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旅の目的地が社名です。

〒025-0304 岩手県花巻市湯本1-125
総合予約センターTEL0198（37）2111

佳松園
ホテル千秋閣
ホテル花巻
ホテル紅葉館
バラ園

花巻温泉HIKARIストリート

（一社）大船渡市観光物産協会
岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-6
TEL 0192-21-1922

大船渡

NPO法人 体験村・たのはたネットワーク
岩手県下閉伊郡田野畑村北山129-10
TEL 0194-37-1211
https://www.tanohata-taiken.jp/

北山崎の断崖絶壁を漁船で体感

"サッパ船アドベンチャーズ"

安比高原ゴルフクラブ
一 関カントリークラブ
岩 手 ゴ ル フ 倶 楽 部 
岩手沼宮内カントリークラブ
江刺カントリー倶楽部
きたかみカントリークラブ
北 上 市 民 ゴ ル フ 場
栗 駒 ゴ ル フ 倶 楽 部
南部富士カントリークラブ

ニュー軽米カントリークラブ
八幡平カントリークラブ
水沢リバーサイドゴルフ場
南岩手カントリークラブ
宮 古カントリークラブ
盛 岡カントリークラブ
盛岡ハイランドカントリークラブ
盛 岡 南 ゴ ル フ 倶 楽 部
ローズランドカントリークラブ

岩手県ゴルフ連盟
盛岡市中央通 1-9-16
盛岡グランドホテルアネックス1F
TEL 019-622-8250

事務局

本
州
最
東
端
の
ま
ち 

宮
古
市

（一社）宮古観光文化交流協会
http://kankou385.jp/

明治日本の産業革命遺産
橋野鉄鉱山

恋人の聖地
釡石大観音

観光ガイド

鉄の歴史館

観光総合案内所
TEL0193-22-5835
ホテルフォルクローロ
三陸釡石1階

https://kamaishi-
kankou.jp/

鉄
と
魚
と
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〒025-0252 岩手県花巻市鉛字西鉛23番地

花巻温泉郷
新鉛温泉

TEL 0198-25-2619
予約センター 9：00～18：00
https://www.airinkan.com/

ニコニコ フ ロ イ ク

新お食事処「里山ダイニング」
2023年3月7日(大安)オープン！！

そばっち
メインキャラクター

Sobacchi

こくっち
（県北エリア）

Kokucchi

おもっち
（県南エリア）

Omocchi

とふっち
（県央エリア）

Tofucchi

うにっち
（沿岸エリア）

Unicchi

岩手県PRキャラクター
「わんこきょうだい」

いわてで人をもてなす象徴といわれる「わんこそば」と
国内生産量日本一を誇るいわての漆を使った「漆器」を
かけあわせたキャラクターが「わんこきょうだい」です。

PR Character of Iwate Prefecture

“Wanko kyodai”
Mascot characters“Wanko kyodai”or Wanko brothers are 
created as the mixture of wanko soba noodle which is the 
symbol of hospitality of Iwate, and lacquer wares using 
lacquer produced in Iwate, top producer in Japan.https://www.iwate-ilc.jp/

～国際リニアコライダーを東北へ！～

We're ready 
     for the ILC!

■道の駅 おりつめ Oritsume【九戸村】
TEL 0195-42-4400

【時間】8:00〜19:00（レストランは11:00〜15:00）
【休館日】年末年始　P69台
■道の駅 おおの Ohno【洋野町】 
TEL 0194-77-3202/4379

【時間】9:00〜17:00（施設により異なる）
【休館日】年末年始　P59台
■道の駅 白樺の里やまがた
Shirakaba no sato Yamagata【久慈市】
TEL 0194-72-3131

【時間】9:00〜18:00（食堂は11:00〜15:00）
【休館日】無休（食堂は年末年始・火曜日）　P42台
■道の駅 くじ Kuji【久慈市】
TEL 0194-66-9200

【時間】9:00〜19:00（施設・時期により異なる）
【休館日】1月1日　P52台
■道の駅 のだ Noda【野田村】
TEL 0194-78-4171

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】施設により異なる　P57台
■道の駅 にしね Nishine【八幡平市】
TEL 0195-75-0070

【時間】8:30〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】12月31日・1月1日　P107台
■道の駅 石神の丘 Ishigami no Oka【岩手町】
TEL 0195-61-1600

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】年末年始　P128台
■道の駅 くずまき高原 Kuzumaki Kogen【葛巻町】
TEL 0195-66-0711

【時間】9:00〜18:00（11〜3月は17:30まで）
【休館日】産直1月1日〜2日　P90台
■道の駅 三田貝分校 Mitakai-Bunko【岩泉町】
TEL 0194-25-4311

【時間】9:00〜17:00（食堂11:00〜L.O．16:00）
【休館日】無休　P40台
■道の駅 いわいずみ Iwaizumi【岩泉町】
TEL 0194-32-3070

【時間】9:00〜17:00
【休館日】無休　P39台
■道の駅 たのはた Tanohata【田野畑村】
TEL 0194-32-3555

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】12月31日・1月1日　P76台
■道の駅 雫石あねっこ 
Shizukuishi Anekko【雫石町】
TEL 019-692-5577

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】無休　P92台
■道の駅 区界高原 Kuzakai Kogen【宮古市】
TEL 0193-77-2266

【時間】9:00〜17:00
【休館日】無休　P90台
■道の駅 やまびこ館 Yamabiko kan【宮古市】
TEL 0193-85-5011

【時間】8:30〜17:30（施設・時期により異なる）
【休館日】無休　P95台

■道の駅 たろう Taro【宮古市】
TEL 0193-87-2971

【時間】9:00〜17:00（施設により異なる）
【休館日】年末年始（施設により異なる）　P76台
■道の駅 みやこ Miyako【宮古市】
TEL 0193-71-3100

【時間】8:45〜17:00（施設により異なる）
【休館日】1月1日　P216台
■道の駅 石鳥谷 Ishidoriya【花巻市】
TEL 0198-45-6868

【時間】9:00〜17:30（施設により異なる）
【休館日】年末年始　P100台
■道の駅 紫波 Shiwa【紫波町】
TEL 019-671-1300

【時間】9:00〜17:00（施設・時期により異なる）
【休館日】年末年始　P45台
■道の駅 はやちね Hayachine【花巻市】
TEL 0198-48-5018

【時間】9:00〜17:30（施設により異なる）
【休館日】売店:火曜日、冬期（11月下旬〜４月中旬）　P65台
■道の駅 やまだ Yamada【山田町】
TEL 0193-89-7025

【時間】9:00〜18:00
【休館日】1月1日　P51台
■道の駅 釜石仙人峠
Kamaishi Sennin-toge【釜石市】
TEL 0193-27-8530

【時間】9:00〜18:00（施設により異なる）
【休館日】12月31日〜1月1日　P41台
■道の駅 錦秋湖 Lake Kinshuko【西和賀町】
TEL 0197-84-2990【時間】9:00〜18:30

（12月〜3月は9:00〜17:30、12月〜3月のレストラン11:00〜14:30） 
【休館日】1月1日（レストラン木曜定休）　P34台
■道の駅 とうわ Towa【花巻市】
TEL 0198-42-3006

【時間】9:00〜17:00（施設により異なる）
【休館日】施設により異なる　P71台
■道の駅 みやもり Miyamori【遠野市】
TEL 0198-67-2929

【時間】9:00〜18:00（時期により異なる）
【休館日】1月1日　P94台
■道の駅 遠野風の丘 
Tono Kaze no Oka【遠野市】
TEL 0198-62-0888

【時間】8:30〜17:30（施設・時期により異なる）
【休館日】1月1日　P232台
■道の駅 みずさわ Mizusawa【奥州市】
TEL 0197-26-3739

【時間】9:00〜18:00（施設により異なる）
【休館日】1月1日　P39台
■道の駅 種山ヶ原 Taneyamagahara【住田町】
TEL 0197-38-2215

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】施設・時期により異なる　P40台
■道の駅 さんりく Sanriku【大船渡市】
TEL 0192-44-3241

【時間】9:00〜17:00（食事処11:00〜15:00）
【休館日】無休　P103台
■道の駅 平泉 Hiraizumi【平泉町】
TEL 0191-48-4795

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】無休　P126台
■道の駅 厳美渓 Genbikei【一関市】
TEL 0191-29-2000

【時間】9:00〜17:00（施設・時期により異なる）
【休館日】年末年始　P191台
■道の駅 かわさき Kawasaki【一関市】
TEL 0191-36-5170

【時間】9:00〜19:00（施設・時期により異なる）
【休館日】無休　P84台
■道の駅 むろね Murone【一関市】
TEL 0191-34-4180

【時間】9:00〜18:00（施設により異なる）
【休館日】無休　P32台
■道の駅 高田松原 Takatamatsubara【陸前高田市】
TEL 0192-22-8411

【時間】9:00〜18:00（施設・時期により異なる）
【休館日】無休　P169台
■道の駅 はなまき西南 Hanamaki-seinan【花巻市】
TEL 0198-29-5522

【時間】9:00〜17:00（施設により異なる）
【休館日】年末年始　P49台
■道の駅 青の国ふだい Ao no kuni Fudai【普代村】
TEL 0194-35-2411

【時間】8:00〜17:00（土日 6:30〜17:30）
【休館日】年末年始　P44台
■道の駅 いわて北三陸 Iwate Kitasanriku【久慈市】
※令和5年4月オープン予定
■新・道の駅 やまだ おいすた Yamada Oisuta【山田町】
※令和5年7月オープン予定

道の駅
Michi-no-Eki （Roadside station）
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レストラン 軽食コーナー 情報コーナー

ガソリンスタンド EV 充電スタンド

サービス・パーキングエリア
Service Area (SA) and Parking Area (PA)

凡
例

レストラン 軽食コーナー 情報コーナー

ガソリンスタンド EV 充電スタンド 売店

■折爪SA Oritsume SA【九戸村】
【時間】24H
【上り】P普通車36台・大型23台　TEL 0195-47-2270
【下り】P普通車58台・大型18台　TEL 0195-47-2280
■二戸PA Ninohe PA【二戸市】

【上り】P普通車10台・大型12台
【下り】P普通車12台・大型12台
■田山PA Tayama PA【八幡平市】

【上り・下り】P普通車9台・大型6台
■畑PA Hata PA【八幡平市】

【上り・下り】P普通車14台・大型10台
■前森山PA Maemoriyama PA【八幡平市】

【上り】P普通車10台・大型7台
【下り】P普通車8台・大型11台
■岩手山SA Iwatesan SA【八幡平市】

【時間】24H（レストラン7:00〜21:00）
【上り】P普通車91台・大型26台　TEL 0195-75-0641
【下り】P普通車91台・大型34台　TEL 0195-75-0643
■滝沢PA Takizawa PA【滝沢市】

【時間】7:30〜19:30
【上り】P普通車30台・大型13台　TEL 019-688-4890
【下り】P普通車30台・大型13台　TEL 019-688-4320
■矢巾PA Yahaba PA【矢巾町】

【時間】上り24H・下り7:00〜20:00
【上り】P普通車30台・大型12台　TEL 019-611-1775
【下り】P普通車30台・大型12台　TEL 019-697-6780
■紫波SA 
Shiwa SA【紫波町】

【時間】7:00〜22:00
【上り】P普通車113台・大型32台　TEL 019-673-6121
【下り】P普通車63台・大型50台　TEL 019-671-7775
■花巻PA Hanamaki PA【花巻市】

【上り・下り】P普通車20台・大型11台
■錦秋湖SA 
Kinshuko SA【西和賀町】

【時間】7:00〜19:30
【上り】P普通車42台・大型22台　TEL 0197-82-2137
【下り】P普通車46台・大型22台　TEL 0197-82-2137
■北上金ヶ崎PA Kitakami Kanegasaki PA【北上市】

【時間】7:30〜19:30
【上り】P普通車2台・大型29台　TEL 0197-67-2571
【下り】P普通車8台・大型30台　TEL 0197-67-2586
■前沢SA Maesawa SA【奥州市】

【時間】24H（レストラン11:00〜21:00）
【上り】P普通車79台・大型27台　TEL 0197-56-4014
【下り】P普通車85台・大型26台　TEL 0197-56-2715
■中尊寺PA Chuson-ji PA【平泉町】

【上り】P普通車18台・大型11台
【下り】P普通車19台・大型11台


