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原鶴 全部 時短営業
4/20～当面の間
8：30～17：00

トイレ・駐車場・情報館 通常営業
トイレ・駐車場　5/7～
情報館　5/16～

直売所・レストラン 時短営業
4/25～当面の間
9：00～17：00

銘品管・フード館 時短営業
銘品管　9：00～18：00
フード館　7：00～18：00

一部 休業 ～当面の間 情報・休憩コーナー 通常営業

小石原 全部 時短営業
4/20～当面の間
9：00～17：00

喫茶・軽食コーナー 休業 4/30～5/24

しんよしとみ 物産館 時短営業
4/29～当面の間
9：00～17：00

小国 全部 休業 4/11～5/31

直売所 時短営業
4/20～5/31
9:00～17：00

トイレ 通常営業

レストラン 時短営業 11：00～16：00(OS15:00)
直売所
レストラン

時短営業
4/16～5/31
直売所　8：00～17：00
レストラン　10：30～14：30

おおむた 直売所 通常営業 10：00～18：00 全部 休業 毎週水曜日

たちばな 全部 時短営業
5/7～5/31
9：00～17：00

直売所 通常営業

うすい 通常営業 9:00～18:30 レストラン 時短営業
4/6～5/6
11：00～18：00

直売所 通常営業 4/18～ 大津 通常営業 9：00～18：00

レストラン 通常営業
5/18～
営業時間は店舗によって異なる

広域交流センター
さかもと館

通常営業

物産館 時短営業
4/18～5/31
9：00～15：00

レストラン 休業 4/27～5/31

直売所以外のテナント 休業 4/14～5/31
食処さかもと
鮎やな

休業 今年度休業

くるめ 全部 時短営業
5/31迄
物産館　9：00～17：00
ほとめき庵　11/00～15：00

物産館 時短営業 4/20～5/19　9：00～17：00

香春 通常営業 9：00～18：00 レストラン・温泉 休業 4/20～5/19　

直売所 通常営業 9:30～17：30 有明 レストラン・温泉 休業 4/20～5/31　

レストラン・インフォメーション 休業 4/1～5/31 小栗館 時短営業 4/23～5/31　9：00～16：30

おおとう桜街道 小栗茶屋 休業 4/23～5/31　

みやま 全部 時短営業 9:00～17：00 木遊館 休業 4/23～5/31　

直売所等 通常営業 本館 通常営業

テナントの一部 時短営業
10:00～14:00　2店舗（5/31迄）
10：00～15：00　2店舗（5/31迄）
11：00～16：00　1店舗（5/31迄）

レストラン 時短営業
5/18～5/31迄
10：00～14：00

鹿　島 通常営業 5/7～ 泗水 通常営業 9：00～18：00

厳　木 直売所・レストラン 通常営業 5/11～ きくすい 菊水ロマン館 時短営業
9：00～19：00
6/1～通常営業

レストランるらる
焼肉の杜
加工所

通常営業
11；～20：00
11：00～15：00
8：00～17：00

清和文楽邑 物産館・文楽館 通常営業 5/11～　9：00～17：00

特産館 時短営業
5/7～5/30
8：00～17：00

通潤橋 全部 通常営業

物産館　9：00～17：00
レストラン　11：00～15：00
（OS14:30)
史料館　10：00～16：00

桃山天下市 全部 通常営業 竜北

直売所 通常営業 5/11～ 錦 直売所 通常営業

レストラン 休業 4/24～5/20位 直売所 通常営業

大　和 通常営業 レストラン 時短営業 5/31迄　11：00～14：30

吉野ヶ里 全部 通常営業 9：00～18：00 子守唄の里五木 物産館 時短営業 4/18～当面の間

直売所 通常営業 宇土マリーナ 全部 時短営業 9：00～17：00　当面の間

漁師の館 時短営業 9：00～15：00 直売所 通常営業

もんごもんご市場 時短営業
4/16～当面の間
9：00～17：00

研修スペース（休憩スペース） 使用制限 4/15～5/31

レストラン・カフェ 休業 4/22～当面の間 みなまた 全部 通常営業 9：00～17：00

生月大橋 全部 休業 4/11～5/24 うき 通常営業 9：00～18：00

売店 時短営業 5/11～　10：00～16：00 コインランドリー 時短営業
4/27～当面の間
9：00～17：00

レストラン 時短営業
5/16以降土日のみ営業
11：00～14：00

直売所・宿泊施設・レストラン 休業 4/27～当面の間

昆虫の里たびら 全部 通常営業 8：30～18：00 トイレ 使用可能

彼杵の荘 全部 休業 4/18～5/31 直売所・グランドゴルフ場 時短営業
4/29～当面の間
10：00～17：00

さいかい 通常営業 レストラン 休業 4/13～当面の間

物産館・テイクアウト館 通常営業 9：00～19：00 温泉 休業 4/16～5/20

レストラン 休業 4/12～5/31 直売所 通常営業
9：00～18：00
（但し、5/14は定休日）

物販 時短営業
4/17～5/14
10：00～17：00

宿泊施設 通常営業
5/15～
15：00チェックイン
翌日10：00チェックアウト

体験館・レストラン 休業 5/7～当面の間 温泉 時短営業
5/15～当面の間
10：00～20：30

遣唐使ふるさと館 全部（トイレ駐車場以外） 休業 4/18～5/24 レストラン 時短営業
5/21～当面の間
11：30～17：30

鷹ら島 全部 通常営業
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物産館 時短営業
4/18～5/31
 9:00～17:00

水辺の郷おおやま 直売所 時短営業
5/7～6/11
（平日）10：00～16：00
（土休日）10：00～17：00

レストラン 休業 4/18～5/31　室外トイレ開放 かまえ 通常営業

うしぶか海彩館 全館 休業 4/15～5/31 温泉館「御前湯」 通常営業 6：00～21：00

物産館・パークゴルフ場 通常営業 9：00～17：00 直売所 時短営業 8：00～17：00

食事処 時短営業 11：00～15：00 おおの 通常営業 9：00～18：00

ファーストコーナー 時短営業 9：00～16：00 直売所 休業　 4/18～当面の間

あか牛精肉販売 時短営業 10：00～16：00 レストラン 休業　 4/18～当面の間

あか牛レストラン 時短営業 11：00～15：30 直売　ソフト　パン 時短営業
5/16当面の間
9：00～17：00

そば道場 時短営業 11：00～15：00
そば打ち体験は休止中

レストラン 時短営業 11：00～16：00

温泉 通常営業 5/16～　9：00～22：00 すごう 物産館・レストラン 通常営業
8：30～17：30
（レストランは9：00～17：30）

カヌー・サイクリング 通常営業 5/16～　10：00～17：00 なかつ

物産館 時短営業 4/20～5/31　9:00～18:00 慈恩の滝くす 時短営業 9：00～17：00

パン・アイス工房 時短営業 4/20～5/31　10:00～17:00 のつはる 全部 時短営業 5/11～5/31　9：00～16：00

レストラン 休業 4/1～5/31 高岡 物産館 通常営業 9：00～18：00

宿泊棟 休業 4/13～6/30 北川はゆま 全部 通常営業 5/11～

直売所 通常営業 9：00～18：30 青雲橋 時短営業
5/11～7/31
8：00～18：00（5/10迄休業）

軽食コーナー
情報多目的スペース

休業 4/28～当面の間 山之口 全部 通常営業 5/11～　9：00～19：00

芦北でこぽん レストラン・直売所 時短営業
4/25～当面の間
レストラン　ランチタイムのみ営業
直売所　9：00～19：00

売店・海鮮館 通常営業 5/11～

崎津 全部(トイレ駐車場除く) 休業 4/15～5/31
ケビン・オートキャンプ場・テント
エリア・テニスコート

休業　 5/31まで

天草市イルカセンター 全部(トイレ駐車場除く) 休業 4/15～5/31 田野 直売所 時短営業
4/16～5/31
9：00～17：00

人吉 全部 通常営業 5/7～ 売店 時短営業 5/7～当面の間　8：30～17：00

滝の館（売店・FF） 時短営業 4/21～5/31　9:00～17:00（0.5ｈ短縮） 食堂 時短営業
5/11～当面の間
11：00～14：00

愛菜果（直売所） 時短営業 4/21～5/31　9:00～16:00（1.5ｈ短縮） とうごう 通常営業 5/11～

レストラン 時短営業 4/21～5/31　10:00～15:30（1ｈ短縮） 都城 物産館、レストラン 通常営業
5/11～　9：00～18：00
（レストラン11：00～14：30）　　金、
土、日、月テイクアウトのみ（夜間）

宇目 通常営業 売店・浴場 通常営業 5/11再開

竹田 物産館 通常営業 8：30～17：30 レストラン 時短営業 5/11～　11：00～15：00

トイレ・駐車場 通常営業 宿泊 休業　 当面の間

物販・飲食店・情報提供装置時短営業
4/17～5/31
9：00～17：00

なんごう 物産館 時短営業 4/1～当面の間　8：30～17：00

売店 時短営業 5/16～ 日向 全部 時短営業
5/11～当分の間
9：00～18：00

レストラン 休業 4/14～未定 物産館 時短営業
5/11～当分の間
9：00～17：00

トビア茶屋店 時短営業 5/7～当面の間　10：00～16：00 レストラン 時短営業
5/11～当分の間
10：30～16：00

レストラン　耶馬溪風物館 休業 5/7～当面の間　 フェニックス 全施設 休業　 4/25～5/25

あさじ 通常営業 直売所 通常営業 9：00～18：00

物産館 時短営業 3/7～未定　8：00～17：00 フードコート 時短営業 5/11～5/31　10：30～15：00

レストラン 休業 4/20～未定 直売所 通常営業 5/11～

せせらぎの郷かみつえ 喫茶食事 休業 5/3～5/31 レストラン 時短営業 5/11～　土日のみ定食

物産館等 通常営業 8：30～17：30 北方よっちみろ屋 物産館 通常営業 5/11～

温浴施設「やよいの湯」 時短営業
10：00～21：00
（受付終了20：20）

温泉 通常営業 5/7～　10：00～21：00

「番匠おさかな館」 通常営業
5/16～10：00～17：00
（受付終了：16：45）

物産直売所 通常営業 5/7～

物産館等 通常営業 4/18～5/31　9：00～17：00 霧島 駐車場・屋外トイレのみ可 休業　 4/15～6/30

レストラン 休業 4/18～5/31　 直売所 通常営業 8：30～18：30

きよかわ 通常営業 7：30～18：00 レストラン 休業　
5/1～6/30
テイクアウト（8：30～16：00）

情報コーナー 通常営業 無人　24時間 直売所 通常営業 9：00～18：00　　火曜日定休日

あさぎり館（物産館） 時短営業
4/22〜5/31
平日10：00～16：00
土日祝 9：00〜17：30

レストラン 休業　 4/14～無期限休業

食堂（岳庵）テイクアウトコーナー休業 4/22～5/31 レストラン 時短営業 4/25～5/31　11：00～14：30

みえ 通常営業 9：00～18：00 直売所 時短営業 4/25～5/31　9：30～16：00

銀たちの郷（物販のみ） 通常営業 売店 通常営業 5/7～　　9：00～18：00

黒津の庄 時短営業 5/1～当面の間　9：00～15：00 食堂 通常営業 5/8～　　11：00～14：00

夢咲茶屋（食堂） 休業 4/28～5/18

観光案内所レンタサイクル 土日のみ閉鎖
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温泉 通常営業 5/11～　8：00～22：00

売店 通常営業 5/11～　7：00～19：00

レストラン 通常営業 5/11～　11：00～15：00

宿泊施設 条件付営業 5/15～県内者のみ受入

根占 全部 時短営業
4/22～当面の間
平日　9：00～16：00
土日　9：00～17：00

物産館 時短営業 4/18～5/31　9：00～18：00

レストラン 時短営業 5/11～　11：00～14：00

奄美大島住用 黒瀬の森　マングローブパーク通常営業 5/16～

直売所 時短営業 5/11～5/31　9：00～17：00

レストラン 休業 4/21～5/18

レストラン 通常営業 11：00～14：30

売店 時短営業 5/7～5/31　9：00～17：00

入浴施設 通常営業 5/7～

物産館　レストラン 時短営業
5/7～5/31　9：00～17：30
（レストラン当面の間
11：00～15：00）

たからべ 直売所　レストラン 通常営業
5/11～　9：00～18：00
（レストラン11：00～15：00）

いぶすき 全館 時短営業 5/7～　8：30～17：00

たるみず 全館 時短営業 4/29～5/14　9：00～17：00

すえよし 直売所　レストラン 通常営業
5/11～　9：00～18：00
（レストラン11：00～15：00）

黒之瀬戸だんだん市場 全部 通常営業 5/7～　9：00～18：00

山川港活お海道 全館 時短営業 5/9～未定　8：30～17：00

錦江にしきの里 通常営業 8：30～18：00

野方あらさの 　「情報発信・休憩室」 通常営業 5/11～　24時間開放

たるみずはまびら 全館 通常営業 5/15～

許田 物産センター・情報ターミナル時短営業 5/7～未定　9：30～18：00

直売所がじゅまる館 時短営業 4/22～5/31　11：00～17：00

レストラン 時短営業
5/2～5/31　11：00～15：00
テイクアウト

情報発信施設 休業　 4/7～5/31

レストラン 休業　 4/22～5/31

パーラー 休業　 5/2～5/31　
土産品店、レストラン、直
売所、カフェ
キャンプ場

休憩室＆学習室展望台 時短営業 5/10～5/31迄

物販 休業　 4/24～5/20迄

飲食 時短営業 5/1～5/31　10：00～19：30

喜名番所 休業　 4/10～5/20

JAおきなわ食彩々館 時短営業 5/1～5/31　9：00～17：00

情報ステーション 休業　 4/15～5/31

てぃぐま館 休業　 4/14～5/20

お魚センター 通常営業 10：00～18：00

ファーマズマーケット 時短営業 4/20～5/30　9：00～18：00

情報館 時短営業 4/28～5/20　9：00～17：00

物産センター 休業　 4/29～5/31

社会福祉施設 休業　 4月～5/31

直売所 時短営業 9：30～18：00　当面の間

食堂 休業 ～当面の間

観光案内所等 休業 ～当面の間
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