前中のみ事務所にて利用可能です
未定

埼玉⑮ いちごの里よしみ

4月10日（金）から当面の間　

※物産館売店、食堂楽楽庵、休憩所（ｷﾀｵｶﾊﾟﾝ含む）すべてお休みとなります。

駐車場及び屋外ﾄｲﾚは利用可能。

未定

千葉① とみうら枇杷倶楽部

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉② 三芳村鄙の里

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉⑥ ローズマリー公園

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉⑩ 多古あじさい館
大型連休中営業を休業いたします。

駐車場とトイレは通常通り解放します。

令和2年2月29日（土）から3月31日（火） 4月1日（水）

千葉⑫ くりもと
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①休館する施設

研修室及び調理室

②通常営業を行う施設

農産物直売所・全国うまいもの交流館・レストラン（味処いっぷく）・トイレ・情報発信施設・駐車場

千葉⑬ ちくら潮風王国

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉⑭ 富楽里とみやま

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉⑮ おおつの里花倶楽部

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

①令和2年3月4日（水）から６月７日（日）※休館期間延長しました。
※6月8日（月）から営業再開予定【営業時間11:00～19:00（短縮営業）】

　※6月20日（土）から通常営業（10:00～21:00）予定

②休業を延長する施設

　・むつざわ温泉つどいの湯（温浴施設）

③営業【営業再開を含む】を行う施設

　・情報発信施設、駐車場

　・トイレ

　・つどいの市場（農産物等直売所）

　・Trattoria Due（イタリアンレストラン）【営業時間11:00～15:00（短縮営業）】

　　　※6月20日（土）から通常営業（11:00～21:00）予定

　・オリーブの森（カフェ・ドッグラン・レンタサイクル）

むつざわｽﾏｰﾄｳｪﾙﾈｽﾀｳﾝ・道

の駅・つどいの郷
千葉⑱

千葉⑫ くりもと
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千葉⑲ 白浜野島崎

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉㉓ 和田浦WA・O！

4/29（水）から5/6（水）まで

飲食施設及び物販施設の臨時休業

駐車場も一部縮小します。

千葉㉔ 発酵の里こうざき

5/2～5/6まで全館休館

4/29～5/1までの3日間営業スタイルに変更が生じる場合あり。

入場者人数の制限や入り口においてマスクの義務化・手指消毒の義務化などの措置を講じる予定。

あらかじめご承知おき下さい。

千葉㉕ 季楽里あさひ

営業時間変更

①直売所営業時間　１０時～１７時

②レストラン　休止

未定

千葉㉖ 保田小学校

臨時休校日

5/16（土）、17日（日）

※5/18（月）より9:00～16:00の短縮営業を再開します。

※駐車場、24時間トイレは通常通りご利用できます。

※今後の土日祝の営業に関しては状況を判断して、あらためてお知らせします。

千葉㉗ みのりの郷東金

４／２７－５／１０まで

①休業する施設

レストラン

②時間短縮する施設

直売所、緑化木市場　9時～17時

5月11日（月）

千葉㉘ 木更津　うまくたの里

休業の予定：4月11日から5月6日(水・祝）までの土日及び祝日(12営業日）

※物販・飲食の地域振興施設。

　トイレ・駐車場は24時間利用可能。平日は通常営業

国の緊急事態宣言の延長等が

なければ5以降再開予定
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①開館時間の短縮

実施期間：6月13日から当面の間

　　【全日】9時～21時　※土日祝日も開館

未定

②短縮営業を行う施設

実施期間：6月13日から当面の間 

　　◆メルカートいちかわ（特産物等販売所）　

　　  【全日】９時～19時

　　　　※屋外キッチンカーの出店を再開します。

       ◆トラットリア・アルポンテ（レストラン）

         【全日】11時～14時（ランチタイム）

                       17時～21時（ディナータイム、ラストオーダー20時）

       ◆いちCafe(カフェ)　

 

         【全日】９時～18時（店内飲食及びテイクアウト可能）

       ◆珈琲焙煎処

　　  【全日】10時～17時

       ◆レンタサイクル

         【全日】10時～17時

未定

③ 休業する施設　

 　  ◆カルチャースクール（予定していた全ての講座を休講とします）

　 　  休講期間：2月28日（金）から当面の間

未定

④ 通常営業を行う施設

　◆トイレ　◆駐車場

東京① 八王子 ４／２５から５／６まで　臨時休業

神奈川① 箱根峠 ４／８から５／６まで　臨時休館 ５月７日（木）

千葉㉙ いちかわ
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神奈川② 山北

4月25日土曜より

休業日：土曜日・日曜日・月曜日・祭日

営業日：火曜～金曜日

営業時間：営業日の10時から15時

山梨② 甲斐大和

売店：5/11（月）から　10:00から17:00（短縮営業）

軽食コーナー：5/15(金）から　11:00から17:00(L.O.16:30)(短縮営業）

なお、5/31まで駐車場は普通車10台のみ利用可

通常営業は未定

山梨⑧ どうし

５月１８日より次の通りとして営業再開します。

 　・５月２３日（土）、２４日(日）は休館

　・当面の間時間短縮営業

　・一部駐車場を閉鎖

　・マスク未着用のお客様は入店を遠慮していただく

　・その他、コロナウイルス感染拡大防止の為の施策として

　　一部の設備等に利用制限があります。

5月23日（土）より営業再開させていただきますのでご報告いたします。

営業時間につきましては下記の通りしばらくの間時短営業とさせて頂きます。

　　土日祝日　売店　9：00～17：00

　　　　　　　食堂　10：00～15：00オーダーストップ　15：30終了

　　平日　　　売店　10：00～16：00

　　　　　　　食堂　11：00～14：30オーダーストップ　15：00終了

（通常利用可能施設）

●トイレ棟及び駐車場　前日　24時間利用可

山梨⑪ はくしゅう
農産物直売　９：００－１６：００（短縮営業）　水曜定休

レストラン「かもしか」　休業

山梨⑨ かつやま
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山梨⑫ 富士吉田

５／１６（土）より地域住民向けに一部営業を再開（農産物・加工品中心の販売）

全てのお客様へマスク着用を徹底させて頂き、混雑時には入場制限の場合有り。

・平日　９：００～１７：００

・土日　９：００～１５：００

※駐車場は１８：００に完全閉鎖となります。

状況により変更の可能性あり

山梨⑬ 南きよさと
農産物直売　９：００－１６：００（短縮営業）　

レストラン「ほたる」　休業

当面の間

①休業する施設

道の駅「しらね」情報館（情報発信コーナー、道の駅切符等の販売業務及び窓口案内業務

②通常営業施設

農産物直売所とトイレ

山梨⑮ こぶちさわ

5月20日から「延命そば」の情報が変更になりました。

農産物直売　9:00-18:00（短縮営業）　

レストラン「ロトンド」11:00-17:00（短縮営業）※ディナー予約のみ20:00ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ

そば「延命そば」　11:00～15:00（14時ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）※そば打ち体験　休業

パン工房「山のパン屋桑の実」9:00-17:00

山梨⑯
みのぶ

富士川観光センター

4/29（水）から当面の間　全施設休業（駐車場を含む）

※トイレは公園入り口２４ｈトイレのみ利用可能　道の駅施設内のトイレは利用停止

山梨⑱ 富士川
5/1（金）から5/6（水）まで　

売店・食堂・展望台等全館休業

山梨⑭ しらね
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山梨⑲ こすげ

４／２０(月）から５／２９（金）まで　完全休業

トイレ・駐車場を含み全面封鎖

時間短縮にて5月30日より営業再開

　○物産館　10時～17時

　○源流レストラン　11時～15時（テイクアウトのみ再開）

山梨⑳ つる 6月1日（月）より営業再開　９時～17時半まで

山梨㉑ なんぶ 4/28（火）～5/10（日）臨時休業 5/11（月）通常営業

長野③ 信越さかえ

休業期間を変更しました

4/20－5/12　臨時休業

5/13－　営業時間　9時から16時まで（食堂テイクアウトのみ10時半～15時）

長野⑧ 白馬
４／２５(土）～５／６(水）　休業

駐車場・トイレ・ＥＶ充電器は利用可
5月7日（木）

長野⑨ ふるさと豊田 ５／１６（土）　営業を再開

長野⑭ 風穴の里 ４／１８(土）～５／６(水）　営業を自粛　駐車場・トイレ2棟は24時間利用可 ５／７(木）(状況により延長もあり）

長野⑱ しなの

直売場：4月18日（土）から5月15日（金）まで臨時休業　(再開後営業時間9:00～15:00）

売　店：4月18日（土）から5月22日（金）まで臨時休業　(再開後営業時間9:00～15:00）

食　堂：4月18日（土）から5月22日（金）まで臨時休業　(再開後営業時間11:00～14:00L.O.）

未定

長野㉑ ぽかぽかランド美麻
4月1日から5月17日まで休業→18日より風呂と売店のみ営業再開

営業時間は10時～20時まで短縮営業
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長野㉓ 雷電くるみの里

4月26日（日）まで

直売所　8時～18時　お食事処湯の丸　7時～18時

4月27日（月）～5月6日(水）

臨時休業

5月7日～

直売所　8時～17時　お食事処湯の丸　7時～17時

駐車場の利用スペースが制限されます

5月7日（木）

長野㉔ 花の駅・千曲川
４月１７日(金）～５月６日(水・祝）　休業

情報館、駐車場、トイレは利用可

長野㉗ 美ヶ原高原

5月16日(土）より営業を開始しました

●レストランコンポート 10：00～16：00

しばらくの間メニューを縮小して営業します。（カレー類、そばうどん等）

●和食処 麻の葉

しばらくの間休業いたします。

●ショッピングモール 9：00～17：00

長野㉘ 今井　恵みの里
営業時間短縮　４／２３～４／３０まで

休業　５／１～５／６まで

長野㉚ ヘルシーテラス佐久南
４／２１(火）～５／７(木）　全館休業

屋外トイレ、駐車場は終日利用可
今後の情勢により延長もあり


