
令和3年～4年（2021～2022年）　　年末年始休業＆営業のお知らせ

12/29(水) ～ 1/3(月) 休業

1/4(火) ～ 通常営業 8:30～17：30

JR東海ファンクラブ

鉄道ミニ博物館 お正月特別開館 1/2(日)～1/4(火)

ご湯っくり内 12/30(木) 営業

　　日帰り温泉
　　　　若がえりの湯

12/31(金) 営業 午後5時閉館

1/1(土) ～ 1/2(日) 休業 1/3(月)　～　　通常営業

　　のんびりキッチン 12/29(水) ～ 1/5(水) 休業 1/6(木)　～　　通常営業

天龍峡ガイダンス施設

　よって館 天龍峡
12/29(水) ～ 1/3(月) 休業

12/27（月） ～ 12/31(金) 休業

1/1(土) ～ 営業 10時30分発 14時10分発

12/31(金) ～ 1/6(木) 休業 12/30(木) 通常営業

1/7(金) ～ 通常営業 8：30～17：00

尾曽写真館
（写真・和布手作り土産）

1/1(土) 休業

天野屋
（土産物店）

12/31(金) ～ 1/2(日) 休業 1/3(月)～通常営業

喜目屋
（土産物店）

1/1(土) 休業 1/2(日)～通常営業　

フクザワ
（土産物・コーヒー）

不定休

食堂　　辻本屋 1/1(土) ～ 1/2(日) 休業 12/31(金) 12：00～14：00営業

1/3(月)～通常営業

食堂　時路屋 12/27(月) ～ 1/3(月) 休業 1/4(火)～通常営業

食堂　　こや堂 12/31(金) ～ 1/4(火) 休業 1/5(水)～通常営業

萩 （喫茶・手打ちそば） 1/31(金) ～ 1/4(火) 休業 12/30(木) 営業

テンリュウ堂
（コーヒー・ランチ）

12/27(月) ～ 1/6(木) 休業

天龍峡
観光案内所

1/2(日)１０：00～17：00
1/3(月)1/4(火)9：00～17：00

通常の開館時間　9時～17時
定休日（水）
入場無料の無人施設です

※１日2便要予約
※オープン舟
※防寒対策してお越しください。

天龍ライン下り

あざれあ
（直売所）

1/5(水)～通常営業



12/30(木) ～ 1/1(土) 休業 12/29(水)まで営業1/2(日)～居酒屋営業

※ランチ営業は、1月中旬まで休み

鉄板笑門　天龍峡
店

12/31(金) ～ 1/2(日) 休業 18：30～24：00　火曜定休

12/31(金) ～ 1/5(水) 休業

1/6(木) ～ 営業

12/26(日) ～ 12/30(木) 休業 1/4(火)～1/7(金)休業

12/31(金) ～ 1/3(月) 営業 ※1/24(月)～2/4(金)　工事の為休館

峡泉
（宿）

12/27(月)休業 12/28～1/5(水)営業

信勝館
（宿）

12/29(水) ～ 1/10（月・祝）　休業

川路温泉
（宿）

12/31(金) ～ 1/2(日) 休業 冬場は、宴会のみとなります

ぺんしょんひだまり

（宿）
只今休業中 2022年1月中旬には再開予定

丸山の湯
（宿）

12/29(水) ～ 1/3(月) 休業

天竜舟下り

ファームカフェココロ 12/30(木)まで営業

ココリズム 12/29(水)まで営業

ココロマルシェ 12/30(木)まで営業

休業無し

12/29(水) 営業 午前中のみの営業

12/30(木) ～ 1/3(月) 休業

12/31(金) 営業 7：30～12：00

1/1(土) ～ 1/3(月) 休業

1/4(火) 営業 9：00～17：00

1/5(水) 通常営業 7：30～19：00

川路無人販売
（野菜直売所）

ココロファーム
ビレッジ

（イタリアンレストラン・
直売所・カフェ）

12/31(金)・1/1(土)　　10：00～15：00　短縮営業
　　　　　　　　　　他の日は　 　 10：00～20：30(LO20：00）　そば　11：00～

龍峡亭
（宿）

林薬局

ボンマンジェ天龍峡
（そば・五平餅）

　　　※館内リノベーション工事のため、長期休館予定
　　　リニューアルオープン3月中旬頃

1/8(土)～通常営業

割烹　いまだ

全店　1/2(日)～　通常営業

12/1(水)～令和4年3/31(木)　休業

丸西石油
（ガソリンスタンド）



12/31(金) 営業 7:30～17：00

1/1(土) 休業

1/2(日) ～ 1/4(火) 営業 9：00～17：00

1/5(水) 通常営業 7：30～20：00

エルコンパスイプサ

（家電）
12/31(金) ～ 1/2(日) 休業 1/3(月)、1/4(火)　初売り

12/25(土)12/26(日) 営業 9：00～17：00

12/27(月) 休業

12/28(火) 営業 9：00～15：00 時間短縮

12/29(水) ～ 1/3(月) 休業

1/4(火) ～ 営業 9：00～17：00 通常営業

川本喜八郎人形
美術館

（飯田市本町）

道の駅下條
そばの城（下條村）

12/31(金) ～ 1/1(土) 休業 1/2(日)～通常営業

満蒙開拓
平和祈念館

（阿智村）

12/25(土) ～ 1/4(火) 休業

阿智昼神☆
観光局

年中無休 9：00～17：30

　天龍峡へお越しいただき

　　　　　　ありがとうございます

　年末年始休業でご不便をおかけしております
　みなさま、よいお年をお迎えくださいませ

天龍峡観光案内所

12/29(水)　  ～　　　　 1/1(土)　　休館

　 1/2(日)　お正月特別開館　9：30～15：30（入館は15：00まで）　1/2のみ入館無料

　 1/3(月)　休館　　　　1/4(火)～通常開館

1/5(水)～通常開館　9：30～16：30
定休日　：　毎週火曜日・第2.4水曜日

かわらんべ
（天竜川総合学習館）

丸西石油
（川路セルフスタンド）


