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北から南まですべてが景勝地と言っても

過言ではない岩手県沿岸。

このエリア全体が日本最大のジオパーク

「三陸ジオパーク」に含まれています。

三陸沖は、世界三大漁場のひとつに数えられ、

旬ごとの豊富な海の幸も楽しみのひとつです。
田野畑村・岩泉町・宮古市
山田町・大槌町・釜石市

住田町・大船渡市・陸前高田市

沿岸版版
E N G A N

 必ずお読みください。  ※当ガイドブックに掲載されている情報は2017年12月1日現在のものです。商品内容、料金ほか各種データが変更となったり、時期による変動や臨時休業などでご利用できない場合がござ
います。予めご利用の際にご確認ください。 ※写真は全てイメージです。実物とは異なる場合があります。また、掲載されている地図の位置や縮尺、所要時間などはおおよその目安となるものです。 ※掲載の各観光施設・店舗等
の休業日・営業時間及びイベントの開催日時等は変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。 ※掲載の電話番号は、各施設の問い合わせ用のため、現地の番号と異なる場合があります。カーナビ等での位置検索
で実際とは異なる場所を示す場合があります。また、ガイドブックに掲載された内容により生じたトラブルや損害等については補償いたしかねますので、予めご了承願います。

※イベントの開催日などは変更になる場合がございます。
　予め出発前にご確認願います。2018年
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1月1日（月・祝）～3日（水）
北山崎断崖クルーズ観光船

「初日の出号」運行【田野畑村】
ホテル羅賀荘
☎0194-33-2611
	
1月7日（日）
龍泉洞みずまつり【岩泉町】
龍泉洞みずまつり実行委員会
☎0194-22-4755
	 	
1月8日（月・祝）
大船渡
新春四大マラソン大会【大船渡市】
大船渡市体育協会
☎0192-27-1001
	 	
1月8日（月・祝）～12日（金）
頑固漁師と
子どもふれあいキャンプ【田野畑村】
NPO法人	体験村・たのはたネットワーク
☎0194-37-1211
	 	
1月15日（月）
吉浜のスネカ【大船渡市】
大船渡市吉浜地域振興出張所
☎0192-45-2001
	 	
1月20日（土）～21日（日）
かまいし冬の味覚まつり【釜石市】
釜石観光物産協会
☎0193-27-5835
	
2月10日（土）～3月18日（日）
三陸・大船渡
第21回つばきまつり【大船渡市】
つばきまつり実行委員会
（大船渡市農林課内）
☎0192-27-3111
	 	
2月	11日（日・祝）
第8回
全国虎舞フェスティバル【釜石市】
釜石観光物産協会
☎0193-27-5835
	 	
2月25日（日）
鮭文化祭【大槌町】
大槌町商工観光課
☎0193-42-8725

2月25日（日）
第3回おおつち
バラエティーショー【大槌町】
大槌町コミュニティ総合支援室
☎0193-42-8718
	 	
3月4日(日)（予定）
宮古毛ガニまつり【宮古市】
（一社）宮古観光文化交流協会
☎0193-62-3534

4月下旬
三陸山田カキまつり【山田町】
山田商工会
☎0193-82-2515

4月下旬～5月上旬
浄土ヶ浜まつり【宮古市】
（一社）宮古観光文化交流協会
☎0193-62-3534

5月上旬
碁石海岸観光まつり【大船渡市】
大船渡市商工港湾部観光推進室
☎0192-27-3111

5月上旬
龍泉洞まつり【岩泉町】
龍泉洞事務所
☎0194-22-2566

5月上旬
春の番屋群・
サッパ船まつり【田野畑村】
ＮＰＯ法人体験村・たのはたネットワーク
☎0194-37-1211

5月中旬
氷上山山開き【陸前高田市】
陸前高田市観光物産協会
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三陸ジオパークってなに？
「ジオパーク」とは、地球や大地を
意味する「ジオ（Geo）」と公園の
「パーク（Park）」を合わせた言葉。
日本には北海道の洞爺湖有珠山
や、熊本の阿蘇などのジオパーク
があり、三陸ジオパークは日本最
大の面積を持っている。 
三陸ジオパークは、青森県八戸
市から宮城県気仙沼市までの３県
16市町村からなる。おもに南部で
はリアス海岸、北部では海岸段丘
が見られ、約５億年前から続く大
地の記憶に触れられるほか、東日
本大震災などの震災や防災を含め
た学習フィールドとなっている。

岩手県の沿岸エリアを旅するときに、

おさえておきたいキーワードが「三陸ジオパーク」。

ちょっと耳慣れない言葉かもしれませんが、

その楽しみ方は自由で多彩。

ジオパークって何があるの？どんなことができるの？

日本最大のジオパークの遊び方＆歩き方をご紹介します。

三陸ジオパークの楽しみ方のひとつがトレッキング。青森県八戸市から岩手県、宮
城県、福島県相馬市までのエリアで設定された「みちのく潮風トレイル」のコースを歩
き、大地の成り立ちや自然の動植物とふれあう旅に出かけよう。散策路や遊歩道と
して気軽に歩けるコースもあるので、旅のオプションとして楽しんでみるのもおすすめ。

震災遺構＆
ガイド

▶未来の防災を学ぶ

ちっちゃなクレープ屋さん
大船渡市の花「つばき」や、三陸鉄道を
モチーフにしたクレープもあります。
☎090-8780-4744
□交  JR・三陸鉄道盛駅から徒歩約10分

浄土ヶ浜旅館 味処海舟
海の幸を味わえる特製弁当「和結～な
ごみ～」など、三陸グルメを堪能しよう。 

☎0193-62-1319
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から徒歩約15分

ご当地グルメ
三陸で獲れる旬の魚介類をはじめ、
三陸ジオパークにまつわるグルメも旅の楽しみのひとつ。

▶ジオパークを味わう

大船渡市 宮古市 釜石市 碁石海岸
インフォメーションセンターを起点にした40分
程度の遊歩道で、乱曝谷や碁石岬などを巡れる。

☎0192-29-2359(碁石海岸インフォメーションセンター）
□交  JR・三陸鉄道盛駅から車で約40分

休暇村陸中宮古「自然の小径」
40分程度で気軽に巡れる、整備された自然散策
コース。姉ケ崎展望台の眺望など見どころも多い。 

☎0193-62-9911
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から車で約20分

大船渡市 宮古市

みちのく潮風トレイル ▶ジオパークトレッキング

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産のひとつで、三
陸ジオパークのジオサイトでもある。インフォメーションセンターは12月9日から3月
末まで休館。ガイド等のお問い合わせは0193-22-5835（釡石観光物産協会）まで。
☎0193-22-8846（釡石市世界遺産室） 　□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約50分

橋野鉄鉱山 ▶明治日本の産業革命を支えた 世界
遺産

岩手県立水産科学館

「塩蔵わかめの芯抜き体験」
日本一のわかめ生産量を誇る宮
古市のご当地体験！ 
☎0193-63-5353 
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から車で約10分

「世界の椿館・碁石」
三面椿で有名な大船渡に、世界
13カ国の椿が集合！ 

☎0192-29-4187
□交  JR・三陸鉄道盛駅から車で約30分

大船渡市宮古市

\\トレイルを充実させる海の体験や見学も！//

ジオパーク
三陸

に
行こう！
SANRIKU GEOPARK

岩手旅
の魅力が詰

まった日本最大のジオパーク！

発見と驚きの旅に出よう！

き

れ
い
な
景色！神秘の自然！ふるさとのグ

ル

メ
！
 

三陸ジオパークの
楽しみ方

まず
は気軽に訪れよう！

三陸ジオパークには津波に関す
るジオサイトも含まれている。
現地を訪れたときは、地元ガイ
ドの解説に耳を傾けてみよう。

宮古市「学ぶ防災」
☎0193-77-3305（宮古観光文化交流協会 学ぶ防災）
山田町「震災語り部ガイド」 
☎0193-77-3732（新生やまだ商店街協同組合事務局）
大槌町「大槌町語り部ガイド」
☎0193-55-5120（おらが大槌夢広場）
釡石市「ボランティアガイド会・夢ふれあい隊」
☎0193-22-5835（釡石観光物産協会） 
大船渡市「椿の里・大船渡ガイドの会」
☎0192-29-2121（碁石海岸レストハウス）
陸前高田市「震災語り部＆観光ガイド」
☎0192-54-5011（陸前高田市観光物産協会）
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宮古市

山田町

釡石市

大船渡市
住田町

陸前高田市

岩泉町
1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

（※写真は夏期限定ラムネソフト）

いかせんべいソフト
ご当地銘菓の「いか煎餅」でソフトクリームを挟んだ、見
た目も斬新なご当地ソフト。いか煎餅の粉末と宮古の塩
が入ったソフトも美味。
販売店：有限会社すがた ☎0193-89-1550

宮古市
3

黒豆ソフトクリーム
香りが濃く、鉄分や喉に良いとされるサポニンを多く含
む「黒平豆」は宮古市川井地区の特産品。ヘルシーなご
当地ソフトクリームを味わおう。
販売店：道の駅やまびこ館 ☎0193-85-5011

宮古市
2

わかめソフトクリーム
粉末状にしたわかめを混ぜたご当地ソフト。
ヨーグルト風味のバニラと、口にした後から広がる磯の
爽快なフレーバーが絶妙にマッチする。
販売店：道の駅やまだ ☎0193-89-7025

山田町
5

釜石藤勇醤油ソフトクリーム
道の駅「釡石仙人峠」で販売する、老舗醸造店の醤油
を使ったソフトクリーム。しょうゆ味、ミックス、バニラか
ら選べる。
販売店：道の駅釡石仙人峠 ☎0193-27-8530

釜石市
6

柿ソフトクリーム
日本初という柿味のソフトクリーム。特産品の「こえだ
柿」を使って柿の風味を生かし、ほんのりと大人の渋さ
を感じる甘さ控えめの味わい。
販売店：道の駅さんりく ☎0192-44-3241

大船渡市
7

ヘルシーきびソフトクリーム
地元で採れた雑穀の「きび」をふんだんに使った、ヘル
シーなソフトクリーム。甘さの中にちょっぴりほろ苦さを
感じる、どこか懐かしい味わい。
販売店：しゃくなげの湯っこ五葉温泉 ☎0192-22-5400

大船渡市
8

季節のソフト
レストランぽらんでは、春から秋期にかけて季節の食材
を使った限定フレーバーのソフトが味わえる。

販売店：道の駅種山ヶ原 ☎0197-38-2215

住田町
9

陸前
高田市

10

山田せんべいソフト
ご当地銘菓「山田せんべい」を固く焼いた菓子が添えら
れた、和テイストのソフトクリーム。ソフトは、バニラ、ご
ま、ミックスから選べる。
販売店：釡揚げ屋 ☎0193-82-2173

山田町
4

甘党ならずとも旅先で気になるのが、珍しいご当地ソフトクリーム。三
陸沿岸の特産品とコラボした、10種類のソフトクリームを紹介します。
町あるきやドライブの途中に、食べ比べを楽しんでみませんか。

珍しい！
美味
しい！

「恋人の聖地」認定の龍泉洞にちなんで誕生したソフトクリ
ーム。県内屈指の人気を誇る岩泉ヨーグルトを使用。ほん
のり酸味を感じる甘酸っぱい味わいは、まさに初恋の味。
販売店：Ponte ☎0193-31-1000

岩泉町
1 初恋ソフト

しょうゆ
ソフトクリーム
醤油や味噌をはじめ調味料や、味噌醤
油を使用したスイーツなどを販売する、
創業二百余年の老舗醸造店。「いわて
丸むらさき」醤油を使い、香ばしく甘さ
控えめな味わい。
販売店：八木澤商店 ☎0192-47-4371

北山崎
きたやまざき

1億3千万年前頃の白亜紀に起きた大規模な
火山活動にともなう噴出物からできた、太平
洋の荒波洗うダイナミックな海岸線。断崖が
約8kmにもわたり続きます。
☎0194-33-3248［田野畑村総合観光案内所］
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約20分

「日本一の海岸美」の
品格と壮大さを堪能する！

机浜番屋群
つくえはまばんやぐん

津波以前の面影を復元する形で復旧。サッ
パ船アドベンチャーズとダイビングの拠点、
塩づくりや漁師料理体験ができる施設となっ
ています。
☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］
□営通年（9時～17時）
□¥  塩づくり2,500円/1人ほか各体験プログラム毎
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

漁村の原風景が復活
（漁業文化体験施設）

ジオパークガイド
じおぱーくがいど

白亜紀の化石層や貴重な鉱物の話、やませや津
波など厳しい自然現象と向き合い生きてきた人
間や動植物についてガイドします。
【注】少雨は催行可能。荒天は中止となる場合があります。

☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］
□営9時～17時　□¥  3,000円/1人
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

宮沢賢治が恐竜の存在を予言?!
白亜紀の化石層から広がる古代ロマン

トレッキングガイド
とれっきんぐがいど

みちのく潮風トレイルのコース内を中心とし
たネイチャーガイド。ぬくもりを感じる東北
弁ガイドが魅力的。
【注】少雨は催行可能。荒天は中止となる場合があります。

☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］
□営9時～17時　□¥  3,000円/1人
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

海風が爽やかな、
お手軽ハイキング！

自 然 自 然

小型の磯船サッパ船に乗って、断崖直下や通し穴を巡るクルージングで漁師が丁
寧にガイドしてくれます。舵さばきも見どころの一つ。
【注意】雨天や波浪の場合、代替えプログラムでの対応又は中止となります。

☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］　□営通年（9時～17時）
□¥  3,500円/1名　□交  三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

体 験 体 験体 験

北山崎や三陸ジオパークの白亜紀地層群の大迫力に迫り、ウミネコの餌付け体験もできる、楽しさにあふれるクルージングです。

北山崎断崖クルーズ観光船
きたやまざきだんがいくるーずかんこうせんきたやまざきだんがいくるーずかんこうせん

☎0194-33-2113［観光船発着所］　□営定期便運航（4月下旬～11月上旬）
□¥  大人1,460円/小人730円　□交  三陸鉄道島越駅から徒歩約10分

三陸ジオパークを洋上から満喫！北山崎の観光船三陸ジオパークを洋上から満喫！北山崎の観光船

サッパ船アドベンチャーズサッパ船アドベンチャーズ
さっぱせんあどべんちゃーずさっぱせんあどべんちゃーず

北山崎の断崖スケールを満喫する
爽快クルージング
北山崎の断崖スケールを満喫する
爽快クルージング

体 験

北山崎と並ぶ北三陸の景勝ポイント。高さ200m前後の海岸線が約4kmに
わたって続き、展望台や遊歩道が整備されています。

鵜ノ巣断崖鵜ノ巣断崖
うのすだんがいうのすだんがい

五連の屏風を思わせる、
壮観な断崖スケールを堪能！ 
五連の屏風を思わせる、
壮観な断崖スケールを堪能！ 

☎0194-33-3248［田野畑村総合観光案内所］
□交  三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約25分

岩手県沿岸北部に位置する田野畑村は、
断崖絶壁の美しい海岸線をもつ自然の景観に震災の経験を取り入れた、
新しい観光モデルづくりに取り組んでいます。

☎019４-33-3248  田野畑村総合観光案内所　☎0194-34-2111  田野畑村政策推進課お問い合わせ

●TANOHATA
田野畑村Tanohata

これからも厳し
くも美

しいこの海と、

体 験

自 然

自 然
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宮古市

山田町

釡石市

大船渡市
住田町

陸前高田市

岩泉町
1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

（※写真は夏期限定ラムネソフト）

いかせんべいソフト
ご当地銘菓の「いか煎餅」でソフトクリームを挟んだ、見
た目も斬新なご当地ソフト。いか煎餅の粉末と宮古の塩
が入ったソフトも美味。
販売店：有限会社すがた ☎0193-89-1550

宮古市
3

黒豆ソフトクリーム
香りが濃く、鉄分や喉に良いとされるサポニンを多く含
む「黒平豆」は宮古市川井地区の特産品。ヘルシーなご
当地ソフトクリームを味わおう。
販売店：道の駅やまびこ館 ☎0193-85-5011

宮古市
2

わかめソフトクリーム
粉末状にしたわかめを混ぜたご当地ソフト。
ヨーグルト風味のバニラと、口にした後から広がる磯の
爽快なフレーバーが絶妙にマッチする。
販売店：道の駅やまだ ☎0193-89-7025

山田町
5

釜石藤勇醤油ソフトクリーム
道の駅「釡石仙人峠」で販売する、老舗醸造店の醤油
を使ったソフトクリーム。しょうゆ味、ミックス、バニラか
ら選べる。
販売店：道の駅釡石仙人峠 ☎0193-27-8530

釜石市
6

柿ソフトクリーム
日本初という柿味のソフトクリーム。特産品の「こえだ
柿」を使って柿の風味を生かし、ほんのりと大人の渋さ
を感じる甘さ控えめの味わい。
販売店：道の駅さんりく ☎0192-44-3241

大船渡市
7

ヘルシーきびソフトクリーム
地元で採れた雑穀の「きび」をふんだんに使った、ヘル
シーなソフトクリーム。甘さの中にちょっぴりほろ苦さを
感じる、どこか懐かしい味わい。
販売店：しゃくなげの湯っこ五葉温泉 ☎0192-22-5400

大船渡市
8

季節のソフト
レストランぽらんでは、春から秋期にかけて季節の食材
を使った限定フレーバーのソフトが味わえる。

販売店：道の駅種山ヶ原 ☎0197-38-2215

住田町
9

陸前
高田市

10

山田せんべいソフト
ご当地銘菓「山田せんべい」を固く焼いた菓子が添えら
れた、和テイストのソフトクリーム。ソフトは、バニラ、ご
ま、ミックスから選べる。
販売店：釡揚げ屋 ☎0193-82-2173

山田町
4

甘党ならずとも旅先で気になるのが、珍しいご当地ソフトクリーム。三
陸沿岸の特産品とコラボした、10種類のソフトクリームを紹介します。
町あるきやドライブの途中に、食べ比べを楽しんでみませんか。

珍しい！
美味
しい！

「恋人の聖地」認定の龍泉洞にちなんで誕生したソフトクリ
ーム。県内屈指の人気を誇る岩泉ヨーグルトを使用。ほん
のり酸味を感じる甘酸っぱい味わいは、まさに初恋の味。
販売店：Ponte ☎0193-31-1000

岩泉町
1 初恋ソフト

しょうゆ
ソフトクリーム
醤油や味噌をはじめ調味料や、味噌醤
油を使用したスイーツなどを販売する、
創業二百余年の老舗醸造店。「いわて
丸むらさき」醤油を使い、香ばしく甘さ
控えめな味わい。
販売店：八木澤商店 ☎0192-47-4371

北山崎
きたやまざき

1億3千万年前頃の白亜紀に起きた大規模な
火山活動にともなう噴出物からできた、太平
洋の荒波洗うダイナミックな海岸線。断崖が
約8kmにもわたり続きます。
☎0194-33-3248［田野畑村総合観光案内所］
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約20分

「日本一の海岸美」の
品格と壮大さを堪能する！

机浜番屋群
つくえはまばんやぐん

津波以前の面影を復元する形で復旧。サッ
パ船アドベンチャーズとダイビングの拠点、
塩づくりや漁師料理体験ができる施設となっ
ています。
☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］
□営通年（9時～17時）
□¥  塩づくり2,500円/1人ほか各体験プログラム毎
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

漁村の原風景が復活
（漁業文化体験施設）

ジオパークガイド
じおぱーくがいど

白亜紀の化石層や貴重な鉱物の話、やませや津
波など厳しい自然現象と向き合い生きてきた人
間や動植物についてガイドします。
【注】少雨は催行可能。荒天は中止となる場合があります。

☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］
□営9時～17時　□¥  3,000円/1人
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

宮沢賢治が恐竜の存在を予言?!
白亜紀の化石層から広がる古代ロマン

トレッキングガイド
とれっきんぐがいど

みちのく潮風トレイルのコース内を中心とし
たネイチャーガイド。ぬくもりを感じる東北
弁ガイドが魅力的。
【注】少雨は催行可能。荒天は中止となる場合があります。

☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］
□営9時～17時　□¥  3,000円/1人
□交 三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

海風が爽やかな、
お手軽ハイキング！

自 然 自 然

小型の磯船サッパ船に乗って、断崖直下や通し穴を巡るクルージングで漁師が丁
寧にガイドしてくれます。舵さばきも見どころの一つ。
【注意】雨天や波浪の場合、代替えプログラムでの対応又は中止となります。

☎0194-37-1211［体験村・たのはたネットワーク］　□営通年（9時～17時）
□¥  3,500円/1名　□交  三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約10分

体 験 体 験体 験

北山崎や三陸ジオパークの白亜紀地層群の大迫力に迫り、ウミネコの餌付け体験もできる、楽しさにあふれるクルージングです。

北山崎断崖クルーズ観光船
きたやまざきだんがいくるーずかんこうせんきたやまざきだんがいくるーずかんこうせん

☎0194-33-2113［観光船発着所］　□営定期便運航（4月下旬～11月上旬）
□¥  大人1,460円/小人730円　□交  三陸鉄道島越駅から徒歩約10分

三陸ジオパークを洋上から満喫！北山崎の観光船三陸ジオパークを洋上から満喫！北山崎の観光船

サッパ船アドベンチャーズサッパ船アドベンチャーズ
さっぱせんあどべんちゃーずさっぱせんあどべんちゃーず

北山崎の断崖スケールを満喫する
爽快クルージング
北山崎の断崖スケールを満喫する
爽快クルージング

体 験

北山崎と並ぶ北三陸の景勝ポイント。高さ200m前後の海岸線が約4kmに
わたって続き、展望台や遊歩道が整備されています。

鵜ノ巣断崖鵜ノ巣断崖
うのすだんがいうのすだんがい

五連の屏風を思わせる、
壮観な断崖スケールを堪能！ 
五連の屏風を思わせる、
壮観な断崖スケールを堪能！ 

☎0194-33-3248［田野畑村総合観光案内所］
□交  三陸鉄道田野畑駅から観光乗合タクシーで約25分

岩手県沿岸北部に位置する田野畑村は、
断崖絶壁の美しい海岸線をもつ自然の景観に震災の経験を取り入れた、
新しい観光モデルづくりに取り組んでいます。

☎019４-33-3248  田野畑村総合観光案内所　☎0194-34-2111  田野畑村政策推進課お問い合わせ

●TANOHATA
田野畑村Tanohata

これからも厳し
くも美

しいこの海と、

体 験

自 然

自 然
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岩泉町は広い面積を持ち、そのほとんどを山林が占める自然豊かな町。
神秘の洞窟「龍泉洞」から湧き出る水、乳製品、短角牛など
おいしいものがたくさんあります。

☎0194-22-2111  岩泉町経済観光交流課　☎0194-22-4755  （一社）岩泉町観光協会お問い合わせ

リバーパークにいさと
りばーぱーくにいさと

閉伊川のほとりにある広大な施設、キャンプ
場、宿泊施設、多目的広場など。アウトドア
を楽しんだあとは癒しの湯でゆっくりと疲れ
をいやしてみては？
☎0193-72-3800［湯ったり館］
□営  10時～22時
□¥  入浴料：大人510円/小学生100円/幼児無料 ほか
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から車で約25分

森・川と共に過ごせる癒しの湯
自 然

道の駅「区界高原」
みちのえき「くざかいこうげん」

宮古市の最も西に位置し、盛岡からの来訪
者を出迎える道の駅です。近くには広い草
原や白樺林もあり、ドライブの休憩にも便利
です。
☎0193-77-2266　□営8時～18時30分　
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約40分

区界高原の憩いの場
自 然

浄土ヶ浜ビジターセンター
じょうどがはまびじたーせんたー

三陸復興国立公園の雄大な景観や風土を体
験シアターや、さまざまな展示などで紹介し
ます。季節の展示・独自イベントなども開催。

☎0193-65-1690
□営 8時～18時(4月～10月)9時～17時（11月～3月）
□休 年末年始　□¥  無料
□交 JR・三陸鉄道宮古駅から車で約10分

陸中海岸の魅力を体感する

三王岩
さんのういわ

1億年もの歳月をかけて、寄せ返す波と海原
を吹き渡る風が形作った美しい自然の芸術
品です。
【注】遊歩道の損壊により、三王園地からの遊歩道のみ
利用可能です。
☎0193-68-9091［宮古市産業振興部観光港湾課］
□交 三陸鉄道田老駅から車で約5分

超弩級の自然の彫刻美

道の駅「三田貝分校」
みちのえき「みたかいぶんこう」

給食室（軽食コーナー）では、昔の教室を思
い出させる雰囲気の中で、小学校時代を思
い出しながらゆっくりと食べることができます。
☎0194-25-4311
□営  8時30分～18時（夏期）
　 8時30分～17時30分（冬期）
　 軽食コーナー11時～16時
□交 三陸鉄道岩泉小本駅から車で約50分

「山間の分校」をイメージ
自 然

カフェ Ponte
かふぇぽんて

岩泉の産品達がイタリア料理に変身。岩泉
ヨーグルトを使ったソフトクリーム「初恋ソフ
ト」（※6ページ参照）は濃厚な味わいで大人
気。一階は無料の休憩所です。
☎0194-31-1000
□営 9時～17時（ランチタイム11時～15時）
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約100分、
三陸鉄道岩泉小本駅から車で約30分

龍泉洞脇のイタリアンカフェ

道の駅「いわいずみ」
みちのえき「いわいずみ」

岩泉町内の特産品なら何でも揃う「わくわく
ハウス」、農産物直売所「わくわく市場」、「レ
ストラン岩泉」、「道の駅カフェ」が併設されて
います。
☎0194-32-3070［（株）岩泉産業開発］
□営8時30分～18時（夏期） 8時30分～17時30分（冬期）
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約130分、
三陸鉄道岩泉小本駅から車で約15分

いわいずみのスローフードは
 購入も食事もまるごとここで！

岩泉観光ガイド協会
いわいずみかんこうがいどきょうかい

岩泉の観光資源をPRし、地域の活性化を図ることを
目的として、2012年に発足しました。龍泉洞部会、ま
ちなか部会、早坂山野草部会、海部会、山部会の各ジャ
ンルに分かれ、それぞれの案内人を通しての交流を企
画・実施しています。被災地ガイドも行っています。
☎0194-22-4755　□¥  龍泉洞ガイド（1～50人）400円
/1人（31～50人の場合）ほかジャンルによる
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約100分

岩泉の達人がガイドする
いわいずみの深くて粋なあじわい

宮古市魚菜市場
20以上もの鮮魚店・青果店・食堂が軒を連ね、朝から晩まで活気のある市場。
周辺農家の採れたて野菜を販売する産直コーナーもあります。

浄土ヶ浜
じょうどがはま

三陸復興国立公園の中心をなす浄土ヶ浜は、宮古の代表的な景勝地。
鋭くとがった白い流紋岩が林立し、一つ一つ違った表情を見せて海岸を彩ります。
☎0193-68-9091［宮古市産業振興部観光港湾課］　□交  JR・三陸鉄道宮古駅から奥浄土ヶ浜行バスで約20分、バス停奥浄土ヶ浜下車

極楽を超越した海岸美極楽を超越した海岸美
自 然

☎0193-62-1521　□営  6時30分～17時30分　□交  水曜日
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から徒歩約10分

みやこしぎょさいいちば

みやこ浄土ヶ浜遊覧船
1周40分の間には、国指定天然記念物のローソク岩や潮吹穴など絶景が望
めます。また、ウミネコパンを買って、ウミネコへの餌付けができます。
☎0193-62-3350［岩手県北自動車（株）遊覧船事業部］
□営  詳しい運行状況はHPをご覧ください　□¥  大人1,400円/小人700円
□交  JR・三陸鉄道宮古駅からバスで約15分、浄土ヶ浜ビジターセンターバス停下車

みやこじょうどがはまゆうらんせん

船上からのウミネコ餌付けや
洋上観察
船上からのウミネコ餌付けや
洋上観察

市民の台所、
活気あふれる市場
市民の台所、
活気あふれる市場

体 験

市を代表する観光スポット「浄土ヶ浜」をはじめ、
雄大かつ繊細な美しい景勝地が点在する宮古。その絶景を楽しめる
遊覧船や青の洞窟サッパ船ツアーなども充実しています。

☎0193-68-9091  宮古市観光港湾課　☎0193-62-3534 （一社）宮古観光文化交流協会お問い合わせ

奇岩
のコントラスト

美しい海と

山の
恵みがたっぷり

おい
しい水が育んだ、

味 体 験観光施設 観光施設味体 験 体 験

宮古市Miyako

味

●MIYAKO
●IWAIZUMI

東北で指折りの規模を誇るペレニアルロックガーデンは春から秋にかけ
てたくさんの花々が楽しめます。オートキャンプ場のほか団体宿泊向け
に寝台列車も設置。

ふれあいらんど岩泉
ふれあいらんどいわいずみ

早坂高原
高地植物、山野草の宝庫！四季折々に可憐な山野草が出迎えてくれます。
ビジターセンター内「白樺荘」で食事ご注文の方に特製の漬物無料サー
ビス！【注】県立自然公園なので動植物の採取は禁止。

☎0194-22-2111（内線554）［岩泉町経済観光交流課］
□営4月下旬～11月下旬（12月初旬～4月下旬は冬期閉鎖）
□¥   見学は無料　□交  JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約70分

☎0194-22-5211　□営  施設毎に異なる（詳細はHPに掲載）
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約130分、
三陸鉄道岩泉小本駅から車で約15分

はやさかこうげん
グリーンシャワー
浴び放題！
グリーンシャワー
浴び放題！

川！山！花！全部揃ってます。川！山！花！全部揃ってます。

龍泉洞
国指定天然記念物で、日本三大鍾乳洞のひとつ。地底湖は、日本一の深さと世界有数の
透明度。洞内にはコウモリが生息。そっと観察してみましょう。
☎0194-22-2566［岩泉町龍泉洞事務所］　□営  8時30分～18時（10月～4月は17時まで）
□¥   高校生以上1,000円/小中学生500円/幼児無料
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約100分、三陸鉄道岩泉小本駅から車で約30分

りゅうせんどう

神秘の鍾乳洞と深く青い地底湖神秘の鍾乳洞と深く青い地底湖

岩泉町Iwaizumi

自 然

体 験
観光施設
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岩泉町は広い面積を持ち、そのほとんどを山林が占める自然豊かな町。
神秘の洞窟「龍泉洞」から湧き出る水、乳製品、短角牛など
おいしいものがたくさんあります。

☎0194-22-2111  岩泉町経済観光交流課　☎0194-22-4755  （一社）岩泉町観光協会お問い合わせ

リバーパークにいさと
りばーぱーくにいさと

閉伊川のほとりにある広大な施設、キャンプ
場、宿泊施設、多目的広場など。アウトドア
を楽しんだあとは癒しの湯でゆっくりと疲れ
をいやしてみては？
☎0193-72-3800［湯ったり館］
□営  10時～22時
□¥  入浴料：大人510円/小学生100円/幼児無料 ほか
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から車で約25分

森・川と共に過ごせる癒しの湯
自 然

道の駅「区界高原」
みちのえき「くざかいこうげん」

宮古市の最も西に位置し、盛岡からの来訪
者を出迎える道の駅です。近くには広い草
原や白樺林もあり、ドライブの休憩にも便利
です。
☎0193-77-2266　□営8時～18時30分　
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約40分

区界高原の憩いの場
自 然

浄土ヶ浜ビジターセンター
じょうどがはまびじたーせんたー

三陸復興国立公園の雄大な景観や風土を体
験シアターや、さまざまな展示などで紹介し
ます。季節の展示・独自イベントなども開催。

☎0193-65-1690
□営 8時～18時(4月～10月)9時～17時（11月～3月）
□休 年末年始　□¥  無料
□交 JR・三陸鉄道宮古駅から車で約10分

陸中海岸の魅力を体感する

三王岩
さんのういわ

1億年もの歳月をかけて、寄せ返す波と海原
を吹き渡る風が形作った美しい自然の芸術
品です。
【注】遊歩道の損壊により、三王園地からの遊歩道のみ
利用可能です。
☎0193-68-9091［宮古市産業振興部観光港湾課］
□交 三陸鉄道田老駅から車で約5分

超弩級の自然の彫刻美

道の駅「三田貝分校」
みちのえき「みたかいぶんこう」

給食室（軽食コーナー）では、昔の教室を思
い出させる雰囲気の中で、小学校時代を思
い出しながらゆっくりと食べることができます。
☎0194-25-4311
□営  8時30分～18時（夏期）
　 8時30分～17時30分（冬期）
　 軽食コーナー11時～16時
□交 三陸鉄道岩泉小本駅から車で約50分

「山間の分校」をイメージ
自 然

カフェ Ponte
かふぇぽんて

岩泉の産品達がイタリア料理に変身。岩泉
ヨーグルトを使ったソフトクリーム「初恋ソフ
ト」（※6ページ参照）は濃厚な味わいで大人
気。一階は無料の休憩所です。
☎0194-31-1000
□営 9時～17時（ランチタイム11時～15時）
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約100分、
三陸鉄道岩泉小本駅から車で約30分

龍泉洞脇のイタリアンカフェ

道の駅「いわいずみ」
みちのえき「いわいずみ」

岩泉町内の特産品なら何でも揃う「わくわく
ハウス」、農産物直売所「わくわく市場」、「レ
ストラン岩泉」、「道の駅カフェ」が併設されて
います。
☎0194-32-3070［（株）岩泉産業開発］
□営8時30分～18時（夏期） 8時30分～17時30分（冬期）
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約130分、
三陸鉄道岩泉小本駅から車で約15分

いわいずみのスローフードは
 購入も食事もまるごとここで！

岩泉観光ガイド協会
いわいずみかんこうがいどきょうかい

岩泉の観光資源をPRし、地域の活性化を図ることを
目的として、2012年に発足しました。龍泉洞部会、ま
ちなか部会、早坂山野草部会、海部会、山部会の各ジャ
ンルに分かれ、それぞれの案内人を通しての交流を企
画・実施しています。被災地ガイドも行っています。
☎0194-22-4755　□¥  龍泉洞ガイド（1～50人）400円
/1人（31～50人の場合）ほかジャンルによる
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約100分

岩泉の達人がガイドする
いわいずみの深くて粋なあじわい

宮古市魚菜市場
20以上もの鮮魚店・青果店・食堂が軒を連ね、朝から晩まで活気のある市場。
周辺農家の採れたて野菜を販売する産直コーナーもあります。

浄土ヶ浜
じょうどがはま

三陸復興国立公園の中心をなす浄土ヶ浜は、宮古の代表的な景勝地。
鋭くとがった白い流紋岩が林立し、一つ一つ違った表情を見せて海岸を彩ります。
☎0193-68-9091［宮古市産業振興部観光港湾課］　□交  JR・三陸鉄道宮古駅から奥浄土ヶ浜行バスで約20分、バス停奥浄土ヶ浜下車

極楽を超越した海岸美極楽を超越した海岸美
自 然

☎0193-62-1521　□営  6時30分～17時30分　□交  水曜日
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から徒歩約10分

みやこしぎょさいいちば

みやこ浄土ヶ浜遊覧船
1周40分の間には、国指定天然記念物のローソク岩や潮吹穴など絶景が望
めます。また、ウミネコパンを買って、ウミネコへの餌付けができます。
☎0193-62-3350［岩手県北自動車（株）遊覧船事業部］
□営  詳しい運行状況はHPをご覧ください　□¥  大人1,400円/小人700円
□交  JR・三陸鉄道宮古駅からバスで約15分、浄土ヶ浜ビジターセンターバス停下車

みやこじょうどがはまゆうらんせん

船上からのウミネコ餌付けや
洋上観察
船上からのウミネコ餌付けや
洋上観察

市民の台所、
活気あふれる市場
市民の台所、
活気あふれる市場

体 験

市を代表する観光スポット「浄土ヶ浜」をはじめ、
雄大かつ繊細な美しい景勝地が点在する宮古。その絶景を楽しめる
遊覧船や青の洞窟サッパ船ツアーなども充実しています。

☎0193-68-9091  宮古市観光港湾課　☎0193-62-3534 （一社）宮古観光文化交流協会お問い合わせ

奇岩
のコントラスト

美しい海と

山の
恵みがたっぷり

おい
しい水が育んだ、

味 体 験観光施設 観光施設味体 験 体 験

宮古市Miyako

味

●MIYAKO
●IWAIZUMI

東北で指折りの規模を誇るペレニアルロックガーデンは春から秋にかけ
てたくさんの花々が楽しめます。オートキャンプ場のほか団体宿泊向け
に寝台列車も設置。

ふれあいらんど岩泉
ふれあいらんどいわいずみ

早坂高原
高地植物、山野草の宝庫！四季折々に可憐な山野草が出迎えてくれます。
ビジターセンター内「白樺荘」で食事ご注文の方に特製の漬物無料サー
ビス！【注】県立自然公園なので動植物の採取は禁止。

☎0194-22-2111（内線554）［岩泉町経済観光交流課］
□営4月下旬～11月下旬（12月初旬～4月下旬は冬期閉鎖）
□¥   見学は無料　□交  JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約70分

☎0194-22-5211　□営  施設毎に異なる（詳細はHPに掲載）
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約130分、
三陸鉄道岩泉小本駅から車で約15分

はやさかこうげん
グリーンシャワー
浴び放題！
グリーンシャワー
浴び放題！

川！山！花！全部揃ってます。川！山！花！全部揃ってます。

龍泉洞
国指定天然記念物で、日本三大鍾乳洞のひとつ。地底湖は、日本一の深さと世界有数の
透明度。洞内にはコウモリが生息。そっと観察してみましょう。
☎0194-22-2566［岩泉町龍泉洞事務所］　□営  8時30分～18時（10月～4月は17時まで）
□¥   高校生以上1,000円/小中学生500円/幼児無料
□交 JR・IGRいわて銀河鉄道盛岡駅から車で約100分、三陸鉄道岩泉小本駅から車で約30分

りゅうせんどう

神秘の鍾乳洞と深く青い地底湖神秘の鍾乳洞と深く青い地底湖

岩泉町Iwaizumi

自 然

体 験
観光施設
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蓬莱島
ほうらいじま

大槌湾にぽっかり浮かぶ蓬莱島。平成24年
12月に新たに灯台を建設しました。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約40分

「ひょっこりひょうたん島」の
モデルになったとされる島

自 然

新山高原
しんやまこうげん

新緑が深まる頃には、新山ツツジ（レンゲツ
ツジ）の赤色が鮮やかに緑に映えます。頂上
には、風力発電の巨大な風車が立ち並びます。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］　
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約80分

山の息吹に癒されて
自 然

大槌城跡
おおつちじょうあと

県指定の史跡。およそ280年間この地を支
配してきた大槌氏の累代の居城。現在は城
山公園として整備されています。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約30分

町民に親しまれている
城山公園

崎山展望台
さきやまてんぼうだい

展望台からは眼下に浪板海岸や船越湾が見
えます。野島は白い岩塊の上にアカマツが
茂った小島で、美しい姿のまま残っています。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約40分

雄大な太平洋を一望
自 然

三陸山田かき小屋
さんりくやまだかきごや

11月上旬から7月上旬までは、山田湾で採
れた殻付きカキをそのまま鉄板の上で豪快に
蒸し焼きにして濃厚な海の幸を堪能！ホタテ
やミニアワビなどの追加オプション有り！
☎0193-65-7901［（一社）山田町観光協会］
□営 11時・12時・13時・14時スタート　□休 水・木曜日
□¥ 通常プラン（40分・ライス付き）一般3,000円／
小学生2,000円など　□交 道の駅やまだから車で約5分

贅沢に海の幸を堪能

道の駅「やまだ」
～ふれあいパーク山田～

みちのえき「やまだ」～ふれあいぱーくやまだ～

農林水産大臣賞を受賞した椎茸名人が商品
を提供。また、地元の農家が作った野菜、米、
手作り団子、山田近海で獲れた新鮮な鮮魚
の販売を行っています。
☎0193-89-7025　□営 9時～18時（トイレは24時間）
□交 JR・三陸鉄道宮古駅から車で約1時間、釡石駅
から車で約50分

海・山の幸が安く手に入る道の駅

鯨と海の科学館
くじらとうみのかがくかん

2017年7月に津波被害からの復旧を経て再オープン。
神秘に満ちた海をさまざまな角度から紹介しています。
世界最大級のマッコウクジラの実物骨格標本などを
通じ三陸の海の素晴らしさを体感することができます。
☎0193-84-3985
□営 9時～17時　□休 火曜日
□¥ 一般300円、高校生・学生200円、小中学生150円
□交 道の駅やまだから車で約5分

海の神秘を体感する

復興まち歩きガイド
ふっこうまちあるきがいど

復興が進む山田のまちなかを、語り部さん
のお話を聞きながら歩きます。立ち寄るス
ポットで山田ならではのサプライズな食体験
＆つまみ食いができるコースがおすすめ。
☎0193-77-3732［新生やまだ商店街協同組合事務局］
□営 9時～18時　□¥ 復興まち歩きつまみ食いツアー
1,300円／1人（催行4人以上）など各種プログラムごと
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から車で約50分

山田の今をお話します。
味 体 験観光施設観光施設

☎0193-82-3111  山田町水産商工課　☎0193-65-7901  （一社）山田町観光協会お問い合わせ☎0193-42-8725 大槌町商工観光課　☎0193-42-8725 大槌町観光物産協会（大槌町商工観光課内）お問い合わせ

心

ひか
れる美しい景色 復興を

目指す山田
湾の自然とともに

●OTSUCHI ●YAMADA

船越半島と重茂半島に抱かれた山田湾は内海で波も穏やかなのが特徴で、
魚介類の養殖にも適しています。そんな海、山と自然に恵まれた山田町。
ゆったりとした時間の流れがそこにあります。

福幸きらり商店街
飲食店、菓子店、電器店、美容室、弁当店、レンタルビデオショップなどが出店し
た大槌町内の仮設商店街では最大のもの。

吉里吉里海岸
きりきりかいがん

東日本大震災で大きな被害を受けた吉里吉里海岸海水浴場が、復活。震災前のビーチを取り戻そうと海岸清掃などの様々な活動が行われています。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］　□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約40分

海水浴場復活海水浴場復活
自 然

☎・□¥  店舗による　□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約30分

ふっこうきらりしょうてんがい

おらが大槌夢広場
『生きる』ことの大切さ、難しさ、苦しさ、そして希望。それらすべてをお話しつつ、
『被災地』ではない素顔の大槌町の魅力も発信。地域住民と交流できるプログ
ラムも多数あります。
（Emailのみ）　 mioinusa@gmail.com　□営・□¥  要相談（メニユーによる）
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約30分

おらがおおつちゆめひろば
町を育てる人を育てる町を育てる人を育てる

大槌町内最大の仮設商店街大槌町内最大の仮設商店街
体 験

「ひょっこりひょうたん島」のモデルともされる蓬莱島は、
「ひょうたん島」の愛称で大槌町の人々に親しまれてきました。その場所に立ち、
吹きぬける風と一体になった時、なにかが聞こえてくるかもしれません。

周囲約30kmのほぼ円形で、円い鏡を思わせる穏やかな海面、そのなかに浮かぶ白い岩肌に松の緑が鮮やかな2つの島と、まるで大きな箱庭を思わせる景色が広がります。
江戸時代にオランダ船が上陸したことから名付けられたオランダ島は、シーカヤックや漁船クルーズの立寄り拠点として人気のスポット。
☎0193-82-3111［山田町水産商工課］ 　

まるで大きな箱庭まるで大きな箱庭

アスレチック公園があり、春には桜、夏にはジャブジャブプールもある、家族で楽
しめる場所です。船越半島2つの海水浴場もすぐ近く。
☎0193-84-3755［船越家族旅行村オートキャンプ場管理棟］　□営  オートキャンプ場・トレー
ラーハウスは4月1日～11月3日、ケビンハウスは通年営業（年末年始のみ休業）。チェックイン
14時～16時。　□¥  テントサイト1泊4人まで3,240円、トレーラーハウス1泊3人まで6,480円、
ケビンハウス1泊4人まで10,800円　□交 道の駅やまだから車で約10分

マリン・ツーリズム山田
案内人は地元の漁師さん。流暢なガイドではないけれど、素朴で暖かい人柄
でおもてなしします。＋200円で旬の貝類を船上などで食べられます。
☎0193-65-7901[（一社）山田町観光協会]　□営  4月～10月
□¥ 養殖いかだ見学コース6,000円/1グループ（5人以上1人につき＋2,500円）など各
種プログラムごと（7日前までに要予約）　□交 乗船場所は船長により異なります。

まりん・つーりずむやまだ
山田湾周遊＆漁業見学・体験山田湾周遊＆漁業見学・体験

山田町大槌町
山田湾とオランダ島
やまだわんとおらんだじま

自 然

味 船越家族旅行村
ふなこしかぞくりょこうむら

アウトドアを満喫!!アウトドアを満喫!!

YamadaOtsuchi

歴史文化

体 験
体 験
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蓬莱島
ほうらいじま

大槌湾にぽっかり浮かぶ蓬莱島。平成24年
12月に新たに灯台を建設しました。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約40分

「ひょっこりひょうたん島」の
モデルになったとされる島

自 然

新山高原
しんやまこうげん

新緑が深まる頃には、新山ツツジ（レンゲツ
ツジ）の赤色が鮮やかに緑に映えます。頂上
には、風力発電の巨大な風車が立ち並びます。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］　
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約80分

山の息吹に癒されて
自 然

大槌城跡
おおつちじょうあと

県指定の史跡。およそ280年間この地を支
配してきた大槌氏の累代の居城。現在は城
山公園として整備されています。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約30分

町民に親しまれている
城山公園

崎山展望台
さきやまてんぼうだい

展望台からは眼下に浪板海岸や船越湾が見
えます。野島は白い岩塊の上にアカマツが
茂った小島で、美しい姿のまま残っています。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約40分

雄大な太平洋を一望
自 然

三陸山田かき小屋
さんりくやまだかきごや

11月上旬から7月上旬までは、山田湾で採
れた殻付きカキをそのまま鉄板の上で豪快に
蒸し焼きにして濃厚な海の幸を堪能！ホタテ
やミニアワビなどの追加オプション有り！
☎0193-65-7901［（一社）山田町観光協会］
□営 11時・12時・13時・14時スタート　□休 水・木曜日
□¥ 通常プラン（40分・ライス付き）一般3,000円／
小学生2,000円など　□交 道の駅やまだから車で約5分

贅沢に海の幸を堪能

道の駅「やまだ」
～ふれあいパーク山田～

みちのえき「やまだ」～ふれあいぱーくやまだ～

農林水産大臣賞を受賞した椎茸名人が商品
を提供。また、地元の農家が作った野菜、米、
手作り団子、山田近海で獲れた新鮮な鮮魚
の販売を行っています。
☎0193-89-7025　□営 9時～18時（トイレは24時間）
□交 JR・三陸鉄道宮古駅から車で約1時間、釡石駅
から車で約50分

海・山の幸が安く手に入る道の駅

鯨と海の科学館
くじらとうみのかがくかん

2017年7月に津波被害からの復旧を経て再オープン。
神秘に満ちた海をさまざまな角度から紹介しています。
世界最大級のマッコウクジラの実物骨格標本などを
通じ三陸の海の素晴らしさを体感することができます。
☎0193-84-3985
□営 9時～17時　□休 火曜日
□¥ 一般300円、高校生・学生200円、小中学生150円
□交 道の駅やまだから車で約5分

海の神秘を体感する

復興まち歩きガイド
ふっこうまちあるきがいど

復興が進む山田のまちなかを、語り部さん
のお話を聞きながら歩きます。立ち寄るス
ポットで山田ならではのサプライズな食体験
＆つまみ食いができるコースがおすすめ。
☎0193-77-3732［新生やまだ商店街協同組合事務局］
□営 9時～18時　□¥ 復興まち歩きつまみ食いツアー
1,300円／1人（催行4人以上）など各種プログラムごと
□交  JR・三陸鉄道宮古駅から車で約50分

山田の今をお話します。
味 体 験観光施設観光施設

☎0193-82-3111  山田町水産商工課　☎0193-65-7901  （一社）山田町観光協会お問い合わせ☎0193-42-8725 大槌町商工観光課　☎0193-42-8725 大槌町観光物産協会（大槌町商工観光課内）お問い合わせ

心

ひか
れる美しい景色 復興を

目指す山田
湾の自然とともに

●OTSUCHI ●YAMADA

船越半島と重茂半島に抱かれた山田湾は内海で波も穏やかなのが特徴で、
魚介類の養殖にも適しています。そんな海、山と自然に恵まれた山田町。
ゆったりとした時間の流れがそこにあります。

福幸きらり商店街
飲食店、菓子店、電器店、美容室、弁当店、レンタルビデオショップなどが出店し
た大槌町内の仮設商店街では最大のもの。

吉里吉里海岸
きりきりかいがん

東日本大震災で大きな被害を受けた吉里吉里海岸海水浴場が、復活。震災前のビーチを取り戻そうと海岸清掃などの様々な活動が行われています。

☎0193-42-8725［大槌町商工観光課］　□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約40分

海水浴場復活海水浴場復活
自 然

☎・□¥  店舗による　□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約30分

ふっこうきらりしょうてんがい

おらが大槌夢広場
『生きる』ことの大切さ、難しさ、苦しさ、そして希望。それらすべてをお話しつつ、
『被災地』ではない素顔の大槌町の魅力も発信。地域住民と交流できるプログ
ラムも多数あります。
（Emailのみ）　 mioinusa@gmail.com　□営・□¥  要相談（メニユーによる）
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約30分

おらがおおつちゆめひろば
町を育てる人を育てる町を育てる人を育てる

大槌町内最大の仮設商店街大槌町内最大の仮設商店街
体 験

「ひょっこりひょうたん島」のモデルともされる蓬莱島は、
「ひょうたん島」の愛称で大槌町の人々に親しまれてきました。その場所に立ち、
吹きぬける風と一体になった時、なにかが聞こえてくるかもしれません。

周囲約30kmのほぼ円形で、円い鏡を思わせる穏やかな海面、そのなかに浮かぶ白い岩肌に松の緑が鮮やかな2つの島と、まるで大きな箱庭を思わせる景色が広がります。
江戸時代にオランダ船が上陸したことから名付けられたオランダ島は、シーカヤックや漁船クルーズの立寄り拠点として人気のスポット。
☎0193-82-3111［山田町水産商工課］ 　

まるで大きな箱庭まるで大きな箱庭

アスレチック公園があり、春には桜、夏にはジャブジャブプールもある、家族で楽
しめる場所です。船越半島2つの海水浴場もすぐ近く。
☎0193-84-3755［船越家族旅行村オートキャンプ場管理棟］　□営  オートキャンプ場・トレー
ラーハウスは4月1日～11月3日、ケビンハウスは通年営業（年末年始のみ休業）。チェックイン
14時～16時。　□¥  テントサイト1泊4人まで3,240円、トレーラーハウス1泊3人まで6,480円、
ケビンハウス1泊4人まで10,800円　□交 道の駅やまだから車で約10分

マリン・ツーリズム山田
案内人は地元の漁師さん。流暢なガイドではないけれど、素朴で暖かい人柄
でおもてなしします。＋200円で旬の貝類を船上などで食べられます。
☎0193-65-7901[（一社）山田町観光協会]　□営  4月～10月
□¥ 養殖いかだ見学コース6,000円/1グループ（5人以上1人につき＋2,500円）など各
種プログラムごと（7日前までに要予約）　□交 乗船場所は船長により異なります。

まりん・つーりずむやまだ
山田湾周遊＆漁業見学・体験山田湾周遊＆漁業見学・体験

山田町大槌町
山田湾とオランダ島
やまだわんとおらんだじま

自 然

味 船越家族旅行村
ふなこしかぞくりょこうむら

アウトドアを満喫!!アウトドアを満喫!!

YamadaOtsuchi

歴史文化

体 験
体 験
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特徴は、極細の縮れ麺と琥珀色に透き通った醤油ベースのあっさりスープ。
釡石ラーメンは市内20店舗以上で食べられます。

釜石ラーメン
かまいしらーめん

道の駅「種山ヶ原ぽらん」
みちのえき「たねやまがはらぽらん」

「ぽらん」とは、宮沢賢治の童話作品「ポラーノ
の広場」に出てくる広場の名前。新鮮な野菜や
町の特産品・民芸品・工芸品が手に入ります。
☎0197-38-2215　□営 売店：9時～18時（冬期17時
まで）、レストラン：11時～17時（11月～3月 16時まで）
□交 JR水沢江刺駅から車で約30分

 高原の小さなステーション

まち家世田米駅
まちやせたまいえき

コミュニティカフェ、レストラン、蔵ギャラリー
などを備えており、レストラン「ケラッセ」で
はこだわりが詰まった地元食材を活用した創
作料理を堪能できます。
☎0192-22-7828　□営 9時～22時（ランチ：11時
30分～14時、ディナー：18時～22時）
□交  岩手県交通バス停世田米駅から徒歩約5分

古民家をリノベーションした
交流拠点

砂金採り体験
さきんとりたいけん

気仙川の周辺には金山跡が至る所に残って
います。上流では砂金が採れることが知られ、
町内外から参加者が集まる砂金採り体験を
実施しています。
☎0192-46-2111［住田町観光協会］
□営 4月下旬～9月上旬　□¥  1,500円/1人
□交  JR上有住駅から車で約20分

気仙川で砂金採り

住田町民俗資料館
すみたちょうみんぞくしりょうかん

昭和初期に建築された旧上有住小学校校舎
を、現在の場所にそのまま移築し資料館と
して開館。産金や製鉄、民俗資料など900
点を見ることができます。
☎0192-48-2013　□営 9時～16時　
□¥  大人210円　小・中・高生105円　
□休 12月29日～1月3日、祝日　
□交  JR上有住駅から車で約20分

産金と製鉄の資料を見学

釜石観光
ボランティアガイド会 夢ふれあい隊
かまいしかんこうぼらんてぃあがいどかい ゆめふれあいたい

世界遺産登録された橋野鉄鉱山と関連施設を案
内します。また、震災時の小・中学生の避難を
通じた防災教育のガイドや伊能忠敬の三陸測量
の軌跡・星座石等の案内も行なっています。お
客様の車両へガイドが同乗してご案内します。
☎0193-22-5835[釡石観光物産協会]　□営 9時～17時
□¥  3,000円／ガイド1人（3時間まで／1ガイドあたり40名まで対応）
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から徒歩すぐ

近代製鉄発祥の地と
震災ガイド

サン・フィッシュ釜石
さん・ふぃっしゅかまいし

1Fは地元の旬をぎゅっと集めた市場、2Fは
飲食店などで、旬を迎えた山海の豊富な食
材がずらりとならびます。
☎0193-31-3668　
□営 7時～16時（2Fは店舗により異なる）　
□休 第1・3・5水曜日　
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から徒歩すぐ

三陸釡石の新鮮な魚介類と
美味しい海鮮料理が食べられます

旧釜石鉱山事務所
きゅうかまいしこうざんじむしょ

もとは釡石鉱山株式会社の総合事務所。釡
石鉱山学園や鉱山事務所を再現したフロア
や、鉱山でとれる鉱石の展示コーナーなど、
大人だけでなくお子様も楽しく見学できます。
☎0193-55-5521　□営 9時30分～16時30分（入
館は16時まで）　□休火曜・水曜日・12/9～3/31
（冬期休館）　□¥  一般300円/小・中学生100円
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約35分

親子で鉱山について
楽しく勉強しよう！

釜石市立鉄の歴史館
かまいししりつてつのれきしかん

近代製鉄を先導した「鉄のまち釡石」を楽し
みながら学べる施設。釡石湾を一望する
ビュースポットも。

☎0193-24-2211　□営 9時～17時（入館は16時まで）
□休 火曜日、12月29日～1月3日
□¥  一般500円/高校生300円/小・中学生150円
□交 JR・三陸鉄道釡石駅からバスで約10分[観音前]、
徒歩約3分　

海外客にも大人気！
歴史展示と斬新オブジェ

味体 験 体 験観光施設 観光施設 観光施設 観光施設観光施設

「鉄と魚のまち」として発展した釡石市。
その歴史に触れることができる施設をはじめ、
入り組んだ海岸線が美しいリアス海岸を一望できる絶景スポットが点在しています。

☎0193-27-8421  釡石市商業観光課　☎0193-22-5835  釡石観光物産協会お問い合わせ

川で砂金を採集する「砂金アドベンチャー」や、
案内人と一緒に賢治がこよなく愛した種山ヶ原の散策など、
住田町の歴史と自然に触れる体験プログラムが揃っています。

☎0192-46-3861 住田町農政課　☎0192-46-2111 住田町観光協会（住田町農政課内）お問い合わせ

賢

治の
愛した種山ヶ原

平泉
を支えた金、

自然
と歴史を学ぶ

釜石
のまちをつくった、

Kamaishi住田町Sumita

ミッフィーカフェかまいし
オランダ人の絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描くう
さぎの絵本の主人公‶ミッフィー”をテーマとした釡石オリジナルのカフェです。
☎0193-55-6707　□営平日11時～16時（ラストオーダー16時）
※ディナー営業は要事前予約（4名以上）／土日祝日11時～20時（ラストオーダー20時）
□休  毎月第3木曜日、毎週水曜日　□交 JR・三陸鉄道釡石駅から徒歩約15分

☎0193-22-5835［釡石観光物産協会］
□営  店舗による　□¥   平均450円～550円

みっふぃーかふぇかまいし

みんなだいすき！
ミッフィーのオリジナルカフェ 
みんなだいすき！
ミッフィーのオリジナルカフェ 

市民に長く愛されている味を
ご賞味あれ。 
市民に長く愛されている味を
ご賞味あれ。 

味

味 橋野鉄鉱山
近代製鉄の父と言われる大島高任の技術指導で建設された現存する日本最古の洋式高炉
跡。敷地内には3基の高炉跡の他、水路・水車跡地等もあり、当時に思いを馳せること
ができます。

☎0193-54-5250［釡石市橋野鉄鉱山インフォメーションセンター］
□営  4月1日～12月8日（冬期間休館）・9時30分～16時30分　□¥   無料
□交 JR・三陸鉄道釡石駅から車で約50分

はしのてっこうざん

明治日本の産業革命遺産明治日本の産業革命遺産

●SUMITA
●KAMAISHI

釜石市
住田町の自然や文化を伝えるふるさとの達人（マイスター）である森の
案内人と一緒に、宮沢賢治がこよなく愛した種山ヶ原を散策してみま
せんか。

森の案内人と行く散策体験
もりのあんないにんといくさんさくたいけん

五葉山火縄銃鉄砲隊
藩政時代に伊達藩に納めていた「火縄」を現代に復刻し、その地元産火
縄を使った日本で唯一の鉄砲隊を結成し伝承活動を行っています。演
武練習が見学可能。【注】火薬使用に際する許可申請が必要となるため、ご予約はお早めに。

☎0192-46-3861［住田町農政課］　□営  応相談　□¥   1,000円/1人（おやつ付）
□交 JR上有住駅から車で約10分

☎080-2817-8248[事務局：佐々木]　□営  8時30分～17時30分（要予約）
□¥   5,000円/案内人1人　□交 JR水沢江刺駅から車で約30分

ごようざんひなわじゅうてっぽうたい
号砲轟く鉄砲隊演武号砲轟く鉄砲隊演武

宮沢賢治の愛した
種山ヶ原を散策 
宮沢賢治の愛した
種山ヶ原を散策 

滝観洞
洞窟入り口より880mの場所に落差29mの大滝が流れ落ちています。隣接する滝観洞
観光センターには、桶を使って流しそうめんのように食べる「滝流しそば」（550円）を用
意しています。
☎0192-48-2756［滝観洞観光センター］　□営  8時30分～17時
□¥   大人1,050円/中高生700円/小学生500円/幼児無料　□交 JR上有住駅から徒歩約3分

ろうかんどう

滝観洞で 洞窟アドベンチャー滝観洞で 洞窟アドベンチャー
体 験

観光施設

歴史文化

歴史文化
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特徴は、極細の縮れ麺と琥珀色に透き通った醤油ベースのあっさりスープ。
釡石ラーメンは市内20店舗以上で食べられます。

釜石ラーメン
かまいしらーめん

道の駅「種山ヶ原ぽらん」
みちのえき「たねやまがはらぽらん」

「ぽらん」とは、宮沢賢治の童話作品「ポラーノ
の広場」に出てくる広場の名前。新鮮な野菜や
町の特産品・民芸品・工芸品が手に入ります。
☎0197-38-2215　□営 売店：9時～18時（冬期17時
まで）、レストラン：11時～17時（11月～3月 16時まで）
□交 JR水沢江刺駅から車で約30分

 高原の小さなステーション

まち家世田米駅
まちやせたまいえき

コミュニティカフェ、レストラン、蔵ギャラリー
などを備えており、レストラン「ケラッセ」で
はこだわりが詰まった地元食材を活用した創
作料理を堪能できます。
☎0192-22-7828　□営 9時～22時（ランチ：11時
30分～14時、ディナー：18時～22時）
□交  岩手県交通バス停世田米駅から徒歩約5分

古民家をリノベーションした
交流拠点

砂金採り体験
さきんとりたいけん

気仙川の周辺には金山跡が至る所に残って
います。上流では砂金が採れることが知られ、
町内外から参加者が集まる砂金採り体験を
実施しています。
☎0192-46-2111［住田町観光協会］
□営 4月下旬～9月上旬　□¥  1,500円/1人
□交  JR上有住駅から車で約20分

気仙川で砂金採り

住田町民俗資料館
すみたちょうみんぞくしりょうかん

昭和初期に建築された旧上有住小学校校舎
を、現在の場所にそのまま移築し資料館と
して開館。産金や製鉄、民俗資料など900
点を見ることができます。
☎0192-48-2013　□営 9時～16時　
□¥  大人210円　小・中・高生105円　
□休 12月29日～1月3日、祝日　
□交  JR上有住駅から車で約20分

産金と製鉄の資料を見学

釜石観光
ボランティアガイド会 夢ふれあい隊
かまいしかんこうぼらんてぃあがいどかい ゆめふれあいたい

世界遺産登録された橋野鉄鉱山と関連施設を案
内します。また、震災時の小・中学生の避難を
通じた防災教育のガイドや伊能忠敬の三陸測量
の軌跡・星座石等の案内も行なっています。お
客様の車両へガイドが同乗してご案内します。
☎0193-22-5835[釡石観光物産協会]　□営 9時～17時
□¥  3,000円／ガイド1人（3時間まで／1ガイドあたり40名まで対応）
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から徒歩すぐ

近代製鉄発祥の地と
震災ガイド

サン・フィッシュ釜石
さん・ふぃっしゅかまいし

1Fは地元の旬をぎゅっと集めた市場、2Fは
飲食店などで、旬を迎えた山海の豊富な食
材がずらりとならびます。
☎0193-31-3668　
□営 7時～16時（2Fは店舗により異なる）　
□休 第1・3・5水曜日　
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から徒歩すぐ

三陸釡石の新鮮な魚介類と
美味しい海鮮料理が食べられます

旧釜石鉱山事務所
きゅうかまいしこうざんじむしょ

もとは釡石鉱山株式会社の総合事務所。釡
石鉱山学園や鉱山事務所を再現したフロア
や、鉱山でとれる鉱石の展示コーナーなど、
大人だけでなくお子様も楽しく見学できます。
☎0193-55-5521　□営 9時30分～16時30分（入
館は16時まで）　□休火曜・水曜日・12/9～3/31
（冬期休館）　□¥  一般300円/小・中学生100円
□交  JR・三陸鉄道釡石駅から車で約35分

親子で鉱山について
楽しく勉強しよう！

釜石市立鉄の歴史館
かまいししりつてつのれきしかん

近代製鉄を先導した「鉄のまち釡石」を楽し
みながら学べる施設。釡石湾を一望する
ビュースポットも。

☎0193-24-2211　□営 9時～17時（入館は16時まで）
□休 火曜日、12月29日～1月3日
□¥  一般500円/高校生300円/小・中学生150円
□交 JR・三陸鉄道釡石駅からバスで約10分[観音前]、
徒歩約3分　

海外客にも大人気！
歴史展示と斬新オブジェ

味体 験 体 験観光施設 観光施設 観光施設 観光施設観光施設

「鉄と魚のまち」として発展した釡石市。
その歴史に触れることができる施設をはじめ、
入り組んだ海岸線が美しいリアス海岸を一望できる絶景スポットが点在しています。

☎0193-27-8421  釡石市商業観光課　☎0193-22-5835  釡石観光物産協会お問い合わせ

川で砂金を採集する「砂金アドベンチャー」や、
案内人と一緒に賢治がこよなく愛した種山ヶ原の散策など、
住田町の歴史と自然に触れる体験プログラムが揃っています。

☎0192-46-3861 住田町農政課　☎0192-46-2111 住田町観光協会（住田町農政課内）お問い合わせ

賢

治の
愛した種山ヶ原

平泉
を支えた金、

自然
と歴史を学ぶ

釜石
のまちをつくった、

Kamaishi住田町Sumita

ミッフィーカフェかまいし
オランダ人の絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描くう
さぎの絵本の主人公‶ミッフィー”をテーマとした釡石オリジナルのカフェです。
☎0193-55-6707　□営平日11時～16時（ラストオーダー16時）
※ディナー営業は要事前予約（4名以上）／土日祝日11時～20時（ラストオーダー20時）
□休  毎月第3木曜日、毎週水曜日　□交 JR・三陸鉄道釡石駅から徒歩約15分

☎0193-22-5835［釡石観光物産協会］
□営  店舗による　□¥   平均450円～550円

みっふぃーかふぇかまいし

みんなだいすき！
ミッフィーのオリジナルカフェ 
みんなだいすき！
ミッフィーのオリジナルカフェ 

市民に長く愛されている味を
ご賞味あれ。 
市民に長く愛されている味を
ご賞味あれ。 

味

味 橋野鉄鉱山
近代製鉄の父と言われる大島高任の技術指導で建設された現存する日本最古の洋式高炉
跡。敷地内には3基の高炉跡の他、水路・水車跡地等もあり、当時に思いを馳せること
ができます。

☎0193-54-5250［釡石市橋野鉄鉱山インフォメーションセンター］
□営  4月1日～12月8日（冬期間休館）・9時30分～16時30分　□¥   無料
□交 JR・三陸鉄道釡石駅から車で約50分

はしのてっこうざん

明治日本の産業革命遺産明治日本の産業革命遺産

●SUMITA
●KAMAISHI

釜石市
住田町の自然や文化を伝えるふるさとの達人（マイスター）である森の
案内人と一緒に、宮沢賢治がこよなく愛した種山ヶ原を散策してみま
せんか。

森の案内人と行く散策体験
もりのあんないにんといくさんさくたいけん

五葉山火縄銃鉄砲隊
藩政時代に伊達藩に納めていた「火縄」を現代に復刻し、その地元産火
縄を使った日本で唯一の鉄砲隊を結成し伝承活動を行っています。演
武練習が見学可能。【注】火薬使用に際する許可申請が必要となるため、ご予約はお早めに。

☎0192-46-3861［住田町農政課］　□営  応相談　□¥   1,000円/1人（おやつ付）
□交 JR上有住駅から車で約10分

☎080-2817-8248[事務局：佐々木]　□営  8時30分～17時30分（要予約）
□¥   5,000円/案内人1人　□交 JR水沢江刺駅から車で約30分

ごようざんひなわじゅうてっぽうたい
号砲轟く鉄砲隊演武号砲轟く鉄砲隊演武

宮沢賢治の愛した
種山ヶ原を散策 
宮沢賢治の愛した
種山ヶ原を散策 

滝観洞
洞窟入り口より880mの場所に落差29mの大滝が流れ落ちています。隣接する滝観洞
観光センターには、桶を使って流しそうめんのように食べる「滝流しそば」（550円）を用
意しています。
☎0192-48-2756［滝観洞観光センター］　□営  8時30分～17時
□¥   大人1,050円/中高生700円/小学生500円/幼児無料　□交 JR上有住駅から徒歩約3分

ろうかんどう

滝観洞で 洞窟アドベンチャー滝観洞で 洞窟アドベンチャー
体 験

観光施設

歴史文化

歴史文化
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碁石海岸穴通船
ごいしかいがんあなとおしせん

地元漁師が操船する小型船に乗り、海面すれすれか
ら見上げる断崖美と青のコントラスト、大船渡のシ
ンボル“穴通磯”洞穴くぐりなど、ここでしか味わえ
ないスリリングかつ爽快な体験に感動間違い無し！
☎0192-29-2359［碁石海岸インフォメーションセンター］
□営６月～11月（５月GW要相談）9時～15時※海が荒れている
場合、運航を中止します。　□¥  2,000円/人（２名以上で運航）
□交  JR大船渡線BRT細浦駅から車で約10分

碁石海岸イチオシ体験！
海から感じる三陸復興国立公園

大船渡温泉
おおふなとおんせん

天然温泉の展望大浴場から望む大船渡湾口
の景観は大変美しく、水平線から昇る朝日
(冬季)や漁火も一見の価値有り！食事は、
世界三大漁場の三陸沖で水揚げされた魚介
類から、選りすぐりを提供いたします。
☎0192-26-1717　
□交  JR大船渡線BRT下船渡駅から車で約５分

三陸随一の眺望を臨む
漁師経営の天然温泉の宿泊施設

三陸鉄道・「恋し浜駅」
さんりくてつどう・「こいしはまえき」

恋愛成就のパワースポット、三陸鉄道「恋し
浜駅」。ホタテの絵馬に願い書き、「しあわせ
の鐘」を鳴らせば幸せはすぐそこに！駅前に
は、焼きホタテも食べられる恋し浜ホタテ
デッキもあります(要予約)。
☎0192-27-9669［三陸鉄道南リアス線運行部］
　090-6686-5148［恋し浜ホタテデッキ］

岩手県に来たら
三陸鉄道は外せない！

大船渡さんまら～めん
おおふなとさんまら～めん

本州一位の水揚げを誇る大船渡のさんまを、豪
快にラーメンにアレンジ。さんまダシのスープ、
さんまのすり身、さんまみりん干入りなど、店舗
毎にオリジナリティ溢れる個性豊かなラーメン。
☎0192-29-2121
［さんまグルメ研究会（碁石海岸レストハウス内）］
□営 市内７店舗　

大船渡ご当地ラーメン！
ドラマから生まれたNEOら～めんも登場

●RIKUZENTAKATA ●OFUNATO

奇跡の一本松
陸前高田市を見守り続けてきた、約7万本もの松林。津波に耐えて奇跡的に残っ
たただ1本の松は、「奇跡の一本松」として復興のシンボルとなって多くの人が訪
れている。

一本松茶屋
いっぽんまつちゃや

国道45号線沿いにあり、飲食店・カフェ・物産販売コーナーが軒を並べ、
奇跡の一本松や市内観光の拠点となる観光物産施設。
☎0192-22-7700［一本松茶屋］　□営  9時～18時　□交  JR大船渡線BRT奇跡の一本松駅降りてすぐ　□休  無休（年末年始のみ休み）

一本松観光の拠点施設一本松観光の拠点施設

自 然

☎0192-54-5011［陸前高田市観光物産協会]
□交  JR大船渡線BRT奇跡の一本松駅から徒歩約15分

きせきのいっぽんまつ

気仙大工左官伝承館 3.11希望の灯り
気仙大工左官の優れた建築技法を後世に伝えるために建設されたもの。当時の建築様式により、材料はすべて
気仙杉などを使用している。神戸市にある阪神淡路大震災のモニュメント「1.17希望の灯り」が陸前高田市に灯り、
こころをつなぐ「3.11希望の灯り」として、柔らかな炎を揺らし続けている。気仙大工左官伝承館の敷地内にある。

☎0192-56-2911［気仙左官大工伝承館］　□営  9時～16時（夏期延長あり）
□休  水曜日（祝日の場合は翌日）　□¥  無料　□交 JR大船渡線BRT脇ノ沢駅から車で約10分

けせんだいくさかんでんしょうかん 3.11 きぼうのあかり
優れた建築技法を後世に伝える優れた建築技法を後世に伝える

 復興のシンボル 復興のシンボル

味

陸前高田市
美しいリアスの海岸線が続く、三陸南部に位置する陸前高田市。
東日本大震災津波で甚大な被害を受けましたが、世界中から寄せられた
たくさんの支援に支えられながら、復興に向け歩き出しています。

☎0192-54-2111  陸前高田市商工観光課　☎0192-54-5011  陸前高田市観光物産協会お問い合わせ

Rikuzentakata
リアス海岸特有の入り江と岬が連続する風光明媚な海岸線に面するまち。
三陸有数の水揚げ拠点港もあり、入り江を活かした養殖漁業も盛ん。
春には、市の花「つばき」と桜が景勝地「碁石海岸」を彩ります。

☎0192-27-3111  大船渡市観光推進室 　☎0192-21-1922  （一社）大船渡市観光物産協会お問い合わせ

全力
で復興を目指す

美
味し

い、
楽しい、椿の里

美し
い自然

と新鮮海の幸

味体 験 温 泉

観光施設

「おもてなしの心」を込めて、大船渡市内の観光地の魅力をご案内。また、
東日本大震災の体験談や、復興に向かう大船渡の視察など、画像等を織
り交ぜながら、被災地でしかできない学びの場を提供します。

椿の里・
大船渡ガイドの会

つばきのさと・
おおふなとがいどのかい

屋形船「潮騒」
湖面のように穏やかな大船渡湾内を巡る船に乗り、大自然を感じながら、
四季折々の海と山の恵みをご堪能いただけます。同湾は、牡蠣養殖が
盛んであり、食事には通年で蒸し牡蠣も。
☎0192-47-4131（要予約）［（株）シー・フロント］　□営  10時～22時頃　
□¥   プランによります　□交  JR・三陸鉄道盛駅から車で約5分

☎0192-29-2121[椿の里・大船渡ガイドの会(碁石海岸レストハウス内)]
□¥   3,000円／ガイド1名（1時間半まで／ガイド1名あたり10名程度対応）※1週間前までに要予約

やかたぶね「しおさい」

リアス海岸の美しさも
360度のパノラマで楽しめる
リアス海岸の美しさも
360度のパノラマで楽しめる

市内及び気仙管内の
観光ガイド被災体験にも対応します
市内及び気仙管内の
観光ガイド被災体験にも対応します

味

碁石海岸
永年にわたる海食により造られた断崖、洞穴や洞門、奇岩や島々、潮吹き岩などの荒 し々さと、
松林の静寂さが調和した景色は壮観で、国立公園のほか、「国の名勝・天然記念物」などにも
指定されています。周辺には、お土産販売・食事施設や、キャンプ場などもあり、まちを代
表する観光スポットです。【注】碁石海岸は浜辺ではなく、末崎半島の東南約6kmの海岸線のことをいいます。

☎0192-29-2359［碁石海岸インフォメーションセンター］　□交 JR大船渡線BRT細浦駅から車で約10分

ごいしかいがん

歳月が織りなす自然の造形美！歳月が織りなす自然の造形美！

大船渡市Ofunato

観光施設 味体 験 温 泉

黒崎仙峡温泉
くろさきせんきょうおんせん

ゆったりお湯につかりながら、季節ごと、時間ごと
に変化する太平洋の雄大な景観を楽しめる日帰り
温泉です。

☎0192-57-1126　□営 10時～20時　
□休  水曜日（祝祭日の場合は祝日以外の近日）
□¥   大人500円/小学生300円（4時間まで）
□交  JR気仙沼線BRT気仙沼駅から車で約50分

風光明媚な三陸沿岸の
絶景を堪能

震災語り部＆観光ガイド
しんさいかたりべ＆かんこうがいど

震災の被害にあいながらも、そこに住むものだから
こそ語り伝えていける事がある。復興へ向けて、未
来へ向けて、ガイドが市内を案内します。
☎0192-54-5011[陸前高田市観光物産協会]
□営  9時～18時（日没まで）　□休 年末年始
□¥  3,000円（90分まで）※30分超過ごとに500円加算。
ガイドは1名様より対応可能（ガイド一人につき40人程度まで対応）

未来へ語り継ぐ陸前高田 「ホタワカ御膳」を是非ご賞味下さい! 

体 験 観光施設

陸前高田ホタテとワカメの炙りしゃぶしゃぶ御膳
りくぜんたかたほたてとわかめのあぶりしゃぶしゃぶごぜん

☎0192-54-2111［陸前高田市商工観光課］　□営市内4店舗　□¥ 1,350円（税込）

陸前高田市が誇る3つの食材（活ホタテ・ワカメ・たかたのゆめ）を使った贅沢なお
もてなし膳。「活ホタテの刺身」「活ホタテの炙り」「活ホタテのかき揚げ」「ワカメの
しゃぶしゃぶ」「ワカメごはん」「ホタテ汁」「香のもの」「ワカメデザート」が楽しめます。
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碁石海岸穴通船
ごいしかいがんあなとおしせん

地元漁師が操船する小型船に乗り、海面すれすれか
ら見上げる断崖美と青のコントラスト、大船渡のシ
ンボル“穴通磯”洞穴くぐりなど、ここでしか味わえ
ないスリリングかつ爽快な体験に感動間違い無し！
☎0192-29-2359［碁石海岸インフォメーションセンター］
□営６月～11月（５月GW要相談）9時～15時※海が荒れている
場合、運航を中止します。　□¥  2,000円/人（２名以上で運航）
□交  JR大船渡線BRT細浦駅から車で約10分

碁石海岸イチオシ体験！
海から感じる三陸復興国立公園

大船渡温泉
おおふなとおんせん

天然温泉の展望大浴場から望む大船渡湾口
の景観は大変美しく、水平線から昇る朝日
(冬季)や漁火も一見の価値有り！食事は、
世界三大漁場の三陸沖で水揚げされた魚介
類から、選りすぐりを提供いたします。
☎0192-26-1717　
□交  JR大船渡線BRT下船渡駅から車で約５分

三陸随一の眺望を臨む
漁師経営の天然温泉の宿泊施設

三陸鉄道・「恋し浜駅」
さんりくてつどう・「こいしはまえき」

恋愛成就のパワースポット、三陸鉄道「恋し
浜駅」。ホタテの絵馬に願い書き、「しあわせ
の鐘」を鳴らせば幸せはすぐそこに！駅前に
は、焼きホタテも食べられる恋し浜ホタテ
デッキもあります(要予約)。
☎0192-27-9669［三陸鉄道南リアス線運行部］
　090-6686-5148［恋し浜ホタテデッキ］

岩手県に来たら
三陸鉄道は外せない！

大船渡さんまら～めん
おおふなとさんまら～めん

本州一位の水揚げを誇る大船渡のさんまを、豪
快にラーメンにアレンジ。さんまダシのスープ、
さんまのすり身、さんまみりん干入りなど、店舗
毎にオリジナリティ溢れる個性豊かなラーメン。
☎0192-29-2121
［さんまグルメ研究会（碁石海岸レストハウス内）］
□営 市内７店舗　

大船渡ご当地ラーメン！
ドラマから生まれたNEOら～めんも登場

●RIKUZENTAKATA ●OFUNATO

奇跡の一本松
陸前高田市を見守り続けてきた、約7万本もの松林。津波に耐えて奇跡的に残っ
たただ1本の松は、「奇跡の一本松」として復興のシンボルとなって多くの人が訪
れている。

一本松茶屋
いっぽんまつちゃや

国道45号線沿いにあり、飲食店・カフェ・物産販売コーナーが軒を並べ、
奇跡の一本松や市内観光の拠点となる観光物産施設。
☎0192-22-7700［一本松茶屋］　□営  9時～18時　□交  JR大船渡線BRT奇跡の一本松駅降りてすぐ　□休  無休（年末年始のみ休み）

一本松観光の拠点施設一本松観光の拠点施設

自 然

☎0192-54-5011［陸前高田市観光物産協会]
□交  JR大船渡線BRT奇跡の一本松駅から徒歩約15分

きせきのいっぽんまつ

気仙大工左官伝承館 3.11希望の灯り
気仙大工左官の優れた建築技法を後世に伝えるために建設されたもの。当時の建築様式により、材料はすべて
気仙杉などを使用している。神戸市にある阪神淡路大震災のモニュメント「1.17希望の灯り」が陸前高田市に灯り、
こころをつなぐ「3.11希望の灯り」として、柔らかな炎を揺らし続けている。気仙大工左官伝承館の敷地内にある。

☎0192-56-2911［気仙左官大工伝承館］　□営  9時～16時（夏期延長あり）
□休  水曜日（祝日の場合は翌日）　□¥  無料　□交 JR大船渡線BRT脇ノ沢駅から車で約10分

けせんだいくさかんでんしょうかん 3.11 きぼうのあかり
優れた建築技法を後世に伝える優れた建築技法を後世に伝える

 復興のシンボル 復興のシンボル

味

陸前高田市
美しいリアスの海岸線が続く、三陸南部に位置する陸前高田市。
東日本大震災津波で甚大な被害を受けましたが、世界中から寄せられた
たくさんの支援に支えられながら、復興に向け歩き出しています。

☎0192-54-2111  陸前高田市商工観光課　☎0192-54-5011  陸前高田市観光物産協会お問い合わせ

Rikuzentakata
リアス海岸特有の入り江と岬が連続する風光明媚な海岸線に面するまち。
三陸有数の水揚げ拠点港もあり、入り江を活かした養殖漁業も盛ん。
春には、市の花「つばき」と桜が景勝地「碁石海岸」を彩ります。

☎0192-27-3111  大船渡市観光推進室 　☎0192-21-1922  （一社）大船渡市観光物産協会お問い合わせ

全力
で復興を目指す

美
味し

い、
楽しい、椿の里

美し
い自然

と新鮮海の幸

味体 験 温 泉

観光施設

「おもてなしの心」を込めて、大船渡市内の観光地の魅力をご案内。また、
東日本大震災の体験談や、復興に向かう大船渡の視察など、画像等を織
り交ぜながら、被災地でしかできない学びの場を提供します。

椿の里・
大船渡ガイドの会

つばきのさと・
おおふなとがいどのかい

屋形船「潮騒」
湖面のように穏やかな大船渡湾内を巡る船に乗り、大自然を感じながら、
四季折々の海と山の恵みをご堪能いただけます。同湾は、牡蠣養殖が
盛んであり、食事には通年で蒸し牡蠣も。
☎0192-47-4131（要予約）［（株）シー・フロント］　□営  10時～22時頃　
□¥   プランによります　□交  JR・三陸鉄道盛駅から車で約5分

☎0192-29-2121[椿の里・大船渡ガイドの会(碁石海岸レストハウス内)]
□¥   3,000円／ガイド1名（1時間半まで／ガイド1名あたり10名程度対応）※1週間前までに要予約

やかたぶね「しおさい」

リアス海岸の美しさも
360度のパノラマで楽しめる
リアス海岸の美しさも
360度のパノラマで楽しめる

市内及び気仙管内の
観光ガイド被災体験にも対応します
市内及び気仙管内の
観光ガイド被災体験にも対応します

味

碁石海岸
永年にわたる海食により造られた断崖、洞穴や洞門、奇岩や島々、潮吹き岩などの荒 し々さと、
松林の静寂さが調和した景色は壮観で、国立公園のほか、「国の名勝・天然記念物」などにも
指定されています。周辺には、お土産販売・食事施設や、キャンプ場などもあり、まちを代
表する観光スポットです。【注】碁石海岸は浜辺ではなく、末崎半島の東南約6kmの海岸線のことをいいます。

☎0192-29-2359［碁石海岸インフォメーションセンター］　□交 JR大船渡線BRT細浦駅から車で約10分

ごいしかいがん

歳月が織りなす自然の造形美！歳月が織りなす自然の造形美！

大船渡市Ofunato

観光施設 味体 験 温 泉

黒崎仙峡温泉
くろさきせんきょうおんせん

ゆったりお湯につかりながら、季節ごと、時間ごと
に変化する太平洋の雄大な景観を楽しめる日帰り
温泉です。

☎0192-57-1126　□営 10時～20時　
□休  水曜日（祝祭日の場合は祝日以外の近日）
□¥   大人500円/小学生300円（4時間まで）
□交  JR気仙沼線BRT気仙沼駅から車で約50分

風光明媚な三陸沿岸の
絶景を堪能

震災語り部＆観光ガイド
しんさいかたりべ＆かんこうがいど

震災の被害にあいながらも、そこに住むものだから
こそ語り伝えていける事がある。復興へ向けて、未
来へ向けて、ガイドが市内を案内します。
☎0192-54-5011[陸前高田市観光物産協会]
□営  9時～18時（日没まで）　□休 年末年始
□¥  3,000円（90分まで）※30分超過ごとに500円加算。
ガイドは1名様より対応可能（ガイド一人につき40人程度まで対応）

未来へ語り継ぐ陸前高田 「ホタワカ御膳」を是非ご賞味下さい! 

体 験 観光施設

陸前高田ホタテとワカメの炙りしゃぶしゃぶ御膳
りくぜんたかたほたてとわかめのあぶりしゃぶしゃぶごぜん

☎0192-54-2111［陸前高田市商工観光課］　□営市内4店舗　□¥ 1,350円（税込）

陸前高田市が誇る3つの食材（活ホタテ・ワカメ・たかたのゆめ）を使った贅沢なお
もてなし膳。「活ホタテの刺身」「活ホタテの炙り」「活ホタテのかき揚げ」「ワカメの
しゃぶしゃぶ」「ワカメごはん」「ホタテ汁」「香のもの」「ワカメデザート」が楽しめます。
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http://www.iwatetabi.jp/

イーハトーブいわての情報は
ここでCHECK！ここでCHECK！ 検 索いわての旅

http://plaza.rakuten.co.jp/machi03iwate/

ここでCHECK！ここでCHECK！ 検索イーハトーブログ

いわて観光キャンペーン推進協議会（岩手県商工労働観光部観光課）〒020-8570　岩手県盛岡市内丸10番1号　TEL 019-629-5572

岩手の面白情報を紹介中！
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やまがた

たのはた

たろう

やまだ

さんりく

釜石
仙人峠

高田松原（休館中）

のだ

いわいずみ

みやこ
区界高原 やまびこ館

雫石
あねっこ

に
し
ね

紫波

石鳥谷

はやちね

みやもり

遠野風の丘

とうわ

みずさわ

種山ヶ原

厳美渓

錦秋湖

かわさき

三田貝分校

くじ

22.9km
（18分）

8.7km（6分）

11.5km
（9分）

 21.6km（19分）
12.5km（11分）

11.6km（10分）

17.5km
（14分）

6.8km（5分）

9.8km
（6分）

6.7km
（4分）

7.7km
（7分）

11.6km
（10分）

12.1km（10分）

E4

9.0km（
7分）

6.4km
（6分）
7.8km
（7分）

36.5km（29分）

9.5km
　　（8分）

10.1km
（7分）

10km
（6分）

7km（5分）

11km
（7分）

12.8km
（8分）

10km
（8分）

11.4km
（9分）

11.9km
（9分）

16.2km
（13分）

安代JCT
 21.6km 17分

松尾八幡平IC
 9.5km 7分

西根IC
 10.1km 8分

滝沢IC
 10km 8分

盛岡IC
 7km 5分

盛岡南IC
 11km 8分

紫波IC
 12.8km 10分

花巻IC
 2.7km 2分

花巻空港IC
 7.7km 8分

東和IC
 11.6km 12分

江刺田瀬IC

9km　　9分

遠野IC

 12.1km 12分

宮守IC

 3.7km 4分

湯田IC
 21.6km 19分

至秋田

至仙台・東京

北上西IC
 8.7km 8分

花巻JCT
 4.1km 3分

花巻南IC
 9.8km 7分

北上江釣子IC
 2.9km 2分

北上JCT
 3.8km 3分

北上金ケ崎IC
 8.7km 6分

水沢IC
 17.5km 14分

平泉前沢IC

一関IC

 11.5km 9分

浄法寺IC
 14.9km 11分

一戸IC
 11.9km 9分

九戸IC
 11.4km 9分

軽米IC
 10km 8分

南郷IC
 9.6km 9分

八戸IC

 7.1km 6分
八戸JCT

 3.2km 2分

IGRいわて銀河鉄道・
青い森鉄道

JR
東北・秋田新幹線

バス路線

三陸鉄道
大船渡線BRT

NEXCO東日本お客さまセンター
☎0570-024-024
PHS・IP電話 ☎03-5338-7524

　 自動車

岩手県道路情報 検索
http://www.douro.com/

冬期閉鎖路線、通行規制などの路線状況については、
「岩手県道路情報提供サービス」をご覧下さい。

至青森

 1.3km 1分
安代IC

　沿岸エリア内鉄道・バス移動所要時間

掲載されている地図の位置や縮尺、所要時間などはおおよその
目安であり、掲載の所要時間は2017年12月現在のものです。
なお、鉄道の所要時間は主要駅間のおおよその目安時間です。
バスの所要時間は、駅または役場付近の最寄バス停間のおおよ
その目安時間です。ご利用の際は、最新の時刻表等をご確認の
うえお出かけください。
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