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原鶴 全部 時短営業
84/20～当分の間
8：30～17：00

あそ望の郷くぎの 全部 休業 4/10～5/6

豊前おこしかけ 時短営業 9：00～18：00 宿泊棟 休業 4/13～5/31

小石原 全部 時短営業
4/20～5/6
9：00～17：00

温泉 休業 4/20～5/31

直売所 時短営業 9:00～17：00 レストラン 休業 4/1～5/31

レストラン 時短営業 11：00～15：00 物産館 時短営業 9:00～18:00

たちばな 全部 時短営業 9：00～17：00 パン・アイス工房 時短営業 10:00～17:00

直売所 通常営業 崎津 全部 休業 4/15～5/6

レストラン 1店舗のみ休業 4/13～4/26 天草市イルカセンター全部 休業 4/15～5/6

物産館 時短営業
4/18～5/6
9：00～15：00

人吉 全部 休業 〜5/6迄

直売所以外のテナント 休業 4/14～5/6 物産館 時短営業 9：00～17：00

くるめ 全部 時短営業
4/16～5/6
9：00～17：00

レストラン 休業 4/14～当分の間

直売所 通常営業 耶馬トピア 全部 時短営業 9：00～16：00

レストラン・インフォメーション 休業 4/8～4/20 物産館 時短営業 10：00～17：00

みやま 全部 時短営業 レストラン 休業 4/20～当分の間

直売所等 通常営業 直売所・飲食 通常営業

テナントの一部 時短営業 温浴施設「やよいの湯」 休業 4/18～5/6

時短営業 4/25〜4/30　10：00〜16：00 「番匠おさかな館」 休業 4/18～5/6

休業 5/1〜5/6 物産館等 通常営業

厳　木 直売所・レストラン 休業 4/17～5/6 レストラン 休業 4/13～6/30

直売所 休業 4/25〜5/6 ゆふいん 全部 時短営業
4/22〜　平日10：00～16：00
　　　　土日祝 9：00〜17：30

レストラン・加工所 休業 4/22〜5/6 水辺の郷おおやま 直売所 休業 4/20～5/1

直売所等営業 休業 4/15～5/6 温泉・宿泊 休業　

物産館 休業 4/13～5/6 直売所 時短営業 8：00～17：00

直売所 時短営業
4/20～　8：30～17：00
4/23～　8：30～15：00
4/29～　8：30～12：00

直売所 時短営業 4/15～9：00～14：00

休業 4/4～4/22 レストラン 時短営業 9：00～14：30

時短営業 4/23～　10：00～14：00 童話の里くす 全部 時短営業 9：00～17：00

通常営業 4/26迄　9:00～18：00 直売所 時短営業 9：00～18：00

休業 4/27〜5/6 レストラン 休業　 4/17～5/6

時短営業 4/26迄　10：00～17：00 のつはる 全部 時短営業 9：00～17：00

休業 4/27〜5/6 青雲橋 時短営業 4/20～5/6　8：00～18：00

しろいし 全部 休業 4/22〜5/6　9：00～17：00 山之口 全部 休業　 4/22～5/6

生月大橋 全部 休業 4/11～5/6 田野 直売所 時短営業
4/16～4/28
9：00～17：00

公園 休業 当分の間 なんごう 時短営業 8：30～17：00

物産館 時短営業 10：00～16：00 日向 全部 時短営業 9：00～18：00

飲食施設 休業（平日休業）
4/28まで土日祝のみ営業
11：00～15：30

高千穂 全部 休業　 4/27〜5/10

彼杵の荘 全部 休業 4/18～5/6 時短営業
4/6～4/25
9：00～17：00

松浦海のふるさと館 全部 時短営業
4/17～5/6
10：00～17：00

休業　 4/26〜5/6

遣唐使ふるさと館 全部 休業 4/18～5/6 レストラン 休業　 4/11～5/6

鷹ら島 全部 時短営業
4/17～5/10
8：30～15：00

つの レストラン 時短営業 10：30～15：00

させぼっくす99 全部 休業 4/13～5/6 直売所 通常営業

小国 全部 休業 4/11～5/6 レストラン 休業　 4/25〜5/6

直売所 時短営業 8：00～17：00 喜入 全館 休業　 4/21〜5/6

レストラン 時短営業 10：30～14：30 霧島 駐車場・屋外トイレのみ可 休業　 4/15～5/6　

旭志 レストラン 時短営業
4/6～4/24
11：00～18：00

レストラン以外 通常営業

物産館 通常営業 レストラン 休業　 5/1～6/30

レストラン・温泉 休業 （予定）4/20～未定 直売所 通常営業

有明 全部 休業 4/15～5/6 レストラン 休業　 4/14～当分の間

直売所 通常営業 通常営業

温泉施設 休業 4/20～5/6 観光案内所 無人開放 6：00〜10：00

物産館等 通常営業 直売所 時短営業 9：00～17：00

文楽館のみ 休業 4/8～4/30 レストラン 休業　 4/13～4/30

通潤橋 全部 休業 4/27～当分の間 いぶすき
トイレ・駐車場のみ
使用可

休業　 4/24～5/6

直売所 通常営業 たるみず レストラン 時短営業
11：00～16：00
OL15：00

レストラン 休業 4/20～当分の間 山川港活お海道
トイレ・駐車場のみ
使用可

休業　 4/24～5/6

子守唄の里五木 レストラン 平日のみ休業 土日祝営業 野方あらさの 売店　「情報発信・休憩室」 時短営業
4/20～　7：00～22：00
トイレ・駐車場は使用可

直売所・グランドゴルフ場 通常営業 許田 休業　 4/22〜5/6

レストラン 休業 4/13～5/10 直売所・その他 時短営業 10：00～18：00

直売所・グランドゴルフ場 通常営業 レストラン 時短営業 11：00～15：00

レストラン 休業 4/13～5/10 情報発信施設 休業　 4/7～当分の間

温泉 休業 4/16～5/10
土産品店、レストラン、直売所
カフェ

時短営業 9：00～16：00

直売所 通常営業 9：00～18：00 キャンプ場 休業　 4/29〜5/6

温泉 休業 4/23～当分の間 かでな 直売所 時短営業 9：00～17：00

レストラン 休業 4/10～当分の間 喜名番所 休業　 4/10～5/7

宿泊施設
一部
条件付き営業

時短営業 9：00～18：00

物産館 時短営業
4/18～当分の間
 9:00～17:00

レストラン
直売所の1部

休業　 ～当分の間

レストラン 休業 4/18～5/6　　室外トイレ開放 直売所 時短営業 9:30～18:00

うしぶか海彩館 休業 4/15～5/6 食堂 休業　 ～5/6

観光案内所等 休館 ～5/6
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