島内観光施設の営業状況について（令和３年５月３日 １６時 現在）

随時更新

【観光施設・お土産店】
施

設

淡路サービスエリア（上り・下り）

営

業

期間等

特記事項

案内URLほか

※店舗により時間が異なりますので、詳しくはHPをご確認ください

├フードコート・売店

時短営業

4/25～

├レストラン・外売店

時短営業

4/25～

（上り、下り）売店は24時間営業

所在地
(上り)淡路市岩屋3118-1

http://www.jb-highway.co.jp/topics/shosai.php?id=210

0799-72-4715

(下り)淡路市岩屋仮田2568

https://www.jb-honshi.co.jp/customer_index/sapa/kanransha/

0799-72-5461

http://www.awajishimahighwayoasis.com/

└大観覧車（下り線）

時短営業

4/25～

淡路ハイウェイオアシス

時短営業

4/25～5/11

0799-72-0220

淡路市岩屋大林2674-3

淡路島タコステ

臨時休業

4/25～5/11

https://tacosute.com/

0799-64-7551

淡路市岩屋1414-27

道の駅あわじ

臨時休業

4/25～5/11

https://userweb.awaji-bb.jp/awaji/

0799-72-0001

淡路市岩屋1873-1

美湯 松帆の郷

臨時休業

4/25～5/11

http://matsuho.com/

0799-73-2333

淡路市岩屋3570-77

兵庫県立淡路島公園

通常通り

5/9探鳥会は中止

http://www.hyogo-park.or.jp/awajishima/

0799-72-5377

淡路市楠本2425-2

ニジゲンノモリ

臨時休業

グランシャリオ,モリノテラスは営業

https://nijigennomori.com/

0799-72-3161

淡路市楠本2525-2

詳しくはHPをご確認ください

https://awaji-kaikyopark.jp/

0799-72-2000

淡路市夢舞台8-10

https://www.yumebutai.co.jp/

0799-74-1000

淡路市夢舞台2

http://www.kisekinohoshi.jp/

0799-74-1200

淡路市夢舞台4

http://www.eonet.ne.jp/~artyama/

0799-74-5565

淡路市楠本2159

http://www.hyogo-park.or.jp/hanasajiki/

0799-74-6426

淡路市楠本2865-4

BBQ休業 酒類の提供なし 詳しくはHPをご確認ください http://awaji-garden.jp/blog/?m=

0799-82-2953

淡路市野島常盤1463-6

淡路島国営明石海峡公園

9：00～20：00（最終受付19：45）

☎電話番号
0799-72-4608

詳しくはHPをご確認ください

4/25～5/11

通常通り
(一部利用休止あり)

淡路夢舞台
├翼港

臨時休業

├カフェ・レストラン

時短営業

└奇跡の星の植物館

臨時休業

4/25～5/11

アート山 大石可久也美術館

臨時休業

（4/26,27定休日）～5/11

あわじ花さじき

臨時休業

4/25～5/11

淡路カントリーガーデン

一部営業

4/25～5/11

ハローキティショーボックス

通常営業

酒類の提供なし

https://awajiresort.com/hellokittyshowbox/

0799-70-9022

淡路市野島平林177-5

ハローキティスマイル

一部営業

乙姫竜宮城は休業、詳しくはＨＰをご確認ください

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

0799-70-9037

淡路市野島蟇浦985-1

ミエレ

通常営業

酒類の提供なし

https://www.miele-da-scuola.com/

0799-80-2600

淡路市野島蟇浦785-9

クラフトサーカス

通常営業

酒類の提供なし

https://awajicraftcircus.com/

0799-82-1855

淡路市野島平林2-2

のじまスコーラ

時短営業

4/25～5/11

詳しくはHPをご確認ください

https://www.nojima-scuola.com/

0799-82-1820

淡路市野島蟇浦843

オーシャンテラス

時短営業

4/25～5/11

詳しくはHPをご確認ください

https://ocean-terrace-awaji.jp/

0799-82-1907

淡路市野島蟇浦816

青海波

一部営業

4/25～5/11

波乗亭は臨時休業、詳しくはＨＰをご確認ください

https://awaji-seikaiha.com/

0799-70-9020

淡路市野島大川70

淡路シェフガーデン

時短営業

4/29~5/11

11:00~20:00 酒類提供中止

https://www.pasonagroup.co.jp/chefgarden/

050-3684-4245 淡路市岩屋2942-39

オーベルジュ フレンチの森『Ra Lose』

時短営業

5/1~緊急事態宣言期間中

11:30~20:00 酒類提供中止

https://www.pasonagroup.co.jp/auberge/

080-4094-2528 淡路市楠本字場中2593番8

北淡震災記念公園

臨時休業

4/25～5/11

http://www.nojima-danso.co.jp/

0799-82-3020

淡路市小倉177

五斗長垣内遺跡（活用拠点施設）

臨時休館

4/25～5/11

http://gossa-awaji.jp/info/

0799-70-4217

淡路市黒谷1395-3

淡路カントリー倶楽部

通常営業

http://awajicc.co.jp/

0799-84-1212

淡路市生田田尻字池の谷629

淡路市立北淡歴史民俗資料館

臨時休館

https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/kikikanri/32417.html

0799-82-2177

淡路市浅野南240

本福寺 水御堂

通常通り

0799-74-3624

淡路市浦1310

乗馬クラブ ハーモニーファーム

通常通り

0799-75-3555

淡路市浦2406-2

0799-75-2387

淡路市浦648

http://www.esake-takata.com/yamataka/

0799-74-2707

淡路市浦657

道の駅東浦ターミナルパーク
├やま高

4/25～5/11
詳しくはHPをご確認ください

酒類提供中止
4/25～5/11

http://www.hf-awaji.com/

テナントにより異なる

通常通り

└フローラルアイランド

時短営業・臨時休業

5/1～5/5 臨時休業

淡路市立 陶芸館

臨時休館

4/26～5/11

https://www.awajishitougeikan.com/

0799-75-2585

淡路市浦668-1

淡路市立 中浜稔猫美術館

臨時休業

4/26～5/11

https://www.nekobijyutsukan.com/

0799-75-2011

淡路市浦668-2

吹き戻しの里（製作体験・工場見学）

臨時休業

4/25～5/11

https://www.fukimodosi.org/info/

0799-74-3560

淡路市河内333-1

ゆめの浜

臨時休業

4/25～5/11

https://yumenohama-awaji.business.site/

0799-75-2268

淡路市浦657

東浦サンパーク 花の湯

時短営業

4/25～5/11

http://higashiurasunpark.jp/sunpark/

0799-74-0101

淡路市久留麻2743

千年一酒造（酒蔵見学）

要問合せ

http://www.sennenichi.co.jp/shop/html/

0799-74-2005

淡路市久留麻2485-1

https://www.parchez.co.jp/news/

0799-85-1162

淡路市尾崎3025-1

時短営業4/29～4/30・5/6～5/11 9:00～15:00

11:00～20:00（最終受付19：00）

パルシェ香りの館・香りの湯
├温泉

時短営業

11:00～20:00

└レストランかおり・体験・カフェ・屋外公園

臨時休業

4/26～5/11

最終受付19:00

伊弉諾神宮

https://izanagi-jingu.jp/

0799-80-5001

淡路市多賀740

薫寿堂（お香づくり・工場見学）

販売のみ

https://www.kunjudo.co.jp/news/工場見学、体験教室について/

0799-85-1301

淡路市多賀1255-1

淡路梅薫堂（お香づくり体験）

販売のみ

http://www.awaji-baikundo.com/

0799-86-0065

淡路市江井2737-7

たこせんべいの里

臨時休業

4/26～5/11

10:00～16:00 ドライブスルー限定セットの販売あり

http://www.takosato.co.jp/index.php

0799-60-2248

淡路市中田4155-1

赤い屋根

時短営業

4/27～

10:00～16:00

https://r.goope.jp/sr-28-2868111029

0799-62-7245

淡路市中田4139-4

静の里公園

通常営業

0799-64-2542

淡路市商工観光課

淡路ワールドパークONOKORO

臨時休業

0799-62-1192

淡路市塩田新島8-5

0799-70-1478

淡路市生田畑152

0799-24-3331

洲本市山手１丁目1-27

多賀の浜海水浴場
そばカフェ生田村

4/26～5/12

https://www.onokoro.jp/news/archives/5835

駐車場閉鎖

https://www.city.awaji.lg.jp/

臨時休業

4/25～5/11

三熊山（洲本城跡）

駐車場閉鎖

4/25～5/11

飲食禁止

生石公園

駐車場閉鎖

4/25～5/11

飲食禁止

鮎屋の滝

駐車場閉鎖

4/25～5/11

洲本市立淡路文化史料館

臨時休業

4/25～5/11

史跡 益習館庭園

臨時休業

4/25～5/11

http://ikutamura.web.fc2.com/
https://www.city.sumoto.lg.jp/site/covid19/8897.html

http://www1.sumoto.gr.jp/siryokan/

開園は土日祝

https://www.city.sumoto.lg.jp/site/covid19/8753.html

御食国
├直売店

時短営業

4/25～5/11

10:00～19:00

└レストラン

時短営業

4/25～5/11

ランチ11:30～15:00/ ディナー17:00～20:00

0799-26-1133

洲本市塩屋1-1-8

御食菜采館

通常営業

定休日：水曜日

https://www.ja-awajihinode.com/tyokubai/

0799-23-1129

洲本市本町2丁目3番19号 洲本市役所東横

洲本ゴルフ倶楽部

通常営業

4/25～当面の間 酒類提供中止

http://www.sumoto-golf.com/sys/news/1092.html

0799-22-8111

洲本市池内1262

あわじ花山水

臨時休業

オートキャンプ場休止

http://www.awajihanasansui.com/

0799-22-7300

洲本市千草戊60

詳しくはHPをご確認ください

http://www.takataya.jp/

0799-33-1600

洲本市五色町都志1087

https://www.springresort.co.jp/

0799-30-3555

洲本市五色町都志1151

https://www.city.sumoto.lg.jp/site/covid19/8753.html

0799-34-1177

洲本市五色町鳥飼浦2613

https://tachikawa-suisen.com/

0799-27-2653

洲本市由良町2877-22

http://monkey-center.com/

0799-29-0112

洲本市畑田組289

https://www.city.sumoto.lg.jp/site/covid19/9936.html

0799-24-7613

洲本市商工観光課

https://www.sunrise-awaji.com/

0799-45-1411

南あわじ市広田広田1466-1

4/25～5/11

ウェルネスパーク五色
├菜の花ホール・夢工房・GOGOドーム・洋ランセンター

臨時休業

├レストラン浜千鳥

時短営業

├温泉

時短営業

10:30～20:00

└テニスコート

時短営業

20:00まで

スプリングゴルフ＆アートリゾート淡路

時短営業

4/25～5/11

ステンドグラス工房 ルヴェール

臨時休業

4/25～5/11

アスパ五色

4/25～5/11

5/5は営業

洲本市山手３丁目地内

https://www.miketsu.jp/

公園駐車場は一部制限
公園内持込飲酒・食事は禁止
温泉の最終受付19:30
レンタサイクル 当面の間休止
17:00～20:00(夕食営業時間)レストラン酒類提供不可

https://www.le-verre.jp/大人のステンドグラス体験/

利用に制限あり

立川水仙郷 謎のパラダイス
淡路島モンキーセンター

臨時休業

大浜公園（大浜海水浴場）

駐車場閉鎖

新都志海水浴場

駐車場閉鎖

サンライズ淡路

宿泊:通常営業

├入浴施設

4/25～5/11
飲食・BBQ禁止

通常営業

└レストラン・スポーツ施設

日帰等飲食休業、以外通常通り・その他一部制限あり

ぬか酵素SUN燦

通常営業

淡路ファームパーク イングランドの丘

臨時休業

美菜恋来屋

通常営業

淡路島牧場

臨時休業

淡路人形浄瑠璃資料館

臨時休館

都美人酒造（酒蔵見学）

http://sun-sun33.com/

0799-20-7801

南あわじ市広田中筋296-1

https://www.england-hill.com/topic/予防対策と営業規制について%e3%80%806-19更新/

0799-43-2626

南あわじ市八木養宜上1401

https://www.minacoicoiya.com/

0799-43-3751

南あわじ市八木養宜上1408

4/25～5/11

http://www.awajishima.or.jp/

0799-42-2066

南あわじ市八木養宜上1

4/25～5/11

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-43-5037

南あわじ市市三條880

https://www.miyakobijin.co.jp/

0799-42-0360

南あわじ市榎列西川247

飲食コーナー２０時までの時短営業(酒類提供無) https://www.kaigetsu.jp/sanyukan/

0799-43-3939

南あわじ市神代社家2332

4/30まで10:00～17:00(最終受付15:00)

https://www.awaji-taiken.com/

0799-36-2303

南あわじ市松帆脇田105-2

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/gyokuseikan/main.html

0799-36-2314

南あわじ市松帆西路1137-1

4/25～5/11
キッチンユーカリが丘
4月25日～5月11日まで

あわじちゃんカフェ
休業

4月25日～5月11日まで

休業

暫くの間、酒蔵見学・試飲等中止

さんゆ～館

通常営業

かわらや（安冨白土瓦）

臨時休業

5/1～5/11

滝川記念美術館 玉青館

臨時休業

4/25～5/11

カリコリゾート

通常営業

https://kariko.jp/

0799-36-5970

南あわじ市津井1475-9

南あわじ市産業文化センター

臨時休業

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-38-0201

南あわじ市津井2285-4

海釣り公園

通常営業

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-39-0399

南あわじ市阿那賀丸山漁港

通常営業

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-39-0237

南あわじ市阿那賀丸山漁港

道の駅福良 売店

テナントにより異なる

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-43-5221

南あわじ市 商工観光課

└足湯うずの湯

臨時休業

4/25～5/11

0799-52-2336

南あわじ観光案内所

山武水産

臨時休業

4/25～5/11

うずしおクルーズ

臨時休業

4/25～5/11

https://www.uzu-shio.com/

0799-52-0054

南あわじ市福良港

淡路人形座

臨時休業

4/25～5/12

https://awajiningyoza.com/news/

0799-52-0260

南あわじ市福良甲1528-1

福良港津波防災ステーション うずまる

臨時休業

4/27～5/11

http://www.tsunami-bousai.info/

0799-50-2381

南あわじ市福良甲1528-4

福良マルシェ

通常営業

https://www.uzu-shio.com/fukuramarche/

0799-52-1244

南あわじ市福良甲1530-2

道の駅うずしお

臨時休業

4/25～5/11

http://eki.uzunokuni.com/archives/2020/05/info-28080053.html

0799-52-1157

南あわじ市福良丙947-22

うずの丘大鳴門橋記念館

臨時休業

4/25～5/11

http://kinen.uzunokuni.com/archives/2020/05/info-28080041.html

0799-52-2888

南あわじ市福良丙936-3

ゆ～ぷる

通常営業

飲食コーナー２０時までの時短営業(酒類提供無) http://awaji-island.com/yupuru/

0799-50-5126

南あわじ市北阿万筒井1509-1

淡路じゃのひれアウトドアリゾート

縮小営業

和kitchen太公望 通常通り(酒類提供無）

http://janohire.co.jp/

0799-52-1487

南あわじ市阿万塩屋町2660

├フィッシングパーク

縮小営業

ファミリーコース

http://janohire.co.jp/park/

└ドルフィンファーム

縮小営業

定員減

丸山弁天島

魚彩館

海釣り公園

メガフロート

若人の広場公園

4/29から通常営業再開

うずしおクルーズ売店 臨時休業

人数制限

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-55-0400

南あわじ市阿万吹上町1432-2

通常営業

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kikikanri/kyuugyou.html

0799-43-5226

南あわじ市市善光寺22番地１

http://www.jb-highway.co.jp/topics/shosai.php?id=210

0799-38-4121

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shoukou/kaisuiyokujo.html

0799-43-5221

淡路島南パーキングエリア(上り・下り)
└フードコート・売店

http://janohire.co.jp/farm/

通常営業

時短営業

4/25～

慶野松原海水浴場

駐車場閉鎖

4/25～5/11

阿万海岸海水浴場

駐車場閉鎖

4/25～5/11

伊毘うずしお村海水浴場(伊毘うずしお村キャンプ場)

駐車場閉鎖

5/11までキャンプ場臨時休業

※令和3年4月25日から当面の間、炬口漁港ほか洲本市が管理する全漁港で釣り等のレジャーを禁止。

※淡路市・南あわじ市 漁港での釣りは控えてください。

南あわじ市商工観光課

島内観光施設の営業状況について（令和３年５月３日 １６時 現在）

随時更新

【交通】
施

設

営

業

期

間

特記事項

淡路交通

案内URLほか
http://www.awaji-kotsu.co.jp/news/

├大阪－洲本

運休

├淡路－徳島

一部運休

4/26～

├三ノ宮－洲本・西浦・福良

一部運休

4/26～

├学園都市－洲本

一部運休

4/26～

└舞子－福良

一部運休

4/26～

├かけはしNARUTO号

一部運休

5/8～5/31 の土日祝日

├大磯号（神戸－東浦BT）

一部運休

5/8～5/31 の土日祝日

├かけはし号（神戸－洲本BC）

一部運休

5/8～5/31 の土日祝日

├くにうみライナー（神戸－陸の港西淡）

一部運休

5/8～5/31 の土日祝日

https://www.awaji-kotsu.co.jp/news/2021/04/26/post-125.php

本四海峡バス

└関西空港リムジンバス（徳島･淡路島~関西空港）

☎電話番号
0799-22-3121

運休

http://www.honshi-bus.co.jp/

0799-25-2670

https://www.kate.co.jp/emergency/detail/155

088-664-1500

みなと観光バス（陸の港－三宮）

https://minatokankobus.com/express/

0799-36-3081

フットバス大阪号・神戸号

https://footbus.co.jp/news/

087-874-7777

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks24/31awajishima-flwbus.html

078-362-9309

淡路市北部観光(フラワーリングバス)・南部観光周遊周り

運休

4/29～5/9

花みどりフェア会場間輸送バス(洲本BC-イングランドの丘)

運休

緊急事態宣言中

運休

4/25～5/11

らんらんバス観光ルート

※土日祝運行バス

洲本営業所

県土整備部まちづくり局公園緑地課 特定プロジェクト班

https://www.awaji-kotsu.co.jp/news/2021/04/26/20-1.php

淡路ジェノバライン

通常運行

http://www.jenova-line.co.jp/news_info/news_20200528.php

0799-72-0181

沼島汽船

通常運行

http://nushima-yoshijin.jp/go_kisen

0799-57-0008

沼島汽船（沼島本社）

http://www.city.sumoto.lg.jp/hp/kankou/tosen/tosen.htm

0799-27-0691

洲本市由良３丁目８

成ヶ島渡船

【観光案内所】
施

設

営

業

期

間

特記事項

5/1～5/9

案内URLほか

☎電話番号

淡路市明石港観光案内所

臨時休業

淡路SA観光案内所

通常営業

無休

0799-72-0168

淡路SA観光案内所

岩屋観光案内所

通常営業

水曜休

4/29～5/5は無休

0799-72-3420

岩屋観光案内所

洲本観光案内所

通常営業

木曜休

4/29～5/5は無休

0799-25-5820

洲本観光案内所

南あわじ観光案内所

通常営業

火曜休

4/29～5/5は無休

0799-52-2336

南あわじ観光案内所

https://www.awajishima-kanko.jp/information.html

