
行政からの営業時間短縮要請発令地域のサービスエリア・パーキングエリア 営業状況一覧 2021/5/17 現在

開店 閉店 開始 終了 軽食類販売 電子レンジ設置 電気ポット設置

E41 東海北陸自動車道 路線 路線 路線

川島PA（下） 岐阜県 2

川島PA（下） 岐阜県 コンビニ ファミリーマート

川島PA（下） 岐阜県 テイクアウト 馬喰一代

関SA（上） 岐阜県 9

関SA（上） 岐阜県 レストラン 飛騨路の和食　かごの屋 平日 11:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 レストラン 飛騨路の和食　かごの屋 休日 11:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 フードコート 食堂　あぶらや 7:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 フードコート 高山ラーメン　関亭 7:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 フードコート ながらうどん 7:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 テイクアウト テイクアウトコーナー 7:00 19:00 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 テイクアウト テイクアウトコーナー（スナック・惣菜コーナー） 10:00 20:00 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 ショッピングコーナー 飛騨路の「みちの市」 0:00 24:00 ― ― ―

関SA（上） 岐阜県 コンビニ ミニストップ 0:00 24:00 ○ ○ ○

関SA（上） 岐阜県 ガスステーション ENEOS 0:00 24:00 ― ― ―

長良川SA（下） 岐阜県 5

長良川SA（下） 岐阜県 レストラン 和ごころれすとらん　篝火の郷 7:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ― 中休み有(15:00～18:00)

長良川SA（下） 岐阜県 フードコート Food Court 美濃路KITCHEN 5:00 20:00 4月26日 当面の間 ― ― ―

長良川SA（下） 岐阜県 テイクアウト 遊食茶房　食べ長良 8:00 17:00 ― ― ―

長良川SA（下） 岐阜県 ショッピングコーナー しょっぴんぐ　花神輿 0:00 24:00 ○ ○ ○

長良川SA（下） 岐阜県 ガスステーション ENEOS 6:00 22:00 ― ― ―

瓢ヶ岳PA（下） 岐阜県 3

瓢ヶ岳PA（下） 岐阜県 ショッピングコーナー 売店

瓢ヶ岳PA（下） 岐阜県 フードコート フードコート

ぎふ大和PA（上） 岐阜県 2

ぎふ大和PA（上） 岐阜県 ショッピングコーナー 売店

ぎふ大和PA（上） 岐阜県 フードコート フードコート

ひるがの高原ＳＡ（上） 岐阜県 2

ひるがの高原SA（上） 岐阜県 ショッピングコーナー 売店

ひるがの高原SA（上） 岐阜県 フードコート フードコート

ひるがの高原SA（上） 岐阜県 ショッピングコーナー ふるさと市場

ひるがの高原ＳＡ（上） 岐阜県 コンビニ ファミリーマート 0:00 24:00 ○ ○ ○

ひるがの高原ＳＡ（上） 岐阜県 ガスステーション 昭和シェル石油 0:00 24:00 ― ― ―

当該エリアは第３セクターによる運営のため、

詳細は第３セクターのHPをご確認ください

http://navel-minami.coms1.jp/

当該エリアは第３セクターによる運営のため、

詳細は第３セクターのHPをご確認ください

http://www.gujo-tv.ne.jp/~kuturogi/index.htm

当該区画は第３セクターによる運営のため、

詳細は第３セクターのHPをご確認ください

https://hiruganosa.com/

路線・エリア名 都道府県 業種 店舗名 平休日 その他特記事項

当該エリアは第３セクターによる運営のため、

詳細は第３セクターのHPをご確認ください

https://www.oasispark.co.jp/

営業時間 変更期間 21時以降の軽食類販売・サービス

E41 東海北陸自動車道

※当一覧は対象路線のうち、行政からの営業時間短縮要請発令地域のサービスエリア・パーキングエリアの営業状況を掲載しております。

※なお、当一覧については現時点での情報であり、今後の社会情勢によって変更となることもございますのでご了承ください。

※各店舗に設置しております 電子レンジ・電気ポットについては、各店舗でお買い上げの方に限り、ご利用いただけます。温めをご希望の場合には、スタッフにお声がけください。
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ひるがの高原SA（下） 岐阜県 ショッピングコーナー 売店

ひるがの高原SA（下） 岐阜県 フードコート フードコート
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