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大和路へぐり
国道168号 レスティ唐古･鍵

重点「道の駅」候補

国道24号
なら歴史芸術文化村
重点「道の駅」

国道25号令和4年
3月21日
開駅

針 T.R.S（テラス）
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宇陀路室生
国道165号

ふたかみパーク當麻
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かつらぎ
重点「道の駅」

国道166号

飛鳥
国道169号

宇陀路大宇陀
重点「道の駅」候補

国道166号･370号

伊勢本街道御杖
国道368号･369号

吉野路大淀iセンター
国道169号

杉の湯川上
国道169号

吉野路黒滝
モデル｢道の駅｣(地域交通拠点部門）

国道309号

吉野路大塔
国道168号

吉野路上北山
国道169号

十津川郷
国道168号

駐車場

休憩所

運動施設

宿泊所

FAX

ポスト
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ATM

EV充電設備

無線LAN

案内所

公園

ベビーステーション

展望台

文化施設

温浴保養施設トイレ

障害者施設

電話

特産品

レストラン

喫茶

施設の凡例 地図の凡例



●奈良県｢道の駅｣連絡会作成（令和４年３月）

大和路へぐり1
いにしえの香りただよう、
フルーツ・フラワーの里。

「手作り味噌」
昔ながらの製法で米麹から作られている無添加の
「手作り味噌」は自然の甘味が感じられる人気商品。
平群ブランドとして認定された逸品です。
「古都華パフェ」　
糖度が高く、酸味と甘みのバランスが絶妙かつ濃厚
な味の平群町産いちご「古都華」を贅沢に約23粒
使用した高さ30cmもあるパフェ。古都華の聖地へ
ぐりでぜひご賞味ください。(期間限定・完全予約制)

「とれたて市」では、小菊やバラなどの花に
加えて四季折々の新鮮な野菜や果物が、毎
朝生産者から届けられます。

やまと じ

生駒郡平群町平等寺75-1

8:30～17:00※レストラン：11:00～17:00
（古都華パフェ提供期間中のランチ営業は14:00まで）

年末年始（12/31～1/3）

0745-45-8511

新鮮な野菜がそろう「とれたて市」

168 レスティ 唐古・鍵2
唐古・鍵遺跡史跡公園の
コンシェルジュ。

「黄金の生食パン極」　
高級カナダ産小麦粉を100％使用。
生で食べるのがオススメ

「ホカホカおにぎり」
地元田原本産米を使用したおにぎり。リーズナブル
な価格で注文を聞いてから握りたてを用意。産直野
菜を使った地元産味噌汁も人気の一品。

県中南和地域の歴史文化観光の情報を発
信。隣接する唐古・鍵遺跡史跡公園と連携し
て体験学習やセミナーを開催中。

からこ かぎ

磯城郡田原本町唐古70-1 0744-33-9170

9:00～18:00 無休

タワラモトンもお出迎え

24 なら歴史芸術文化村3
「なぜ？」が芽生える。
「知る」を楽しむ。

「ロースかつ定食」
サクッ！ふわっ！とした衣に、甘みが多く柔らかい
ロースが評判のとんかつ定食。おかわり自由のしじ
み汁も絶品。

「カレーライスコロッケ」
お肉と野菜がゴロゴロ詰まったマイルドなカレーラ
イスがまるごとコロッケになりました。ボリューム
たっぷりのオリジナルメニューです。

奈良の歴史、芸術、文化を「知る・学ぶ・楽し
む」ことを通じ、「本物にふれる」ことで「新た
な視点・感性」が生まれる場を提供します。

れきしげいじゅつぶんかむら

天理市杣之内町437-3 0743-86-4420

ウエブサイトをご確認ください
月曜日※レストランは除く
※月曜日が祝日の場合は
　翌平日が休館

歴史芸術文化活動の拠点

25令和4年
3月21日
開駅

針 Ｔ．Ｒ．Ｓ4
多彩なグルメ＆ショップ。
人気と広さは、関西屈指。

「トマトジュース」
完熟トマトを丸ごと搾った濃厚なトマトの味が楽し
めます。

「手作り味噌」
大和高原でじっくり仕込んだ田舎風味の味噌です。

奈良市の東の玄関口として観光、地域情報
を発信。「つげの畑高原屋」では、大和高原
の農産物を販売しています。

はり テラス

奈良市針町345 0743-82-5633（針テラス情報館）

7:00～23:00（店舗によって異なる）
　※針テラス情報館9:00～18:00（11月～3月は17:00まで）

無休　　※針テラス情報館：年末年始（12/31～1/4）

広い駐車場はとにかく安心

25 宇陀路室生5
洗練されたデザイン空間。
施設全てが、芸術作品。

「でっちようかん」
水羊羹よりもよく炊き込んでいる為、小豆の甘みが
よく出ています。

「草もち」
自家製の甘すぎない餡と地元のさわやかなヨモギの
香りが合わさって２個、３個とぺろり。

地元野菜をふんだんに使った和風レストラ
ン、地元の路地野菜にこだわった直売所「こ
もれび市場」があります。

うだじ むろう

宇陀市室生三本松3176-1 0745-97-2200

9:00～18:00
　※農産物直売所　 8:00～17:00（９月初旬～４月中旬は16:00まで）

年末年始（12/31～1/1）、水曜日（レストラン）

道の駅広場での癒し空間

165 ふたかみパーク當麻6
歴史と文化が交錯する町、當麻。
山の麓で、ひとやすみ。

「小麦餅」
地元の小麦を使用した當麻発祥のお餅。
普通のお餅と比べてさっぱりとした味です。

「えんどう味噌」
地元で採れるえんどうを使用。ほんのりと甘く、和
え物に良く合います。

地元産の新鮮な野菜、生花、加工品等を販
売。うどんなどの手作り体験、農場体験、餅
つきなどの加工体験もできます。

たいま

葛城市新在家402-1 0745-48-7000

9:00～17:00　　※レストラン　10:00～15:00

年末年始（12/31～1/3）

「加工体験」つきたてのお餅をおいしく！

165

かつらぎ7
南阪奈道路の玄関口、
葛城の魅力はここで。

道の駅オリジナル

「太巻き寿司」
きゅうり丸半分を贅沢に使用。大きな玉子焼と味のバ
ランスが絶妙。食感が良く人気ナンバーワンの寿司。
道の駅オリジナル

「葛城名産・芋ぼた餅」
餅に里芋をまぜた、郷土食の芋ぼた餅、甘さ控えめ、
優しい味で人気。

市の特産品や旬の野菜を始めお惣菜、花等
も取り揃えフードコーナーも併設しています。

開放的で明るいフードコート

葛城市太田1257 0745-48-1147

8:30～19:00 年始（1/1～1/3）

166 飛鳥8
日本人の心のふるさと、飛鳥。
まるごと博物館のゲートウェイ。

「あすかルビーのソフトクリーム」
特産苺のあすかルビーを使用した、甘みと酸味のバ
ランスが絶妙のソフトクリーム。

「しょうがの佃煮」
地元のしょうがを丹精込めて甘辛く炊き込んだ佃煮。

日本のふるさと飛鳥地域の玄関口として、常
駐の観光コンシェルジュがお出迎えします。

あすか

高市郡明日香村大宇越6-2 0744-54-3240

8：30～17：00（繁忙期は延長）
※農産物直売所9：00～17：00

年末年始（12/29～1/3）

農産物直売所「あすか夢販売所」

169 宇陀路大宇陀9
古い歴史と、豊かな自然。
足湯とともに、風薫る。

「ブルーベリーソフトクリーム」
甘酸っぱい宇陀産ブルーベリーのペーストを混ぜ込
んだ絶品ソフトクリーム。

「さわやかブルーベリーのおいしいラスク」
ほんのりしっとり感のあるパンに、宇陀産ブルーベ
リーを贅沢に使ったラスクです。

建物は、宿場町をイメージした造りで、周辺
は城下町の面影を残す町並みです。散策後、
足湯で疲れを癒してみては。

うだじ おおうだ

宇陀市大宇陀拾生714-1 0745-83-0051

8:00～18:00（軽飲食　7:00～18:00）
野菜直売所 8:00～16:00（3月17日まで）、レストラン　11:00～18:00

無休

大宇陀温泉の足湯（無料）

370166

伊勢本街道御杖10
伊勢本街道の旅人たちよ、
疲れは、ここに置いていこう。

「手作りのお漬物」
酵素肥料で土作りした畑で育てられた野菜を井戸水
で洗浄、天日干しし、天然塩で漬け込んだ無添加の
お漬け物。

「里づくり・昔みそ」
御杖村産のお米と奈良県産の大豆と塩で手作りされ
た無添加のお味噌。素朴で飽きない味が自慢です。

ぬくもりの湯と呼ばれる泉質のみつえ温泉「
姫石の湯」と旬の野菜が並ぶ農産物直売所
「街道市場みつえ」が併設しています。

いせほんかいどう みつえ

宇陀郡御杖村神末6330 0745-95-2641

街道市場みつえ　10:00～17:00、姫石の湯　11:00～20:00
※食事処11:00～20:00（15:00～17:00 麺・デザート類のみ可）

火曜日（祝日の場合は翌平日）、元旦

併設されているみつえ温泉「姫石の湯」

369368 吉野路大淀iセンター11
木の暖かさと、やすらぎの空間。
イートインコーナー完備。

「BLT ダブルチーズバーガー」
大人気の大淀バーガー第４弾。ヤマトポークの自家製ベ
ーコン、大淀町のトマトで作ったスモーキーなトマトソ
ース、レタスが入った鉄板バーガー。（平日のみ販売）
「番茶ソフト」
口に含んだ瞬間とろける味わいと広がる番茶とミルクが
粋なコラボ。仕上げに番茶パウダーをトッピング。
「豊かな香り」をお楽しみください。

吉野のお土産をはじめ、地産地消のレスト
ラン、旬の野菜、花、特産品などたくさん販
売しています。

よしのじ おおよど

吉野郡大淀芦原536-1

0747－54－5361 野菜・花直売所 8：30~17：00（土日祝）8：00~17：00

特産品コーナー 9：00~17：00（土日祝）8：30~17：00

レストランときん 7：00~16：00（平土日祝 同じ）

火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12/31～1/5）

地元特産品の販売

169

※季節により変更することがあります。

杉の湯川上12
「源流の水」と「澄んだ空気」。
心と、身体の、休憩所。

「かきもち」
ほんのり甘く、軽い食感が特徴。地元の美しいお母
さんたちが笑顔で作っています。

「てっちゃんの手作りこんにゃく」
生芋と木灰汁を使った、昔ながらのこんにゃく。手
作りならではの美味しさ。

吉野川最上流の水源地・日本三大人工美林
の吉野杉の生産地である川上村にあり、豊
かな自然に囲まれています。

すぎ ゆ かわかみ

吉野郡川上村迫695 0746-52-0006

9:00～17:00（1/1は10:00～16:00）
 ※レストラン「山吹」11:00～14:30 無休

併設されている「ホテル杉の湯」

169

吉野路黒滝13
スイス風とんがり屋根が目印。
名物「黒滝こんにゃく」は、絶品。

「黒滝こんにゃく」
こんにゃく本来の風味、歯ごたえを生かした昔なが
らの手作りこんにゃく。

「黒滝白きゅうり」
江戸時代から栽培されると伝えられる｢黒滝白きゅ
うり｣。皮が薄く、えぐみがなくこりこりした食感
で、黒滝村では漬け物にして親しまれてきました。

地元の観光情報の発信、旬の食材を使った
特産品・お土産販売など、沿線の憩いスポッ
トとして親しまれています。

よしのじ くろたき

吉野郡黒滝村長瀬22 0747-62-2456

案内センター（平日）9:00～17:00、（休日）9:00～18:00
　※コンビニエンスストア　7:00～20:00

無休

ほくほく猪肉コロッケ

309 吉野路大塔14
突如現れる、UFO型の建物。
「遊・湯・星の里」を堪能。

「さんま寿司」
五條市山間部の郷土料理である「さんま寿司」を現
代風にアレンジ！こってりとあっさりの２種類から
選べます。

「猪肉・鹿肉（五條産）」
地元でとれた猪・鹿をスライスして冷凍で販売して
います。部位によって値段が違います。

五條市大塔町の様々な観光情報をはじめ、
特産品を一堂に集めた総合案内センターで
す。

よしのじ おおとう

五條市大塔町阪本225-6 0747-35-0311

9:00～17:15

水曜日（祝日にあたる場合は翌日、夏休み期間は無休）

鏡直径45cmの大型望遠鏡
（隣接する｢大塔コミックパーク星のくに｣より）

168 吉野路上北山15
真横には、澄み切った清流。
自然がそこにあるという贅沢。

「とち餅」
山の恵み｢栃の実｣をふんだんに使い、手間暇かけて
完成。自然の香りと味わいが好評です。

「手づくり生芋こんにゃく」
こんにゃく芋を丁寧にすり潰して練り合わせ、木炭
汁で固めた上北山の家庭に昔から伝わる「こんにゃ
く」。風味豊かなのでぜひ一度ご賞味ください。

清流を眺めながら仕事や休憩ができる「コワーキ
ングスペース」を新設。すぐそばにある宿泊施設「
フォレストかみきた」には、温泉も併設しています。

よしのじ かみきたやま

吉野郡上北山村河合1-1 07468-2-0169

7:00～20:00

火曜日（祝日の場合は営業）、年末年始（12/31・1/1・1/2）

特産品や手作りの工芸品

169

十津川郷16
日本一広い村、
十津川村の旅のオアシス。

「地元産のきのこ」
十津川の大自然の中で時間をたっぷりかけ、熟成さ
せたこだわりのきのこ類。種類も豊富です。

「ゆうべし」
ゆずの中に、みそ、そば粉、ごま等を練り合わせた
ものを詰めて蒸した後、自然乾燥させた十津川名産
の珍味です。

源泉かけ流し温泉の足湯、そば処、特産品コ
ーナー、観光案内などを設けた複合施設で
す。

とつかわごう

吉野郡十津川村小原225-1 0746-63-0003

9：00～17：00
※そば処「行仙」11：00～15：00

第1・3木曜日、年始（1/1～1/2）

源泉かけ流しの足湯（無料）
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検索

全国道の駅公式ホームページはこちら
h t t p s : / / w w w . m i c h i - n o - e k i . j p / 道の駅

奈良県「道の駅」連絡会事務局

奈 良 県 県 土 マ ネ ジ メ ン ト 部 道 路 建 設 課 内
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町３０ ☎ 0742-27-7495

1993年（平成5年）4月22日、全国103ヵ所の「道
の駅」が第1回登録されたことにちなみ、2020年（令
和2年）に一般社団法人「日本記念日協会」により認
定・登録されました。

国 土 交 通 省 奈 良 国 道 事 務 所 管 理 第 二 課 内
〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号 ☎ 0742-33-1395

４月２２日は「道の駅の日」

もっと道の駅を楽しむためのお役立ち情報一挙ご紹介！


