


美味しいグルメ、美しく豊かな自然、温かなおもてなしの数 ！々

イベント満載な今年のいわてを巡り、

多彩な魅力を存分に味わい尽くす、旅の大作戦！　

「黄金の國、いわて。」で、あなたの幸せを探してみよう。

※当ガイドブックに掲載されている情報は2018年12月1日現在のも
のです。掲載の商品内容、料金ほか各観光施設・店舗等の休業日・営
業時間及びイベントの開催日時等各種データ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。 ※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。※掲載の電話番
号は、各施設の問合せ用のため、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、ガイドブックで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。※当ガイド
ブックに掲載されているツアー等のお申込みは受け付けておりません。
お問合せは直接、各旅行会社等へお願いいたします。
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　 全線開通「三陸鉄道」沿線で
「口福」を見つけよう！

2019年3月、盛駅から久慈駅までの163㎞がつなが
る三陸鉄道！三陸ならではの食を味わいに行こう。

p.4へ
GO!

　 「八幡平ドラゴンアイ」を
探しにいこう！

雪解けの鏡沼がエメラルドブルーに輝き、まるで龍の
目のように見える、神秘的な春の風物詩！

p.23へ
GO!

　  猊鼻渓「運玉投げ」で運試し！

猊鼻渓舟下りの折り返し地点で、対岸の洞穴に「運
玉」を投げ入れる「運玉投げ」に挑戦。

p.25へ
GO!

　  御所野縄文公園で縄文体験！

縄文中期後半の大規模なムラの跡や、当時の様子を再
現した竪穴住居などで、縄文時代の生活を感じてみよう。

p.32へ
GO!

八幡平ドラゴンアイ

岩手さんりく漬け丼
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いわての旅をより楽しめる、イベントやニュースをご紹介！いわて旅NEWS

2019年9月に開幕する「ラグビーワールド
カップ2019™日本大会」。岩手県釡石市の
「釡石鵜住居復興スタジアム」では、２試合が
開催されます！世界最高レベルの大会を地
元をあげて盛り上げます！

ラグビーワールドカップ2019™
日本大会開催！

https://sanriku2019.jp/ https://www.rugbyworldcup.com/

三陸沿岸13市町村を会場に、6月
から開催される一大プロジェク
ト！ひとつにつながる三陸の賑わ
いにご期待ください！

「三陸防災復興
プロジェクト2019」開催！

三陸鉄道
リアス線誕生

https://www.sanrikutetsudou.com/

「北リアス線」と「南リアス線」、そ
して「JR山田線」がつながり、三陸
鉄道「リアス線」として歴史を刻み
はじめます。

https://www.silverferry.jp/

2018年6月から運航している「宮
古ー室蘭」フェリー航路。北海道
と三陸を結ぶ船旅をお楽しみい
ただけます。

宮古-室蘭フェリー
で海の旅！

　  絶景を探して
早朝＆夜景の旅へ

早朝の自然散策や、星空や夜の水族館をめぐるナイトツ
アーなど、その時間にしか出会えない絶景を探しに行こう！

p.8へ
GO!

　  サクラサク
いわての「花めぐり」へ！

いわて各地には桜の名所のほかにも、ミズバショウや菜の
花、ツツジなど、美しい花の名所がいっぱい！

p.6へ
GO!

 　 「みちのく潮風トレイル」
スタンプを集めよう！

青森県八戸市から岩手県洋野町～普代村までの、「北三陸
ルート」の踏破認定制度。スタンプを集めて記念品をゲットしよう。

p.10へ
GO!

 　三陸の自然と文化を体験しよう！

三陸ならではの文化や自然をめぐる体験のほか、ビーチヨガ
やスキューバ、SUP体験など、三陸の新しい楽しみ方を発見！

p.12へ
GO!

 　名湯豊富ないわての「湯めぐり」を堪能！

爽やかな空気の中で楽しむ露天風呂や、源泉掛け流しの
名湯。個性豊かないわての自慢の温泉に行こう！

p.14へ
GO!

 　いわての黄金食財を味わおう！

広い県土のいわてはエリアごとに、魅力ある食材やご当地
グルメが盛りだくさん。いわてならではの味を楽しもう。

p.16へ
GO!

 　いわてのお酒を飲み比べよう！

「南部杜氏」の里いわての日本酒をはじめ、日本一を獲得
したクラフトビールや冷涼な気候を生かしたワインなど、個
性豊かなお酒を飲み比べてみよう。

p.18へ
GO!
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こくっち
（県北エリア）

うにっち
（沿岸エリア）

そばっち
メインキャラクターとふっち

（県央エリア）
おもっち
（県南エリア）

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。

岩手県 PRキャラクター

「わんこきょうだい」 
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新スポット
紹介

新スポット紹介

三陸鉄道リアス線

盛駅から久慈駅までの163ｋｍがつながり、第三セクター鉄道としては

日本最長となる「三陸鉄道」が2019年3月23日に誕生。

三陸鉄道の各駅には、それぞ
れ愛称がつけられ、多くの鉄
道ファンをはじめ地域の方々
に親しまれている。三陸鉄道
へ移管されるJR山田線（釡石
～宮古）の各駅の愛称も、公
募により決定した。

つながる三陸久慈駅

宮古駅

釜石駅
平田駅

陸中宇部駅 陸中野田駅

堀内駅
白井海岸駅
普代駅

田野畑駅
島越駅

岩泉小本駅

摂待駅

田老駅

佐羽根駅
一の渡駅

山口団地駅

十府ヶ浦海岸駅
野田玉川駅

唐丹駅

三陸駅
甫嶺駅

恋し浜駅

綾里駅
陸前赤崎駅

吉浜駅

盛駅

大船渡線BRT

野田村野田村

普代村普代村

久慈市久慈市

田野畑村田野畑村岩泉町岩泉町

山田町山田町

大槌町大槌町

住田町住田町

陸前高田市陸前高田市

大船渡市大船渡市

釜石市釜石市

宮古市宮古市

遠野市遠野市

両石駅（恋の峠 愛の浜）

鵜住居駅（トライステーション）

大槌駅（鮭とひょうたん島の町）

吉里吉里駅（鳴き砂の浜）

浪板海岸駅（片寄波のサーフサイド）

岩手船越駅（本州最東端の駅）

織笠駅（鮭まつる川）

陸中山田駅（海のオランダ島）

豊間根駅（まつたけの里）

払川駅（新たな希望）

津軽石駅（鮭の町）

八木沢・宮古短大駅
（八木沢川のせせらぎ）

磯鶏駅（松原の想い出）

路線図
N E W

シンボ
ルカラ
ーは「
三陸の

海」の
青、

「鉄
道に対

する情
熱」の
赤、

「誠実
」を表
すアイ
ボリー
の３色
！

日本最初の第三セクターとしてスタートした三陸鉄道は、
2019年3月に、JR東日本から山田線（釡石～宮古）の経
営を移管され、従来の南リアス線（盛～釡石）、北リアス
線（宮古～久慈）とつながり、新たに「リアス線」として歴
史を刻みはじめる。

運行開始！三陸鉄道「リアス線」祝

三陸の美味・四季おりおり旬の魚

三陸鉄道リアス線誕生記念　美味しい三陸の旅
暖流と寒流が交わる三陸沖は、四季折 に々美味しい魚介類が豊富
に獲れる。その日、その時、一番の旬を三陸沿岸のお店で統一メ
ニュー「岩手さんりく漬け膳・丼」として提供。お店ごとに工夫を凝ら
した自慢の“漬け”を味わおう。
［参加店］ 岩手県沿岸全域と盛岡市の一部店舗。のぼりが目印。
 詳しくは三陸鉄道発行「駅‐１グルメ」３月２３日号または三陸鉄道HPで確認を。

三陸鉄道では６月から「三陸漬け丼列車」を企画中。詳しくはホームページで。
https://www.sanrikutetsudou.com/

のぼりが目
印
！

のぼりが目
印
！

0504



　 のお出迎え
かぐわしい！

4月下旬から5月中旬、雪谷川ダムフォ
リストパーク・軽米の約40種類15万
本のチューリップが咲き誇る。
☎  0195-46-4746（軽米町観光協会）

5月上旬（予定）開催日

約300種4000本ものぼたんが優雅に
咲き誇り、「百花の王」と称される艶や
かな大輪の花を楽しみに多くの人々が
訪れる。
☎  0191-82-4066

花と泉の公園「ぼたん園」
5月～ 6月上旬花の見頃

4月中旬～下旬花の見頃 4月下旬～5月上旬花の見頃 4月下旬～5月中旬花の見頃

釜石市 遠野市 宮古市

1933（昭和8）年の三陸大津波からの復興を
願い、約2,800本のソメイヨシノが植樹され
た。３年に一度、さくら祭が開催される。
☎  0193-27-8421（釡石市産業振興部商業観光課）

桜並木から猿ヶ石川と六角牛山を望む風景
は、遠野の春を代表する風景。
☎  0198-62-1333（遠野市観光協会）

4月下旬から5月中旬にかけて、約100種類
800本の桜が次 と々満開となり見頃を迎える。
☎  0193-62-2111（宮古市観光課）

450種6,000株ものバラが咲き誇る5
月下旬から7月上旬にバラまつりが開
催される。宮沢賢治が設計した日時計
花壇で知られる。
☎  0198-37-2111（花巻温泉）

夏：5月下旬～7月上旬　
秋：9月中旬～11月上旬花の見頃

ミズバショウの見頃は5月上旬から中
旬で、遊歩道から雪解けに咲く可憐な
花が鑑賞できる。
☎  0195-42-2111（九戸村観光協会）

5月上旬～中旬花の見頃

5月下旬から6月上旬にかけて見頃を
迎える五葉山のツツジ。登山シーズン
の訪れと共に、紅色の大群落が見事
な花を咲かせる。
☎  0192-21-1922（大船渡市観光物産協会）

五葉山ツツジ観賞会 戸井良沢水芭蕉公園 花巻温泉バラ園
6月2日（日）開催日

雪が残る雄大な岩手山を背景に、鮮や
かな黄色い菜の花畑が広がる、春のい
わての絶景。
☎  019-692-4321（小岩井農場まきば園）

5月中旬花の見頃

軽米町

チューリップ

雫石町

菜の花

一関市

ふ じ

一関市

ぼたん

花巻市

バ ラ

雫石町

芝 桜

大船渡市

ツツジ

西和賀町

カタクリ

九戸村

ミズバショウ

平泉町

あやめ

森と水とチューリップフェスティバル
もりとみずとちゅーりっぷふぇすてぃばる

小岩井農場の菜の花
こいわいのうじょうのなのはな

全長約2kmの峡谷を船頭のげいび追
分を聴きながら、舟下りを楽しめる。
藤の花が春の一番の見どころ。
☎  0191-47-2341（げいび観光センター）

5月下旬～6月上旬花の見頃

猊鼻渓
げいびけい

はなといずみのこうえん「ぼたんえん」

唐丹町本郷の桜並木
とうにちょうほんごうのさくらなみき

綾織の桜並木 臼木山
うすきやまあやおりのさくらなみき

ごようざんつつじかんしょうかい

カタクリやミズバショウ、ザゼンソウ等
の群生地が点在する西和賀町。群生
エリアをめぐるカタクリの観察会に出
かけよう。
☎  0197-81-1135（西和賀町観光協会）

4月下旬～5月上旬花の見頃

にしわがカタクリ回廊
にしわがかたくりかいろう

といらざわみずばしょうこうえん

白や紫などの約300種3万株の花菖蒲
が咲き誇る。延年の舞や茶会、写生
大会などが開催される。
☎  0191-46-2331（毛越寺）

6月20日（木）～7月10日（水）開催日

毛越寺あやめまつり
もうつうじあやめまつり

はなまきおんせんばらえん

雪の残る岩手山を背景に、美しい芝桜
の花のじゅうたんが広がる。
☎  019-692-6001（花工房らら倶楽部）

5月中旬花の見頃

芝桜の丘
しばざくらのおか

豊臣秀吉天下統一の最後の合戦場
となった九戸城。現在は桜の美し
い史跡公園として親しまれている。
☎ 0195-23-3641 （二戸市観光協会）

九戸城跡
くのへじょうあと

二戸市

4月中旬～5月上旬花の見頃

多くの方が東北を訪れるように、桜を東北の復興・再生のシンボルとして「東北・夢の
桜街道～桜の札所・八十八ヵ所」が選定されている。岩手県内には14カ所の札所がある。
東北・夢の桜街道推進協議会事務局 info@tohoku-sakurakaido.jp

東北・夢の桜街道～復興への祈りを捧げる 桜の札所・八十八ヵ所巡り～東北・夢の桜街道～復興への祈りを捧げる 桜の札所・八十八ヵ所巡り～東北・夢の桜街道～復興への祈りを捧げる 桜の札所・八十八ヵ所巡り～東北・夢の桜街道～復興への祈りを捧げる 桜の札所・八十八ヵ所巡り～CHECK!

盛岡地方裁判所の庭の巨大な
花崗岩の割れ目から育った桜。
国の天然記念物に指定。
☎  019-604-3305（盛岡観光コンベンション協会）

石割桜
いしわりざくら

盛岡市

4月中旬花の見頃

約1万本の桜が咲き誇るみちのく三大桜名所。
約2kmにわたる桜のトンネルが訪れた人々を
魅了する。
☎  0197-65-0300 （北上観光コンベンション協会）

北上展勝地
きたかみてんしょうち

北上市

4月中旬～5月上旬花の見頃

0706



雫石町

日本最大級のガーデニング公園。通常は10時開園のところ、
期間中は６時から早朝特別営業。引き締まった空気感が昼
間とはまた違った趣をみせる。
☎  019-691-8787（フラワー＆ガーデン森の風）

❶ フラワー＆ガーデン森の風
ふらわー＆がーでんもりのかぜ

4月20日（土）～実施期間

八幡平市

雪景色から春の芽吹き、新緑へと移り変わる季節の大自然
の大パノラマを堪能できるゴンドラ遊覧。気象条件により
幻想的な雲海との出会いも。
 ☎  0195-73-5010（安比グランド予約センター）

❷ 安比高原雲海ゴンドラ遊覧
あっぴこうげんうんかいごんどらゆうらん

5月18日（土）～6月30日（日）期間中の土日限定実施期間

雫石町

満天の星空が広がる標高730ⅿ、雫石銀河ロー
プウェー。専門の「星空案内人」による星空の解
説や、「ほしのしずくスタジオ」での満天の星空を
背景にした記念撮影など、星のロマンを堪能で
きる。  ☎ 019-693-1111（雫石プリンスホテル）

❻ 雫石銀河ロープウェー・
「ほしのしずくスタジオ」
しずくいしぎんがろーぷうぇー・ほしのしずくすたじお

4月13日（土）～6月30日（日）実施期間

八幡平市

参画施設の宿泊者限定の特別企画。夜の八幡平
山頂（標高1,540ｍ）で、圧倒的な大自然に囲まれ
た八幡平の星空を360°大パノラマで観察するこ
とができる。
［参画施設・お問合せ］
松川温泉（峡雲荘 ☎ 0195-78-2256、松川荘 ☎ 0195-78-2255、
松楓荘 ☎ 0195-78-2245）
八幡平温泉郷（八幡平ハイツ ☎ 0195-78-2121、
アクティブリゾーツ岩手八幡平 ☎ 0195-78-3311、
八幡平マウンテンホテル ☎ 0195-78-4111）
安比高原（ホテル安比グランド ☎ 0195-73-5010）
新安比温泉（静流閣 ☎ 0195-72-2110）
☎ 0195-73-6400（安比トラベル）

❼ 八幡平山頂ナイトツアー
はちまんたいさんちょうないとつあー

6月1日（土）、6月8日（土）、
6月22日（土）、6月29日（土）

実施期間

八幡平市

八幡平・安比エリアの湯めぐり特別企画。
参画施設のいずれかの宿泊者は、通常
の半額で湯めぐりを楽しむことができる。
［参画施設・お問合せ］
藤七温泉（彩雲荘 ☎ 090-1495-0950）
松川温泉（峡雲荘 ☎ 0195-78-2256、
松川荘 ☎ 0195-78-2255、松楓荘 ☎ 0195-78-2245）
八幡平温泉郷（八幡平ハイツ ☎ 0195-78-2121、
アクティブリゾーツ岩手八幡平 ☎ 0195-78-3311、
八幡平マウンテンホテル ☎ 0195-78-4111）
安比温泉（白樺の湯 ☎ 0195-73-6060）
新安比温泉（静流閣 ☎ 0195-72-2110）

❾ 八幡平湯めぐり
はちまんたいゆめぐり

久慈市

通常18時までの営業時間のところ、夜間営業で
水族館スタッフによる案内ガイド付きツアーを開
催。ふだん見られない水族館のバックヤードも見
学できる。  
☎ 0194-75-3551（久慈地下水族科学館もぐらんぴあ）

❽ 久慈地下水族科学館
もぐらんぴあナイトツアー
くじちかすいぞくかがくかんもぐらんぴあないとつあー

実施期間 4月1日（月）～6月30日（日）

4月12日（金）、13日（土）、26日（金）、27日（土）、
5月10日（金）、11日（土）、24日（金）、25日（土）、
6月14日（金）、15日（土）、28日（金）、29日（土）

実施期間

18:30～19:30時 間 定 員 各回定員20名（要事前予約制）

平泉町

中尊寺が所蔵している平山郁夫画伯によって描かれた境内の風景や仏像を題
材とする絵画(素描)を本堂で期間限定の特別展示。  ☎ 0191-46-2211（中尊寺）

❸ 中尊寺本堂平山郁夫素描特別展示
ちゅうそんじほんどう　ひらやまいくおそびょうとくべつてんじ

4月1日（月）～4月19日（金）（予定)実施期間

奥州市

かつて永平寺、總持寺と並んで東北地方における曹洞宗「第三の本山」の格式
を有した古刹。通常一般非公開の僧堂（坐禪堂）を特別公開するほか、精進料
理を提供。  ☎ 0197-26-4041（正法寺）

❺ 正法寺僧堂特別公開
しょうぼうじそうどうとくべつこうかい

平泉町

平安時代の優美さを伝える浄土庭園で知られる毛越寺。特別名勝指定60周
年を記念し、宝物館で記念写真展を開催。  ☎ 0191-46-2331（毛越寺）

❹ 毛越寺宝物館
「特別名勝指定60周年記念写真展」
もうつうじほうもつかん「とくべつめいしょうしてい 60しゅうねんきねんしゃしんてん」

4月1日（月）～実施期間

11:00～14:00 実施期間 ※山内行持等で公開されない場合があるため、詳しくはお問合せください。

※企画の詳細は各参画施設にお問合せください。

※アクティブリゾーツ岩手八幡平は4月13日（土）からの実施。
※企画の詳細は各参画施設にお問合せください。

※写真の芝桜の見頃は、例年５月の連休明けから５月末頃までです。

観光キャンペーンにあわせて、多彩な特別企画をご用意しました。
※2018年12月現在の情報です。内容は変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
※時間、料金、参加条件等、各企画の詳細につきましては、各箇所にお問合せください。

春のおすすめ特別企画

❾

早朝におすすめ！

ナイトにおすすめ！
❷

❽

❶

❺
❸❹

❻

❼
❾

実施期間

4月1日●～　
6月30日●　

月

日
※イベント内容により
　実施日は異なります。

❼

❻

❶ ❸

❷❶

❷

❽

昼におすすめ！

❺❹❸
中尊寺金色堂 毛越寺「曲水の宴」
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乱曝谷・雷岩
☎ 0192-29-2359（碁石海岸インフォメーションセンター）

碁石海岸にある数10mの岩壁が向かい合う海の谷間
「乱曝谷」。その眼下の「雷岩」と呼ばれる巨大な岩は、
波の高い日には雷のような独特の音を響かせる。

らんぼうや・かみなりいわ

洋野町種市海浜公園
☎ 0194-65-5916（洋野町水産商工課）

白い砂浜が広がる海洋公園。海水
浴場、キャンプ場などが整備され、
トレイルの休憩にも便利。

たねいちかいひんこうえん

田野畑村北山崎
☎ 0194-33-3248（田野畑村総合観光案内所）

黒崎から弁天崎までの、約8kmにわた
る断崖景勝地。断崖の高さは約200m
にも及び、圧巻のスケールで迫る。

きたやまざき

2

浄土ヶ浜
☎ 0193-62-2111（宮古市観光課）

「さながら極楽浄土のごとし」と謳われ、白浜に
海の青、松林の緑が鮮やかなコントラストを織
りなす、三陸ジオパークを代表するジオサイト。

じょうどがはま

3

碁石海岸エリア
4

1

2

4

リアス海岸ならではの海岸線に林立する奇岩や
洞穴、太平洋の眺望を満喫。碁石海岸レストハ
ウスから碁石浜まで松林を通る散策路が整備さ
れており、季節ごとの様 な々草花にも出会える。

碁石海岸レストハウス
 徒歩約5分

乱曝谷・雷岩【ジオサイト】
 徒歩約10分

碁石岬
 徒歩約20分

碁石浜【ジオサイト】

大船渡市

3

約200mの断崖で知られる景勝地「北山崎」
から、漁村体験観光の拠点「机浜番屋群」を
通り、震災で破壊された防潮堤を保存して
いる震災遺構公園をめぐるコース。

北山崎ビジターセンター
 徒歩約4分

北山崎展望所
 徒歩約1時間30分

机浜番屋群
 徒歩約1時間10分

明戸海岸防潮堤震災遺構公園

北山崎エリア 田野畑村

みちのく潮 風トレイル&
　

三陸ジオパーク を歩いてみよう

三

陸ジ
オパーク

ジオサイト

フォトロゲイニングは、時間内に決められたチェッ
クポイントを回り、チームで得点を競うスポーツ。
三陸ジオパークやみちのく潮風トレイルの魅力を
体感しよう。

三陸ジオパークとは？

北は青森県八戸市から南は宮城県気仙沼市まで
の、３県16市町村からなる日本最大のジオパーク。
山と海からなる三陸の美しい自然景観や、約５億
年前からの大地の記憶にふれることができる。さ
らに、東日本大震災津波をはじめ、三陸地域でく
り返されてきた津波の歴史を後世に伝え、人々の
歴史や文化の学習フィールドとして活用される。

宮古市を歩くトレイルコース。休暇村陸中
宮古からほど近い「姉ヶ崎展望所」を経由し
て、ジオサイトの「潮吹穴」や、三陸屈指の
景勝地である「浄土ヶ浜」を目指す。

休暇村陸中宮古
 徒歩約30分

潮吹穴【ジオサイト】
 徒歩約3時間18分

浄土ヶ浜【ジオサイト】
 徒歩約14分

浄土ヶ浜ビジターセンター

大船渡市洋野町エリア
1

南部もぐりで知られる洋野町。海に向かっ
て建てられた大鳥居や、南部もぐりの展示
がある資料館、ウニの増殖施設など、北三
陸の海の魅力を感じながら歩いてみよう。

浜の鳥居
 徒歩約1時間44分

種市歴史民俗資料館
 徒歩約20分

種市海浜公園
 徒歩約14分

窓岩

洋野町 浄土ヶ浜エリア 宮古市

宮古市

詳しくはこちらのHPでご確認下さい。 
https://sanriku2019.jp/

三陸防災復興プロジェクト2019 検索

6月15日（土） 沿岸南部エリア（釡石市～大槌町）
7月6日（土） 沿岸北部エリア（普代村～野田村）

開
催
日

　を含む「北三陸ルート」では、踏破認

定制度を実施。コース内に設置された

チェックポイントをめぐりスタンプを集め

ると達成区間に応じて、区間達成証明

書と特製ピンバッジ（有料）がもらえる！

http://kitasanriku-mct.jp/

スタンプを集めて 記念品をGET!スタンプを集めて 記念品をGET!

青森県から福島県までの太平洋
沿岸を行くロングトレイルコース。
三陸ジオパークやリアス海岸の
景勝地など、見どころが満載 !

三陸ジオパーク
フォトロゲイニング
フェスティバル
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久慈駅

宮古駅

釜石駅

盛駅

大船渡線BRT

JR八戸線

洋野町洋野町

久慈市久慈市

野田村野田村

普代村普代村

田野畑村田野畑村

大船渡市大船渡市

陸前高田市陸前高田市

岩泉町岩泉町

宮古市宮古市

山田町山田町

大槌町大槌町

釜石市釜石市

住田町住田町

人気のマリンスポーツ、SUP（スタンドアッ
プ・パドル・ボード）を体験。要予約。
☎ 0193-44-2340（K' SURF）

中尊寺にも使われたという金の産地。金
にまつわる伝説や水晶のかけらを探そう。
☎ 0192-55-6866（玉乃湯）

間伐の役割を知る林業の見学と、間伐材
を使ったマイ箸づくりに挑戦。要予約。
☎ 0193-28-4244（釡石地方森林組合）

三陸を代表する景勝地「浄土ヶ浜」を地元ガ
イドと一緒に散策。1週間前までに要予約。
☎ 080-8215-8555（浄土ヶ浜ネイチャーガイド）

三陸産タラを使い、ちくわやさつま揚げを
作る体験。1週間前までに要予約。
☎ 0193-62-6646 （丸徳）

語り部と行くまち歩き。立ち寄りスポット
での食体験も。3日前までに要予約。
☎ 0193-77-3732（新生やまだ商店街協同組合事務局）

久慈市内にある、十二支が祀られた神社をめ
ぐる厄除開運ウォーキング。市街地周りの小
高い丘や森を行くコースで、森林浴と街あるき
が一緒に楽しめる。
☎ 0194-75-3005（ふるさと体験学習協会）

山田町の特産品「いか徳利」を、地元の木村商
店の名人・トシかあさんと一緒に体験。体験
後には珍しい「いかすろっこ（白子）汁」のお振る
舞い付き。要予約。
☎ 0193-83-5510（木村商店）

コースターやスプーンなどの小物から本格的な
器まで大野木工の職人が指導。
2日前までに要予約。
☎ 0194-77-3202（おおのキャンパス）

春の体験

「三陸鉄道
リアス線」

の開通に先
がけて

自然や文化
を楽しめる

プログラム
が各地に誕

生！

旅の途中に
、すこし冒

険してみま
せんか。

三陸

いか徳利作り
いかとっくりづくり

山田町 大野木工器作り体験
おおのもっこううつわづくりたいけん

洋野町

三陸鉄道リアス線は
2019年3月23日より運行。

リ
ア
ス
線

大船渡市

普代村

お手軽 SUP体験
おてがるさっぷたいけん

玉山金山探訪体験
たまやまきんざんたんぼうたいけん

間伐現場見学&間伐材deお箸づくり
かんばつげんばけんがく＆かんばつざいでおはしづくり

浄土ヶ浜ジオガイド
じょうどがはまじおがいど

竹輪づくり体験
ちくわづくりたいけん

復興まち歩き&つまみ食いツアー
ふっこうまちあるき＆つまみぐいつあー

開運 十二支巡りウォーキング
かいうんじゅうにしめぐりうぉーきんぐ

久慈市

田野畑村塩づくり体験 しおづくりたいけん
三陸で盛んだった塩づくりを昔ながらの製法で体験。３日前までに要予約。
☎ 0194-37-1211（体験村・たのはたネットワーク）

住田町せたまい町歩きガイド せたまいまちあるきがいど
柳田國男が訪れたかつての宿場町・世田米を歴史ガイドがご案内。要予約。
☎ 0192-46-3863（せたまい町歩きガイド）

碁石海岸穴通船 ごいしかいがんあなとおしせん　
漁師が使う小型漁船に乗り、穴通磯など奇岩怪岩が並ぶ碁石海岸を
クルージング。地元の漁師気分で、迫力満点の波しぶきを堪能。要予約。
☎ 0192-29-2359（碁石海岸インフォメーションセンター）

岩泉町龍泉洞ガイド りゅうせんどうがいど
日本三大鍾乳洞「龍泉洞」で、ガイドと一緒にドラゴンブルーに輝く神
秘の地底湖をめぐる。鍾乳洞・鍾乳石について楽しみながら学ぼう。
☎ 0194-22-5955（岩泉観光ガイド協会）

ビーチヨガ
普代浜園地キラウミで自然との
一体感を味わいながら、心と体
をリラックス。ヨガ未経験・親子
参加も大歓迎。今年は5/26、
6/30の早朝に開催。
☎ 0194-35-2114（普代村政策推進室）

田野畑村体験スキューバダイビング たいけんすきゅーばだいびんぐ
机浜番屋群から三陸の海へ。水着とタオルを持参すれば、機材やダイビング用スーツは貸し出しも可能、インストラクターと一
緒に潜ろう。初心者もOK。要予約。　☎ 0194-33-2881（たのはたダイビングサービス）

大槌町 陸前高田市

山田町 釜石市

宮古市 宮古市
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ホテル羅賀荘
ほてるらがそう

国民宿舎えぼし荘
こくみんしゅくしゃえぼしそう

新安比温泉
しんあっぴおんせん

北山崎で知られる田野畑村にある観光ホテル。
ガラス張りの展望風呂から、太平洋の漁火や
昇る朝日を眺められる。　☎ 0194-33-2611

日本でも珍しい強塩泉で、海水の約 2 倍と
いう塩分濃度のお湯を求めて各地から入湯
客が訪れる。  ☎ 0195-72-2110

全客室から太平洋を眺めることができる宿。
奇岩・えぼし岩で知られる野田村の海岸線を
望むロケーションも魅力。　☎ 0194-78-2225

絶景風呂
新緑を楽しむ

田野畑村 野田村 八幡平市大船渡温泉
おおふなとおんせん

大船渡湾を一望する開放感あふれる宿。太平
洋を望む展望大浴場と、漁師のオーナーが厳
選した海の幸が楽しめる。　☎  0192-26-1717

大船渡市 鶯宿温泉
おうしゅくおんせん

開湯450余年を数える豊富な湯量を誇る温
泉郷。周辺には小岩井農場など観光スポッ
トも多い。  ☎ 019-695-2209（鶯宿温泉観光協会）

雫石町

湯田温泉峡
ゆだおんせんきょう

明治の俳聖正岡子規が泊まった湯本温泉、
開湯900年と伝わる湯量が豊富な湯川温
泉のほか、砂風呂なども人気。
☎ 0197-81-1135（西和賀町観光協会）

西和賀町 松川温泉
まつかわおんせん

松川渓谷沿いの原生林の中、源泉かけ流し
の温泉宿が点在。周辺に立ちこめる硫黄臭が、
秘湯ムードをかき立てる。
☎ 0195-78-3500（八幡平市観光協会）

八幡平市 つなぎ温泉
つなぎおんせん

御所湖に面して温泉宿が立ち並ぶ盛岡の奥
座敷。天然の保湿成分メタケイ酸を含むお
湯で、お肌にも優しい泉質が特徴。
☎ 019-689-2109（つなぎ温泉観光協会）

盛岡市

一関市内から須川高原へ向かう道沿いに山王
山温泉や厳美渓温泉、神々の隠し湯と呼ばれ
る祭畤温泉など泉質の異なる温泉宿が点在。
☎ 0191-23-2350（一関市観光協会）

一関温泉郷
いちのせきおんせんきょう

一関市 網張温泉
あみはりおんせん

1300年の名湯といわれる。雫石盆地を眺
望する岩手山麓にあり、夏は岩手山登山、
冬はスキー客でにぎわう。　
☎ 019-693-2211（休暇村岩手網張温泉）

雫石町

盛岡藩の湯治場であったことから「侍の湯」
とも呼ばれる温泉郷。座敷わらし伝説の地
として知られ、多くの著名人も訪れている。
☎0195-27-2540（二戸市観光協会 金田一支部）

金田一温泉郷
きんだいちおんせんきょう

二戸市

夏油高原温泉郷
夏油高原に広がる温泉地で、ふもとから山あいにかけて日帰り湯や湯治場などの宿
泊施設が点在している。

北上市☎ 0197-65-0300（北上観光コンベンション協会）
げとうこうげんおんせんきょう 花巻温泉郷

花巻市には花巻温泉をはじめ、志戸平温泉、鉛温泉などいくつもの温泉地が点在。
リゾートホテルから湯治場として風情ある趣を残す温泉宿まで多彩に楽しめる。

花巻市☎ 0198-29-4522（花巻観光協会）
はなまきおんせんきょう

Hot S
prings

with
 a View 開湯千年の歴史ある温泉や、

景色自慢、泉質自慢の名湯がそろう岩手県。

個性豊かな温泉地で

湯めぐりを満喫しよう。

元湯夏油（大湯）　泉質＊ナトリウム・カルシウム塩化物泉　効能＊切り傷・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病など 大沢温泉　泉質＊アルカリ性単純温泉（低張性アルカリ性高温泉）　効能＊神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病など

松川荘
泉質 ＊ 単純硫化水素泉
効能 ＊ 神経痛、リウマチ、皮膚病、アトピー、痛風、便秘症など

休暇村岩手網張温泉
泉質 ＊ 単純硫黄泉 
効能 ＊ 病後回復、冷え性、糖尿病、消化器病など

新安比温泉静流閣
泉質 ＊ 含硫黄・鉄(Ⅱ、Ⅲ)・二酸化炭素-ナトリウム-塩化物温泉
効能 ＊ 切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病など

長栄館
泉質 ＊ 単純温泉（低張性弱アルカリ性高温泉）
効能 ＊ 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺など

ホテル紫苑
泉質＊アルカリ性単純硫黄温泉（低張性アルカリ性高温泉）
効能＊神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺など

祭畤温泉かみくら
泉質＊ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉（低張性アルカリ性高温泉）
効能＊神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺など

ホテル対滝閣
泉質 ＊ ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉（低張性弱アルカリ性高温泉） 
効能 ＊ 切り傷、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病など

侍の湯 おぼない旅館
泉質 ＊ 弱アルカリ単純泉
効能 ＊ アトピー湿疹、皮膚病、リウマチなど

ためしてみよう！
上手な温泉の入り方

ためしてみよう！
上手な温泉の入り方

入浴前のかけ湯で体を
慣らし体の汚れを落とし
てから浴槽へ。

成分や刺激の強いお湯
に入るときは、肌をゴシ
ゴシこすらないように。

酸性泉、硫黄泉の場合
は水道のお湯で上がり
湯をしましょう。

その1

その2

その3
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岩手町

一関市宮古市

北上市 遠野市

日本短角種の生産日本一を誇る岩手県。ヘルシーな赤身肉のか
みしめる食感と肉の旨さが特徴で、かむほどに肉本来の美味しさ
が広がる。

まめぶ汁まめぶ汁

岩手県産米の最高級品種「金色の
風」はふわりとした食感と豊かな甘
みが特徴。「銀河のしずく」は炊きあ
がりの白さとかろやかな食感、ほの
かな甘みが楽しめる。

いわてじゅんじょうまい

いわて純情米

北上コロッケ

粘りが強くコクがある「二子さといも」、「しらゆりポー
ク」「黒毛和牛」「アスパラガス」の4つの北上特産品
を使用した名物コロッケ。市内各店舗で提供している。
☎ 0197-65-0300（北上観光コンベンション協会）

☎ 0193-62-3534（宮古観光文化交流協会）

遠野ジンギスカン

遠野といえばジンギスカン。半世紀前に遠野全体に広
まり、バケツをコンロとして屋外でも手軽に楽しまれ
ている。市内には専門店も多数ある。
☎ 0198-62-1333（遠野市観光協会）

いちのせきハラミ焼き

一羽から20gほどしかとれない一関産の鶏ハラミを地
元産の味噌を使った特製タレで焼き上げたご当地グル
メ。2014年Ｂ-1グランプリで公式メニューに登録された。
☎ 0191-64-2347（いちのせきハラミ焼なじょったべ隊）

瓶ドン
宮古の旬の幸を牛乳瓶の中にぎっしりと
詰め込み、ご飯にかけて味わう「見て・
盛って・食べる」体験型グルメ。市内の
飲食店で味わえる。

いわてまち焼きうどん

公式メニュー「キャベ塩焼きうどん」は岩手町産ブラン
ドキャベツ「春みどり」など野菜たっぷり。町内の加盟
店ごとにオリジナルメニューを提供。
☎ 0195-62-2111（岩手町企画商工課）

いわて短角牛

一関地方では、祝いの席や季節の行事で
もちを食べる風習があり、ユネスコ無形文
化遺産に登録された「和食」にも「一関地
方のもち食文化」として例示されている。

小麦粉を水でこねて手でちぎり、鶏肉、根
菜、きのこなどをしょうゆ汁に入れて煮込
んだ料理。心も体も温まるいわてのふるさ
との味。

連続テレビ小説「あまちゃん」で一躍有名
になった久慈市山形町の郷土料理。クルミ
と黒砂糖を包んだ団子「まめぶ」を、野菜を
入れたしょうゆ汁で煮込んで食べる。

盛岡市民のソウルフード
として親しまれるじゃ
じゃ麺。ゆでた平うどん
に特製の肉味噌やキュウ
リ、おろしショウガ、お好
みで酢やラー油などをか
らめて食べる独特の麺。
二度、三度食べるごとに
クセになる深い味わいだ。

盛岡じゃじゃ麺
もりおかじゃじゃめん

わんこそばの由来は諸説ある
が、むかし岩手には、宴席に集
まった客にそばを振る舞う風
習があり、この時一度に大勢
の客にゆでたてのそばを提供
するため、少量ずつお椀に
もって出したことが、わんこそ
ばのルーツの一つといわれて
いる。盛岡市、花巻市などで食
べられる。

わんこそば

 「銀河のしずく」
ぎんがのしずく

「金色の風」
こんじきのかぜ

ひっつみひっつみ

盛岡ご当地グルメの代表格としてすっかり定着した盛岡
冷麺。コクのある牛スープ、歯ごたえのある麺は各店趣向
を凝らしそれぞれに違った味が楽しめる。トッピングのカ
ルビや野菜、季節のフルーツも比べてみるとおもしろい。

盛岡冷麺
もりおかれいめん

いわてのご
当地グ

ルメ

良質な飼料、牛にとって最適な環境の下で育てた牛肉界に
おける東の横綱。ほんのり甘みがあり、霜降りの脂にはしつ
こさがない。他の牛肉とは一線を画す存在。

前沢牛

黄金食財
豊かな幸をもたらす世界三大漁場・三陸の魚介、

旨みあふれるブランド肉。

いわてで上質な「うまい」が待っています。

餅御膳餅御膳

盛岡三大麺盛岡三大麺
盛岡市民に愛される「三大麺」をご紹介！

何杯までたべられるかな！？

独特の歯
ごたえを

楽しもう！

肉味噌を
たっぷりからめて！

かむ
ほど
美味
しい

赤身
肉！

とろける極上の霜降り肉！

ウニ ・ 三陸を代表する夏の味覚。甘く濃厚な磯の香りが、口のなかいっぱいに広がる。

ホヤ ・ 「南部もぐり」による天然ホヤ漁が有名。新鮮なホヤの刺身は酒の肴にもぴったり。　

ホタテ ・ かむほどに上質な甘みと旨みが口に広がる、ふっくらと大きく育った貝柱が特徴。　

う に ほ や

なグルメ
！三陸を味

わう

ほほう

ほ たて
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醸造用ぶどう生産に適
した気候風土を活かし、県内
各地に個性的なワイナリーがあ
る岩手県。いわてワインの更なる
生産拡大や品質向上に取り組ん
でおり、国内トップレベルの
産地を目指しています。

寛政元年（1789）から続く伝統的な酒蔵
「上閉伊酒造」による、ホップの生産日本
一である遠野市ならではのビール。
☎ 0198-62-2002（上閉伊酒造）

ズモナビール 遠野市

地元農家との契約栽培による麦を使った
まさに地ビール。新鮮で健康的なビール
造りの様子は見学も可（要予約）。
☎ 0191-21-1144（世嬉の一酒造）

いわて蔵ビール 一関市

ヨーロッパの伝統的製法によるクラシック
ビール。醸造所では、工場見学（要予約）
や売店での樽生ビールの試飲も可。
☎ 019-606-0766（ベアレン醸造所）

べアレンビール 盛岡市

矢巾町産の小麦、うるち米、もち米を贅沢に使った「ゆくた
がり」（「欲張り」の意）な焼酎。フルーティーな香りが特徴。
☎ 019-697-2310（矢巾観光開発）

岩手町特産の「春みどり」を使用したキャベツの焼酎。キャ
ベツ半玉を使用し、原料の風味を強く感じる個性派焼酎。
☎ 0195-61-1600（道の駅石神の丘）

盛岡特産品ブランド認証商品の里芋「津志田芋」を使った里
芋焼酎。里芋ならではの香りと甘みが楽しめる。
☎ 019-651-2251（岩手酒類卸）

焼酎「ゆくたがり」 

キャベ酎  きゃべちゅう

津志田焼酎  つしだしょうちゅう

矢巾町

岩手町

滝沢産のさつまいも「クイックスイート」を原料にした本格焼
酎。ふわりと甘くフルーティーな香りが漂い女性にも人気。
☎ 019-684-2111（滝沢市商工観光課）

馬芋ん  うまいもん 滝沢市

盛岡市

おいしさの秘密

西和賀町

豪雪地帯の清冽な天然水を使い、麦芽、
ホップ、水のみで作られる自然食品として
のビールづくりを目指している。
☎ 0197-85-5321

銀河高原ビール

いわて生まれの酒米「結の香」
10年もの歳月をかけ開発された大吟醸酒用の酒米。
「山田錦に匹敵する米を」という信念で生まれたいわ
ての最上級酒米。

「南部杜氏」の米どころで栽培
「南部杜氏」発祥の地といわれる紫波町や奥州市前沢
など、米づくりに定評のある地域で栽培されている。

雑味のない「キレイなお酒」
山田錦と比較して雑味成分が少ない「結の香」。澄ん
だ旨味が引き出され、いわてらしいキレイな酒質が生
まれる酒米。

酒造好適米としての特徴
大吟醸用酒米として重要な「精米時に砕けないこと」
という難題をクリア。精米歩合40%を可能にする酒米。

いわてのお酒
岩手県は日本三大杜氏「南部杜氏」の里。

酒米も仕込み水も醸造も、全て県内で造られた

いわてのオリジナル銘柄「結の香」など、

美酒が数多く揃ういわてでほろ酔い気分。

Wine

ワイン

Beer

ビール

Distilled Spirits

焼酎

日本最高級の酒米をめざし、大吟醸の酒造り用
に開発されたいわての酒米「結の香」。これを県
内の複数の蔵元で仕込み、数量限定で販売。
口に含むと、芳醇で上品な味わいが広がる。

「いわての最上級」を目指して醸されたお酒

結の香純米大吟醸
じゅんまいだいぎんじょう 

色とりどりのラベルで

展
開
！

ゆ い の か

ごまいばしわいなりー

五枚橋ワイナリー
☎ 019-621-1014
たかはしぶどうえん

高橋葡萄園
☎ 080-1662-6150
かめがもりじょうぞうしょ

亀ヶ森醸造所
☎ 090-2873-6939
 

ソーシャルファーム＆ワイナリー
☎ 0198-62-1001（遠野まごころネット）

 ひらいずみわいなりー

平泉ワイナリー
☎ 0191-48-5858（アグリ平泉）
 

スリーピークスワイナリー
☎ 090-9138-5217
 

リアスワイン
☎ 0192-55-2222（神田葡萄園）
すずみのおかわいなりー

涼海の丘ワイナリー
☎ 0194-75-3980

醸造用ぶどう生産に適した気候風土を活かし、県内各地に個性的なワイナリーがある岩手県。
新しいワイナリーも次 と々誕生している。お気に入りのいわてワインを見つけてみよう！

盛岡市

花巻市

花巻市

遠野市

平泉町

大船渡市

陸前高田市

野田村

個性派ぞろい、いわての地ビール
香り豊かでコクのある地ビール。
ご当地ならではの地ビールの飲み比べを楽しもう！

1 1

3

5

平庭高原の美しい自然に囲まれたワイナ
リーに、全国にもファンが多い。工場見
学や試飲も可能。
☎ 0195-66-3111

岩手くずまきワイン 葛巻町
2

フルーツ名産地紫波町の農園で栽培され
たぶどうを町内で醸造。工場では見学や
試飲も楽しめる。
☎ 019-676-5301（紫波フルーツパーク） 

自園自醸ワイン紫波 紫波町3

ぶどうづくりに適した気候風土に恵まれ
た花巻市大迫の、50年以上の歴史ある
ワイナリー。工場見学や試飲も可能。
☎ 0198-48-3200（ワインシャトー大迫）

エーデルワイン 花巻市4

5 4

6

6

7 8

8

7
9

9

2

10
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 こうげんしゃ

　 光原社
作り手のぬくもりが感じら
れる工芸品や南部鉄器など
こだわりの雑貨を扱う賢治
ゆかりの民芸店。賢治の作
品『注文の多い料理店』を出
版したことでも知られている。
風情あるカフェも人気。　
☎ 019- 622-2894

 たくぼくしんこんのいえ

　 啄木新婚の家
石川啄木が新婚時代、妻節子と過
ごした家。平屋建ての質素な建物
には節子が愛用した琴などが展示
されている。啄木の作品「我が四
畳半」にも描かれている。 
☎ 019-624-2193

2

1

タクシーに乗って盛岡の町並みをめぐる観光プラン。
城下町盛岡の石垣見学や、雄大な岩手山を背景に
盛岡市内を一望する岩山展望台などをご案内。

☎ 019-622-5240（盛岡駅タクシー案内所）
＜盛岡市内 2時間コース＞ 
□￥ 普通車 7,000 円、ジャンボ 12,000 円
＜盛岡市内 3時間コース＞ 
□￥ 普通車 10,000 円、ジャンボ 18,000 円

もりおか市内観光タクシー

JR 盛岡駅を起点に、盛岡市内中心部を回る便利
な循環バス。10～15分間隔で運行し、どこまで乗っ
ても1回100円というお得さ！

循環バス でんでんむし

☎ 019-654-2141（岩手県交通）
□営 右回り 9 時～18 時 45 分、左回り 9 時 5 分～19 時
（10～15分間隔で運行）
□休 無休 □￥ 大人 100 円、小人 50 円 /１日フリー乗車券大
人 300円、小人 150円

1911（明治44）年に盛岡
銀行本店として落成し、
2012（平成24）年まで岩手
銀行中ノ橋支店として使用
され、「赤レンガの銀行」と
して親しまれてきた。現在
は多目的ホールやラウン
ジ、展示見学ができる公
開施設となっている。
☎ 019-622-1236

 いわてぎんこうあかれんがかん

　 岩手銀行
　 赤レンガ館

盛岡の旬な情報を提供する、町なか観光情

報拠点。1階には祭り展示室があり、盛岡

山車などの見学ができる。　☎ 019-681-2100

 もりおかれきしぶんかかん

　 もりおか歴史文化館
盛岡藩二十万石の居城であった盛岡城。今は石垣のみが残され名城の名
残を伝えている。美しく公園に整備された現在は市民の憩いの場として親
しまれている。　☎ 019-604-3305(盛岡観光コンベンション協会) 

 もりおかじょうあとこうえん

　 盛岡城跡公園

もりおか
まちあるきチャート

もりおか
まちあるきチャート

盛岡まちあるき城

下
町風
情漂う

城

下
町風
情漂う

光原社
 徒歩5分

啄木新婚の家
 徒歩20分

盛岡城跡公園
 徒歩5分

もりおか歴史文化館
 徒歩5分

岩手銀行赤レンガ館
 徒歩1分

もりおか啄木・賢治青春館
 徒歩15分

もりおか町家物語館

3

5

4

観光タクシー・バス街あるきに便利

もりおか町家物語館「カフェDOMA」

明治時代から100年以上続いた旧岩手川酒

造の鉈屋町工場跡をリニューアルした総合交

流施設。　☎ 019-654-2911

 もりおかまちやものがたりかん

　 もりおか町家物語館7

盛岡で青春時代を送った石川啄木と宮沢賢治

の青年期を紹介。喫茶コーナーもあり、休憩に

もおすすめ。　☎ 019-604-8900

 もりおかたくぼく・けんじせいしゅんかん

　 もりおか啄木・賢治青春館6

1

2

3

4

5

6

7

チャグチャグ馬っこの
模型を発見！

県央
エ
リアガイド

県北

沿岸

県南

県央

城跡や町家など

古きよき時代をしのばせる街並み…。

過去と現代が交差する

街角や緑と川のせせらぎが

訪れる人を優しく迎えてくれる。
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足を伸ばして

盛岡郊外へ

啄木の生誕100年を記念して1986(昭和61)年に建設。直筆
の書簡やノートなど貴重な資料を展示している。 ☎ 019-683-2315

石川啄木記念館  いしかわたくぼくきねんかんいし　　　かわ　　　たく　　　ぼく

1886（明治19）年２月、現在の盛岡市に生まれた岩
手を代表する歌人・石川啄木。27歳の若さで亡くな
るまで数々の短歌や詩を創り続けた。 代表作は『一握
の砂』『あこがれ』『悲しき玩具』。

に出会う旅石川啄木

写真提供：石川啄木記念館

歴

史
・文
化体験

歴

史
・文
化体験

通常公開していない生産現場や国指定重要文化財の施設など本物の農場を専門ガイド
が案内する「ガイド付きツアー　小岩井農場物語」が人気。　 ☎ 019-692-4321

こいわいのうじょう

小岩井農場

盛岡の工芸品、民芸品、食品などの伝統技術を集めた施設。14工房が並ぶ手づく

り工房ゾーンのほか、地場産品の展示販売も行われている。 　☎ 019-689-2201

もりおかてづくりむら

盛岡手づくり村

トラクターが牽引する
客車に乗り、ガイド
が100年の森を案内。
頬に受ける風を感じ
ながら気軽に森林浴
を楽しめる。
（所要約45分）

小岩井農場酪農発祥の地・
上丸牛舎で、国の重要文
化財に指定された牛舎やレ
ンガサイロの他、約300頭
の乳牛が暮らす様子を見学
できる。（所要約45分）

国指定重要文化財の歴史的建造物や通常非公開の
生産現場など「皆さまが知らない小岩井農場の真の
姿」をバスに乗り専門ガイドが案内する約45分のツ
アー。コースは「酪農コース」と「重要文化財コース」
「宮沢賢治コース」の3コース。

トラクタートレインで行く、
山林・自然満喫体験

小岩井農場めぐり

上丸牛舎の
重要文化財見学ウォーク

ガイド付きツアー
小岩井農場物語

いわてのクラフト温もりに出会う

岩鋳鉄器館 
1902（明治35）年創業
で、年間百万点にの
ぼる南部鉄器を一貫
生産するトップメー
カー。館内では展示
販売のほか、実際の
工程を見学できる。 
☎019-635-2505

南部古代型染 
南部家御用染師として
京都から招いた蛭子
屋三右衛門が、型紙
を使って家紋や文様を
染めたことに始まる。
☎019-652-4116（小
野染彩所）

息を呑む絶景に

会いに行こう

盛岡市

盛岡市

雫石町

岩手県八幡平市と秋田県鹿角市を結ぶ全長約27km

のドライブコース。八幡平を横断しながら眺める雄

大な景色は圧巻。幻想的な雲海を楽しめることも。

☎ 0195-78-3500（八幡平市観光協会）

はちまんたいあすぴーてらいん

八幡平アスピーテライン 八幡平市

雪解けの様子が龍の目に似ているといわれ、５月中旬～６月中旬に見られる　
☎ 0195-78-3500（八幡平市観光協会） ※鏡沼の所在地は秋田県仙北市です。

はちまんたいどらごんあい

八幡平ドラゴンアイ

八幡平を通り、岩手山と安比高原を結ぶ連峰は、総
延長50kmに及ぶトレイルコース。複式火山の様相
や多様な植生と出会う本格トレイルのほか、岩手山
麓の「焼走り熔岩流」や、「安比高原ブナ二次林」など、
自然散策路も各地に整備されている。

いわてさん・はちまんたい・あっぴこうげんとれいる

岩手山・八幡平・
安比高原トレイル 八幡平市

冷麺づくりに

初挑戦！

「日本の滝百選」、「岩手の名水
二十選」に選定。かつて修験
者の道場であったといわれ、
神秘的な雰囲気が漂う。縁結
びの木があるパワースポットと
しても知られる。
☎ 0195-78-3500（八幡平市観光協会）

ふどうのたき

不動の滝 八幡平市

広大な絶景を独り占めだー！

かみまるぎゅうしゃ
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て
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りに
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て
の世
界遺産を

めぐ
りに

い
わ

て
の世
界遺産を

めぐ
りに

藤原氏三代秀衡が京都の平等院鳳凰堂を模
して建立した寺院跡。現在は土塁、礎石、庭
園跡が残るのみだが、ひっそりと厳かな雰囲
気が漂っている。
☎ 0191-46-4012（平泉文化遺産センター）

無量光院跡
 むりょうこういんあと

藤原氏二代基衡の妻が造営したと伝わる寺
院跡。平安時代の庭園書『作庭記』の作法に
基づいており、現在もほぼ完全な浄土庭園
の遺構が見られ、憩いの場として整備され
ている。　 ☎ 0191-46-4012（平泉文化遺産センター）

観自在王院跡
かんじざいおういんあと

 ちゅうそんじ

中尊寺
中尊寺とは「関山」と呼ばれ
る小高い山全体を指し、本
寺の中尊寺と山内17ヵ院
の支院からなる一山寺院。
黄金に輝く金色堂をはじめ、
3,000点以上の国宝や文化
財があり、平泉文化を象徴
する存在。 　☎ 0191-46-2211

奥州藤原氏とのゆかりが深い源義経。県内各地に義
経ゆかりの地とされるスポットが数多く点在。人々に
愛された義経の足跡を探して各地を訪れてはいかが。

義経ゆかりの地を訪ねる
藤原氏三代秀衡が源義経に贈っ
た名馬「太夫黒」の生誕地といわ
れている。千厩(せんまや)地方は
古くから名馬の産地として知られ
ていた。 ☎ 0191-53-3963（一関市千
厩支所産業経済課）

たゆうぐろせいたんち

太夫黒生誕地 一関市

高さ100ｍを超える絶壁が続く、全長約2㎞の峡谷。
そそり立つ岩の間を流れる川を、船頭のげいび追分を
聴きながら、のんびり下る舟下りが人気。所要時間は
約1時間30分。　☎ 0191-47-2341（げいび観光センター） 

げいびけい

猊鼻渓 一関市
げんびけい

厳美渓
栗駒山を水源とした磐井川の中流にある、2kmにわ
たる渓谷。轟音を立てて岩間を流れる川が創造した
奇岩怪石や、場所によって色が変わる淵など、さまざ
まな表情を見せる。　☎ 0191-23-2350（一関市観光協会）

一関市

たかだちぎけいどう

高館義経堂 平泉町

http://www.kuji-tourism.jp/yoshitsune/

http://www.hiraizumi-yukari.com/

いわての義経を訪ねる旅の情報はコチラ

源
義
経
像（
高
館
義
経
堂
）

語り部タクシー
希望にあわせベストな観光コースを提案。丁寧なガイド付き。
県南タクシー…………………………… ☎ 0191-26-5360
アイタクシー …………………………… ☎ 0191-25-6666
一関中央交通…………………………… ☎ 0191-31-3333
なのはな観光タクシー ………………… ☎ 0191-23-1115
一関平泉タクシー……………………… ☎ 0191-23-5630

平泉巡回バス「るんるん」
主要観光スポットを短時間に廻り、自由散策が楽しめる。
☎ 0191-23-4250（岩手県交通一関営業所）
＜運行コース（停留所）＞
平泉駅前▶毛越寺▶悠久の湯▶平泉文化遺産センター▶中尊寺
▶高館義経堂▶無量光院跡▶道の駅平泉▶平泉駅前 
□営 9時45分～16時15分まで30分間隔で運行
□￥【1回乗車】大人／150円、小人／80円【1日フリー乗車券】400円

平泉の歴史・風土をご案内 
主要観光スポットを短時間に廻り、自由散策が楽しめる。
観光ガイド（中尊寺境内）……………… ☎ 0191-46-4203
古都ひらいずみガイドの会 …………… ☎ 0191-46-5710
岩手ひらいずみ通訳・ガイドの会 ……… ☎ 0191-48-3762

平泉を守るため雌雄一対の黄金の鶏を埋め
たといわれる山。藤原氏三代秀衡が北上川
まで人夫を並べ、一晩で築いた造り山とい
う伝説もある。 ☎ 0191-46-4012（平泉文化遺産センター）

金鶏山
きんけいさん

坂上田村麻呂の建立と伝えられ、奥州藤
原氏にも深く関わる場所。日本最北の磨
崖仏は必見。　☎ 0191-46-4931

達谷窟毘沙門堂
たっこくのいわやびしゃもんどう

平泉町

平泉町 平泉町

平泉町平泉町

 もうつうじ

毛越寺
慈覚大師円仁が850（嘉祥3）年に開山し、藤原
氏二代基衡が造営した中尊寺と並ぶ名刹。敷地
内に広がる浄土庭園は浄土を表現したとされ、
水と光、四季折々の景観が雅な平安の世界へと
誘ってくれる。 　☎ 0191-46-2331

世界遺産世界遺産

平泉町

黄金の郷、平泉へ

ガイド

よし　　　つね

二
大

絶景
スポット

二
大

絶景
スポット

「静」と「動」の

二大渓谷へ

北上川と束稲山の眺望が広がり、
義経が最期を迎えたと伝えられる
地。頼朝の圧力に屈した四代泰衡
に襲われて、義経は館に火を点け
妻子ともに自
害したといわ
れている。 
☎ 0191-46-2331
（毛越寺）

街あるきに便利
観光タクシー・バス

平泉ゆかりマップ　 　　　　　　　　 検　索

義経北行伝説ドライブガイド　 　　　   検　索

Check!!

世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産 世界遺産世界遺産

世界遺産世界遺産

県南
エ
リアガイド

県北

沿岸

県南

県央

毛越寺本堂

空飛ぶだんご！？

厳美渓の名物「郭公だんご」。

6月下旬から７月まで
あやめ祭りが開催

運玉

運玉を投げて穴に入れば願い事が

叶うかも！猊鼻渓で運試し！

運玉をなげて運試し！運玉をなげて運試し！

「#いわて幸せ大作戦」
で写真をシェア！

中尊寺金色堂新覆堂
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記念館の入り口では

物語のキャラクターが

お出迎え

童
話

世界
を体感

童
話

世界
を体感

神楽の日限定！神楽号
[運行日]毎月第2日曜日
4/14、5/12、6/9、7/14、9/1、10/13、11/10

ユネスコ無形文化遺産「早池峰神楽」の公演をみ
にいこう。
☎0198-29-4522（花巻観光協会）
花巻温泉郷（9:15 ～ 10:00 発）⇒JR 花巻駅東口
（10:15 発）⇒JR 新花巻駅（10:30 発）⇒神楽の日公演
（11:00 ～ 15:00）⇒ワインシャトー大迫（30 分）⇒JR
新花巻駅（16:20 頃着）⇒JR花巻駅東口（16:35 頃着）
⇒花巻温泉郷（16:55 ～ 17:40 頃着）

※運転日についてはお問合せください。　

どんぐりとやまねこ号
[運行日]2019年4月1日～9月30日

花巻のみどころをレトロジャンボ
タクシーでめぐろう。
☎0198-29-4522（花巻観光協会）
＜どんぐり号【午前コース】＞
 JR 花巻駅東口（8:15 発）⇒花巻温泉郷（8:30 ～
9:15 発）⇒高村光太郎記念館（40 分）⇒賢治詩碑（20
分）⇒宮沢賢治記念館（40 分）⇒JR 新花巻駅（12:00
頃着）

＜やまねこ号【午後コース】＞ 
JR 新花巻駅（13:00 発）⇒花巻新渡戸記念館（30 分）
⇒宮沢賢治記念館（40分）⇒ワインシャトー大迫（20分）
⇒早池峰と賢治の展示館（20 分）⇒酒匠館（20 分）⇒
JR 新花巻駅（16:50 頃着）⇒JR 花巻駅（17:00 頃着）
⇒花巻温泉郷（17:10 ～ 17:55 頃着）

※どんぐり号とやまねこ号を合わせた1日コースもあります
（午後コースの宮沢賢治記念館は童話村見学となります）。
　

宮沢賢治の世界と出会うことができる施設。賢治の生涯にわたる多彩な活動
を５分野に分類して映像や関連資料を展示紹介している。　☎ 0198-31-2319

でんしょうえん

伝承園
遠野の人々の生活文化を
守り、後世に伝承してい
る施設。約1,000体もの
オシラサマを祀った荘厳
な雰囲気の「オシラ堂」も
必見。　☎ 0198-62-8655

とおのものがたりのやかた

とおの
物語の館

昔話を映像や音声で楽し
むことができる「昔話蔵」、
郷土芸能や語り部の昔話
を鑑賞できる「遠野座」な
ど、昔話の世界を体感で
きる。 　☎ 0198-62-7887

武家屋敷城内諏訪小路内にある歴史館。「金
ケ崎要害」に関する歴史文化について詳しく
紹介している。 　☎ 0197-42-3060

金ケ崎要害歴史館
鬼を巡るさまざまなことがらを集め、学び合
う日本でも珍しい鬼のテーマ博物館。
☎ 0197-73-8488

北上市立鬼の館
きたかみしりつおにのやかた

後藤新平は奥州市出身の先見性に長けた政治家。後藤
ゆかりの品が多数展示されている。   ☎ 0197-25-7870

かねがさきようがいれきしかん

ごとうしんぺいきねんかん

後藤新平記念館

街あるきに便利
観光タクシー・レンタサイクル

遠野観光タクシー
遠野郷を観光タクシーでどうぞ。ドライバー
が、希望に合わせた観光ルートやベストな
コースをご提案。
☎ 0198-62-3355（遠野交通）
☎ 0198-62-0123（まるきタクシー）
☎ 0198-67-2120（宮守交通）

レンタサイクル
遠野の観光はサイクリングが便利！オススメ
サイクリングコースで遠野を探検しよう。
☎ 0198-62-1333（遠野市観光協会）

重力式アーチダムの湯田ダム。ダム湖の錦秋
湖スプリング放流では落差80メートルの迫力
ある放流を間近で見学できる。４月下旬開催。
☎ 0197-81-1135（西和賀町観光協会）

湯田ダム
ゆだだむ

宮沢賢治童話村
みやざわけんじどうわむら

賢治の童話をモチーフに、宇宙、天空など５つ
のゾーンで童話世界を体感できる。2018年10
月に「訪れてみたい日本のアニメ聖地88（2019
年版）」に認定。　☎ 0198-31-2211

花巻市

花巻
宮沢賢治めぐり

みやざわけんじきねんかん

宮沢賢治記念館 花巻市

詩集『智恵子抄』や『道程』で知られる高村光太
郎が、終戦の年から約7年間独居自炊の生活を
送った花巻市の「高村山荘」。ここで創作された
作品や資料を展示する記念館。 ☎ 0198-28-3012

たかむらこうたろうきねんかん

高村光太郎記念館 花巻市

『武士道』の著書で知られ、「願はくはわれ太平洋
の橋とならん」の信念のもと国際連盟事務次長な
ど国際人として活躍した新渡戸稲造。新渡戸家ゆ
かりの花巻市で功績に触れよう。 ☎ 0198-31-2120

はなまきにとべきねんかん

花巻新渡戸記念館 花巻市

遠野
民話の里めぐり

歴

史
・文
化体験

歴

史
・文
化体験

とおのふるさとむら

遠野ふるさと村
田んぼや水車小屋、曲り家など昔話の世界を体験
できる施設。映画やドラマのロケ地としても多く利
用されている。暮らしの達人「まぶりっと衆」との交
流も楽しみのひとつ。 　☎ 0198-64-2300

遠野市

遠野市遠野市

れきしこうえんえさしふじわらのさと

歴史公園えさし藤原の郷
世界遺産「平泉」を築き上げた奥州藤原氏と、みちのくの歴史と文化
を体感できる広大なテーマパーク。数多くのテレビ番組や映画のロケ
地にもなっている。 　☎ 0197-35-7791

奥州市

奥州市

北上市 金ケ崎町

西和賀町

街あるきに便利
観光バス・タクシー

童話の世界へ

写真撮影もOK、

カメラ片手に出かけよう。

カッパを探せ！

許可証片手にカッパを探そう！
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み　や　  　 こ む　ろ　　ら　ん

2018年6月、岩手県宮古市と北海道室蘭市
を結ぶフェリーが運航開始。太平洋の朝日と
夜景を楽しめる約10時間の船旅。

で太平洋を越えて宮古・室蘭フェリー

りょうしさんのふねでいく くるーず＆ようしょくけんがくたいけん

五感で堪能

クルーズの旅

潮

風
に包
まれて

潮

風
に包
まれて

みやこじょうどがはまゆうらんせん

みやこ浄土ヶ浜遊覧船
400 名乗りの大型遊覧船で洋上からの海岸美を満喫！ローソク岩
や日出島など、陸側からは見られない景色がいっぱい！ウミネコの
餌付けも楽しい。  ☎ 0193-62-3350（岩手県北バス遊覧船事業部） 

じょうどがはま

浄土ヶ浜
白浜に海の青、松林の緑が鮮やかなコントラ
ストを織りなす、三陸復興国立公園を代表
する景勝地。国指定の名勝となっているほか、
かおり風景100選、日本の渚百選、日本の
白砂青松100選などにも指定されている。
☎ 0193-62-2111（宮古市観光課）

あおのどうくつさっぱせんゆうらん

青の洞窟さっぱ船遊覧
浄土ヶ浜マリンハウス発の「さっぱ船」コース内で見ら
れる「青の洞窟」。エメラルドグリーンの水面と、岩に
囲まれた神秘的な空間が出迎えてくれる人気スポット。
☎ 0193-63-1327（浄土ヶ浜マリンハウス）

宮古市

宮古市

宮古市

大船渡市

山田町

北山崎の名勝をめぐる観光遊覧船。三陸ジオパークや東日本大震災津波に
ついて紹介するアナウンスガイドを聴きながら約50分の船旅に出かけよう。  
☎ 0194-33-2113

きたやまざきだんがいくるーずかんこうせん

北山崎断崖クルーズ観光船 田野畑村

仙台

盛岡

八戸

函館

苫小牧

青森

秋田
宮古

室蘭

札幌

旭川

小樽

山田湾に浮かぶ「オランダ島」上陸コースや、養殖いかだの見学、
海岸美を巡る探勝コースなどがある。素朴で温かい漁師さんとの
ふれ合いも魅力。　☎ 0193-65-7901（マリンツーリズム山田）

やかたぶね「しおさい」

屋形船
「潮騒」

特等室（定員2名） オートレストラン

浄土ヶ浜遊覧船

沿岸
エ
リアガイド

県北

沿岸

県南

県央

宮古・室蘭フェリー
寝ている間に到着！

シルバーフェリー
❶＜室蘭→八戸・宮古＞ 室蘭20：50→八戸　
翌日3：30着／4：00発→宮古7：55
※月～土運航
❷＜宮古→室蘭＞宮古9：25→室蘭19：25
※火～日運航

予約・運賃の確認はこちらから！

https://www.silverferry.jp/
検索シルバーフェリー

❶

❶

❷

漁師さんの船で行く
クルーズ＆養殖見学体験

穏やかな大船渡湾内のリアス海
岸の景色を眺めながら、三陸
の味覚が堪能できる。昼コース
と、夜コースの２プランがある。 
☎ 0192-47-4131（３日前までに要予約）
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実はこんなに大きい！

クジラと一緒に記念撮影も！

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、当時に思いを馳せてみよう。
（12/9～3/31橋野鉄鉱山インフォメーションセンター冬季休館）
☎ 0193-54-5250 （釡石市橋野鉄鉱山インフォメーションセンター）

はしのてっこうざん

橋野鉄鉱山

大槌湾にぽっかりと浮かぶひょうたん型の
島。NHK人形劇「ひょっこりひょうたん島」
のモデルと言われている。
☎ 0193-42-8725（大槌町商工観光課）

ほうらいじま

蓬莱島

釜石市

大槌町

1億数千万年前の石灰岩層が造り出した巨
大な鍾乳洞。神秘的な鍾乳石の造形や、
世界屈指の透明度を誇る地底湖で知られる。
☎ 0194-22-2566（龍泉洞事務所）

りゅうせんどう

龍泉洞 岩泉町

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る。（12/9～3/31冬季
休館） 　☎ 0193-55-5521

きゅうかまいしこうざんじむしょ

旧釡石鉱山事務所 釜石市

釜石市

岩

泉
・山
田・大槌

岩

泉
・山
田・大槌

かつて捕鯨で栄えた山田町の科学館。全長17.6mの巨大マッコウ
クジラの骨格標本など、海の魅力を伝える展示を見に行こう。
☎ 0193-84-3985

くじらとうみのかがくかん

鯨と海の科学館

波静かな山田湾でじっくり育てられたおいしいかきの蒸し焼きを、11月
から7月頃まで楽しめる（完全予約制）。　☎ 0193-65-7901（山田町観光協会）

さんりくやまだかきごや

三陸山田かき小屋

コバルトブルーに

魅せられて

山田町

山田町

日本近代製鉄発祥の地、釜石市ならではの鉄
をテーマにした資料館。大島高任と釜石の製
鉄に関わった先人の偉業を後世に伝える展示
や、原寸大に復元された高炉の模型を見るこ
とができる。 　☎ 0193-24-2211

かまいししりつてつのれきしかん

釡石市立鉄の歴史館

釜石市

海と空を望む高台に立つ白亜の大観音。恋愛成就のパワース
ポットとして「恋人の聖地」に認定されている。　☎ 0193-24-2125

かまいしだいかんのん

釡石大観音

東日本大震災津波で全壊した釡石東中学校、鵜住居小学校
の跡地に、釡石の希望ともいえるスタジアムが完成。ラグビー
ワールドカップ2019™の試合会場。
☎ 0193-27-8420（釡石市ラグビーワールドカップ2019推進本部）

釜石市

かまいしうのすまいふっこうすたじあむ

釡石鵜住居復興スタジアム

世界遺産世界遺産

釜石市

極細ちぢれ麺と、あっさり醤油味
の透き通ったスープが特徴の、釜
石ご当地ラーメン。
☎ 0193-22-5835（釡石観光物産協会）

かまいしらーめん

釡石ラーメン

これが実物大のマッコウクジラ！？

デートスポットにも
ぴったり！
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縄文時代の生活に触れよう！

当時の景色に思いを馳せて

シンプルで実用的なのが特徴！

九戸政実の居城で、天下統一を
進める豊臣秀吉の最後の合戦
「九戸城の戦い」の舞台。「続日
本100名城」に選定。
☎ 0195-23-3641（二戸市観光協会）

伝統の南部せんべいとチョコレートが融合した岩手の新名物「チョコ
南部」の工場と店舗。製造工程の見学や、カフェスペースや体験コー
ナーが人気。店舗名は二戸（２つのドア）にかけて名付けられた。　
☎ 0195-22-2222

ちょこなんぶぷれみあむほんてん つーどあ

チョコ南部PREMIUM 本店 2door 

県立自然公園を眺望し、ゆっくりと自然を感じなが
ら休憩や食事ができる施設。あま茶や山ぶどうジュー
スなど、九戸村の特産品が並ぶ。　☎ 0195-42-4400

みちのえきおりつめ「おどでかん」

道の駅おりつめ
「オドデ館」

軽米町の特産品や農産物がそろう販売所や、郷土料理やさるな
しソフトクリーム、雑穀料理が味わえるレストランなどがある。
☎ 0195-47-1030

みる・みるはうす

ミル・みるハウス

浄法寺塗は天台寺の僧侶が京都から職人を招き作ったことが始まりとされ、
1200年を超える歴史を持つ。滴生舎では国産漆の約7割を占める浄法寺
漆にこだわり、質の高い漆器を展示・販売している。
☎ 0195-38-2511

じょうぼうじぬり・てきせいしゃ

浄法寺塗・滴生舎歴史と文化に

触れる旅

春

め
く県
北を探検

春

め
く県
北を探検

ごしょのじょうもんこうえん

御所野縄文公園
約4000年前の大規模集落が眠る遺跡。
広大な園内には竪穴住居やストーン
サークルなど、当時の様子を再現。
☎ 0195-32-2652（御所野縄文博物館）

二戸市 二戸市

九戸村

一戸町

軽米町

二戸市

ごしょのじょうもんはくぶつかん

御所野縄文博物館
発掘された焼失住居跡をガラス張りの床下に展示するなど、
出土品や当時の暮らしの様子について分かりやすく展示。
☎ 0195-32-2652（御所野縄文博物館）

ほ　っ  　か　い　   ど　う き　た　　 と　う　　ほ　く

じ ょ う　　も　ん　　 　い　　 せ　き　　 ぐ　ん

に触れる旅

北海道・北東北の
縄文遺跡群
「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、特別史跡三
内丸山遺跡や特別史跡大湯環状列石など、17
の特別史跡・史跡で構成されています。

❶史跡 大船遺跡（北海道函館市）
❷史跡 垣ノ島遺跡（北海道函館市）
❸史跡 キウス周堤墓群（北海道千歳市）
❹史跡 北黄金貝塚（北海道伊達市）
❺史跡 入江・高砂貝塚（入江貝塚）（北海道洞爺湖町）
❻史跡 入江・高砂貝塚（高砂貝塚）（北海道洞爺湖町）
❼特別史跡 三内丸山遺跡（青森県青森市）
❽史跡 小牧野遺跡（青森県青森市）
❾史跡 大森勝山遺跡（青森県弘前市）
10史跡 是川石器時代遺跡（青森県八戸市）

北海道・北東北の縄文遺跡群 https://jomon-japan.jp/

11史跡 田小屋野貝塚（青森県つがる市）
12史跡 亀ヶ岡石器時代遺跡（青森県つがる市）
13史跡 大平山元遺跡（青森県外ヶ浜町）
14史跡 二ツ森貝塚（青森県七戸町）
15史跡 御所野遺跡（岩手県一戸町）
16特別史跡 大湯環状列石（秋田県鹿角市）
17史跡 伊勢堂岱遺跡（秋田県北秋田市）

①史跡 鷲ノ木遺跡（北海道森町）
②史跡 長七谷地貝塚（青森県八戸市）

関連資産

九戸の民話に

登場するオドデ様

国重要文化財の
鼻曲り土面

世界遺産登録を目指して

三

陸ジ
オパーク

ジオサイト

県北
エ
リアガイド

県北

沿岸

県南

県央

くのへじょうあと

九戸城跡
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「北限の海女」 素潜り実演も！

琥珀アクセサリーに心おどる♪

北三陸だけの

魅力を探す旅へ久

慈
市観
光

久

慈
市観
光

久

慈
市観
光

久

慈
市観
光

広大な敷地を利用した、洋野町の魅力を満喫できる総合

体験施設。郷土の手仕事や豊かな自然、美味しい食材、

温泉などその数は18施設。  ☎ 0194-77-3202

おおのきゃんぱす

おおのキャンパス 洋野町

ウニやホヤなど洋野町の特産品を販売。南部ダ
イバーの紹介展示なども行っているほか、海産
物が食べられる食堂も併設している。 
☎ 0194-65-5161

ひろのすいさんかいかんうにーく

ひろの水産会館ウニーク 洋野町

北緯40度の黒崎にある、海岸線に切立った
150mの断崖の上の展望台。初夏の頃には、沿
岸から陸に向かってやませが吹く様子も見ること
ができる。　☎ 0194-35-2115（普代村農林商工課）

くろさきてんぼうだい

黒崎展望台 普代村

宝石「マリンローズ」の原石であるバラ輝石
やマンガン鉱石を産出した野田玉川鉱山の
旧坑道を、約1.5kmにわたり公開。4月
下旬までは冬季休業中。　☎ 0194-78-2138

まりんろーずぱーくのだたまがわ

マリンローズパーク
野田玉川 野田村

「北限の海女」で知られる小袖海岸。7～9月には海女の
素潜り実演が行われる。産直・お土産コーナーや展望所、
軽食スペースなどがある。　☎ 0194-54-2261

こそであませんたー

小袖海女センター 久慈市

物産館「土の館」、観光交流センター「風の館」からなる
道の駅。秋まつり山車展示場や、レストラン、久慈の物
産販売所がある。　☎ 0194-66-9200

みちのえきくじ　やませどふうかん

道の駅くじ やませ土風館 久慈市

国内唯一の琥珀専門博物館。琥珀採掘体験やアクセサリーづくり体験もできる。 
☎ 0194-59-3831

くじこはくはくぶつかん

久慈琥珀博物館 久慈市

見て「学ぶ、考える、体験する」水族館。南部
潜りや海女の素潜りの水中での様子をみること
ができるのは、ここだけ。　☎ 0194-75-3551

くじちかすいぞくかがくかん　もぐらんぴあ

久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ 久慈市

金色の鶏を見た源義経が、七日七夜、道中守
護の祈願をしたといわれる神社。鵜鳥神楽は
三陸沿岸を巡行する「廻り神楽」で、国重要無
形民俗文化財。 　☎ 0194-35-2339（鵜鳥神社社務所）

うのとりじんじゃ・うのとりかぐら

鵜鳥神社・鵜鳥神楽 普代村

江戸時代から塩の産地として名を馳せた野田村。
伝統の製法で作られる塩が特産品として人気を
集めている。事前予約で見学や体験ができる。
☎ 0194-78-2225（国民宿舎えぼし荘）

のだしおこうぼう

のだ塩工房 野田村

これが

マリンローズ！

三

陸ジ
オパーク

ジオサイト
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目時

好摩

北上線

山田線

二戸

いわて沼宮内

雫石

遠野

水沢江刺

陸前高田

久慈

水沢

平泉

気仙沼

ほっとゆだ

盛岡

新花巻

北上

一ノ関

八戸

盛

釜石

宮古

花巻

青い森
鉄道

IGRいわて
銀河鉄道

三陸鉄道
リアス線

花輪線

東北本線

八戸線

釜石線

大船渡線

東北新幹線

秋田新幹線・田沢湖線

岩手県

TOHOKU EMOTION

SL 銀河「いわて幸せ大作戦号」

ジパング

SL 銀河

●指定席ご利用の場合には、事前に指定席券をお買い求めください。
●指定席は各運転日の1ヶ月前の10時からJR東日本の主な駅の指定席券売機・びゅうプラザ・みどりの窓口、主な旅行会社等で発売します。
※ このページの情報は、2019年1月18日（金）現在の情報を掲載しています。時刻等は変更になる場合がありますので、お出掛けの際は、時刻表等でご確認ください。

詳しい情報は、JR東日本盛岡支社の
ホームページをご覧ください。

ＪＲ盛岡 検索※写真・イラストは全てイメージです。※地図は略図となります。

ＪＲ東日本では「乗る」こと自体が目的になる「のってたのしい列車」や
春のいわてのご旅行に便利な臨時列車を運行します。

ポケモントレイン気仙沼号

風っこ錦秋湖湖水まつり号

さんりくトレイン宮古

リゾートうみねこ

運
転
日

運
転
日

ジパング平泉号
世界文化遺産に登録され
た平泉へ。ＧＷ期間の「春
の藤原まつり」や「毛越
寺あやめまつり」にあわせ
て運転。

時 

刻

ＳＬ銀河「いわて幸せ大作戦号」

TOHOKU EMOTION

ジパング リゾートうみねこ

ポケモントレイン気仙沼号

ＳＬ銀河

観光キャンペーンのオープニングにあわせて、「ＳＬ銀河」を東北本線で特別運行。

「落ち着き」「重厚感の中にあるさりげない煌びやかさ」をテーマにしたリゾート列車。

9:40 発 14:58 着一ノ関行き
（4/6） 一ノ関盛岡

10:25 発盛岡行き
（4/7）

15:28 着
盛岡一ノ関

時 

刻
10:37 発 15:08 着

釜石花巻
10:58 発 15:20 着

花巻釜石花巻行き釜石行き

釜石行き

花巻行き

2014年の運行開始から5周年！今年は4月29日（月・
祝）から運行開始。

三陸の海を眺めながら東北の食材をふん
だんにお楽しみいただける「東北レストラ
ン鉄道」。

時 

刻

運
転
日

11:05 発 12:56 着久慈行き 久慈八戸
14:20 発 16:07 着八戸行き 八戸久慈

土・日・祝日を中心に運転
（4月以降は未定）

４/６・７

久慈八戸4/6・7・13・14・20・21・27～29、5/3～6・11・12・
18・19・25・26、6/1・2・8・9・15・16・22・23・29・30

※「ＳＬ銀河」は全席指定席です。
ご利用の際は乗車券のほかに指
定席券が必要です。

※運転時刻は 2018 年 12 月現在の情報です。掲載の時刻は変更となる場合がございますので、ご利用前に
ご確認ください。 ※びゅう旅行商品での発売となります。詳細はパンフレット等でご確認ください。

※１・４号車は指定席です。指定席をご利用の場合は、乗車券のほか指定席券が必要です。

※１・４号車は指定席です。指定席をご利用の場合は、乗車券のほか指定席券が必要です。

5/1～6、6/29・30
※ジパング平泉1号・4号は5/1～6のみ運行

列車の外にも中にもピカチュウがいっぱ
い！親子で楽しめるポケモン列車。

八戸～久慈間の定期列車（1往復）を「リゾートうみねこ」編成に変更して運転。

時 

刻

運
転
日

11:01 発気仙沼
行き 一ノ関

14:37 発一ノ関
行き

12:51 着
気仙沼
16:35 着
一ノ関気仙沼

4/6・7・13・14・20・21・27～30、
5/1～6・11・12・18・19・25・26、
6/1・2・8・9・15・16・22・23

4/29、5/2・5・11・18・25、6/1・15・22・29

4/30、5/3・6・12・19・26、6/2・16・23・30

Ⓒ2019 Pokémon.　Ⓒ1995 ‒ 2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK Inc.
ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

※全席指定席です。ご利用の際は乗車券のほかに指定席券が必要です。

※「リゾートうみねこ」編成（久慈行きは 3 号車指定席、八戸行きは 1 号車指定席、指定席をご利用の場合は、
乗車券のほか指定席券が必要です。）

時 

刻

9:52 発 11:14 着
一ノ関 （ジパング平泉 2号）

（ジパング平泉 4号）

盛岡
13:04 発 14:20 着

一ノ関盛岡

一ノ
関
行
き

11:24 発 12:50 着
盛岡 （ジパング平泉 1号）

（ジパング平泉 3号）

一ノ関
15:25 発 16:52 着

盛岡一ノ関

盛
岡
行
き

時 

刻

10:03 発一ノ関
行き 盛岡

15:25 発盛岡行き

11:16 着
一ノ関
16:52 着
盛岡一ノ関

ジパング平泉号北上展勝地桜号
日本全国から訪れる大勢の花見客で賑わう「北上展勝地
さくらまつり」にあわせて運転。

4/27～29運転日

運転日 区 間

風っこ錦秋湖湖水まつり号

ほっとゆだ盛岡5/25

西和賀町で開催される「錦秋湖湖水まつり」にあわせて運転。

※全席指定席です。ご利用の際は乗車券のほかに指定席券が必要です。 

運転日 区 間

さんりくトレイン宮古

4/27～30、5/1～6、6/1・2・15・16・20～
23・27～29

三陸・宮古へのご旅行に便利な列車を山田線盛岡～宮古間で運転。

※全席指定席です。ご利用の際は乗車券のほかに指定席券が必要です。

運転日 宮古盛岡区 間

運転日

「のってたのしい列車」情報
春のおすすめ臨時列車（2019 年 4月～6月）

2019年3月23日、JR山田線釡石～宮古間を加え盛～久慈間を、「リアス線」として新
たな歴史をスタートさせます。3月23日は釡石～宮古間での記念列車の運転を行
い、3月24日から営業運転を開始します。なお、3月23日まで南北リアス線の列車は
2018年3月改正の時刻での運転となりますのでご注意ください。

【お問合せ】 ☎0193-62-7000（三陸鉄道旅客営業部）

三陸防災復興プロジェクト2019関連のイベント列車を企画中です。また、JR線からの直通イ
ベント列車も予定しています。お座敷列車、レトロ列車などの貸切のご用命も承っています。
料金は区間によって異なりますのでお問合せください。時間についてもご相談に応じますの
でご利用お待ちしています。

三陸鉄道

さんりくてつどう

【料　　金】 おとな 4,980円、こども 2,490円（小学生以下）
【販売箇所】 IGR盛岡駅、二戸駅、銀河鉄道観光（青山駅青山南口）、
 三陸鉄道宮古駅、久慈駅
【発売期間】 通年
【お問合せ】 ☎019-601-9991（銀河鉄道観光） ☎0193-62-8900（三陸鉄道）

++三陸鉄道 バスIGRいわて銀河鉄道

金田一温泉

斗 米

二 戸

一 戸

小鳥谷

小 繋

奥中山高原

御 堂

いわて沼宮内

岩手川口

好 摩

渋 民

滝 沢

巣 子

厨 川

青 山

盛 岡

IGR いわて銀河鉄道の沿線には、スキー客で賑わう奥中山高原や、座敷わらしで
有名な金田一温泉など見どころが満載。
岩手山や姫神山を望む車窓の景色も楽しめます。
☎019-601-9995（営業部、9:00～17:00、土日祝年末年始休）

IGRいわて銀河鉄道

あいじーあーるいわてぎんがてつどう

びすとろ銀河
県産の食材を中心に、季節の食材を使った本格的なメニューを手軽に楽しめる
レストラン。おススメは野菜ソムリエ監修のヘルシーな週替わりランチ。味はも
ちろん、美しい盛り付けもお楽しみいただけます。
☎019-601-4155（年末年始休）

青山駅 滝沢駅 串焼処銀河
滝沢駅にある串焼のお店。昼はそば・うどん、夜は県産ブランド肉の串焼が味わえる。
新メニュー「ぎんが じゃじゃ」は、にんにく・ショウガなどお好みでトッピングして、
自分だけの味を楽しめます。
☎019-601-6617（日、月曜、年末年始休）

ぐるっとパスきた
いわて

●どの駅からでもスタートOK！
●「左まわり」「右まわり」一定方
向でコース内なら乗り降り自由
（逆戻りはできないので注意！）
●有効期間は３日間、期間内であ
れば何周してもOK！

※イベント列車等、指定席を設定し
ている便をご利用の際は、別途
指定席料金がかかります。

右
回
り
↓

左
回
り
↓

二戸

金田一温泉

盛岡

久慈

宮古

三陸プレミアムランチ列車
・

三陸うほほ列車

車窓から風光明媚な三陸海岸の風景を眺めながら、有名シェフ監修のコース
料理を味わう企画列車「三陸プレミアムランチ列車」、北三陸の夏の食材、うに、
ほや、ほたてを使った地元料理を提供する「三陸うほほ列車」が運行。

6月15日（土）　三陸プレミアムランチ列車「南三陸コース」（盛→宮古間）
6月30日（日）　三陸うほほ列車（久慈→宮古間）
7月14日（日）　三陸プレミアムランチ列車「北三陸コース」（久慈→宮古間）

開
催
日

IGRホリデー フリーきっぷ
【料　　金】 おとな 2,800円、こども 1,400円（小学生）【販売箇所】 IGRの各駅窓口（斗米駅、小繋駅を除く）
【発売期間】 通年
【ご利用期間】 土日祝日※8月1日～4日、12月30日～１月３日は毎日ご利用いただけます【有効期間】 発行日から１ヶ月以内で、ご乗車日当日に限り有効【お問合せ】 ☎019-626-9151（IGRインフォメーション）

IGR
全線 盛岡駅 目時駅
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毎月第2日曜日（8月、12月、1月除く）

神楽の日【花巻市】
大迫神楽の日実行委員会☎0198-48-2111

4月～12月の毎月第１日曜日

くるま市・水車まつり【久慈市】
山根六郷研究会事務局☎0194-53-5281

4月15日（月）

八幡平アスピーテライン開通【八幡平市】
八幡平市観光協会☎0195-78-3500

4月上旬～5月上旬（予定）

江刺桜まつり【奥州市】
奥州商工会議所江刺支所☎0197-35-2514

4月20日（土）、21日（日）

錦秋湖スプリング放流【西和賀町】
湯田ダム管理支所☎0197-74-2011
西和賀町観光協会☎0197-81-1135

4月中旬～下旬

三陸山田カキまつり【山田町】
山田の魅力発信実行委員会（山田町商工会内）
☎0193-82-2515

4月中旬～5月上旬

盛岡さくらまつり【盛岡市】
盛岡観光コンベンション協会☎019-604-3305

4月中旬～5月上旬（予定）

北上展勝地さくらまつり【北上市】
北上観光コンベンション協会☎0197-65-0300

4月中旬～5月下旬

桜と雪の回廊観光キャンペーン【八幡平市他】
八幡平市観光協会☎0195-78-3500

4月26日（金）

八幡平樹海ライン開通【八幡平市】
八幡平市観光協会☎0195-78-3500

4月28日（日）　

矢巾町徳丹城春まつり【矢巾町】
矢巾町徳丹城春まつり実行委員会（矢巾町教育委
員会社会教育課）☎019-611-2860

4月28日（日）（予定）

遠野さくらまつり【遠野市】
遠野さくらまつり実行委員会☎0198-62-2111

4月28日（日）～29日（月・祝）

日高火防祭【奥州市】
日高火防祭実行委員会（奥州市商工観光部商業
観光課）☎0197-24-2111

4月下旬～5月上旬

浄土ヶ浜まつり【宮古市】
宮古観光文化交流協会☎0193-62-3534

4月下旬～6月中旬

花と泉の公園　
ぼたん・しゃくやく祭り【一関市】
花泉観光開発☎0191-82-4066

5月1日（水）～5日（日・祝）

春の藤原まつり【平泉町】
平泉観光協会☎0191-46-2110

5月3日（金・祝）

不動の滝まつり【八幡平市】
八幡平市観光協会☎0195-78-3500

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）　

おおのキャンパス一人一芸交流祭
【洋野町】
ひろのイベント事業実行委員会☎0194-77-2111

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）　（予定）

毘沙門まつり
～全国泣き相撲大会～【花巻市】
三熊野神社☎0198-42-3921

5月4日（土・祝）～5日（日・祝）（予定）

碁石海岸観光まつり【大船渡市】
碁石海岸観光まつり実行委員会
☎0192-27-3111

5月4日（土・祝）～5日（日・祝）

龍泉洞まつり【岩泉町】
龍泉洞まつり実行委員会☎0194-22-2566

5月5日（日・祝）（予定）

ごしょのＪＯＭＯＮピクニック（仮）【一戸町】
御所野縄文博物館☎0195-32-2652　

5月5日（日・祝）

志和稲荷神社例大祭【紫波町】
志和稲荷神社社務所☎019-673-7608

5月上旬

ぱあぷる春まつり【野田村】
観光物産館ぱあぷる☎0194-78-4171

5月上旬

森と水とチューリップフェスティバル【軽米町】
軽米町観光協会☎0195-46-4746

5月上旬

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

5月上旬

九戸神社例大祭・九戸さくらまつり
【九戸村】
九戸村観光協会☎0195-42-2111

5月12日（日）

鵜鳥神社例大祭【普代村】
鵜鳥神社☎0194-35-2339

5月19日（日）

姫神山山開き【盛岡市】
盛岡市玉山総合事務所産業振興課☎019-683-3852

5月19日（日）

栗駒山山開き【一関市】
一関市商業観光課☎0191-21-8413

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☎0192-54-5011

5月中旬

たろう大漁まつり【宮古市】
たろう大漁まつり実行委員会☎0193-87-2171

5月25日（土）

第39回錦秋湖湖水まつり【西和賀町】
西和賀町観光協会☎0197-81-1135

5月25日（土）～26日（日）

日本ワインフェスティバル花巻大迫2019【花巻市】
日本ワインフェスティバル花巻大迫実行委員会
☎0198-48-2111

5月26日（日）

毛越寺曲水の宴【平泉町】
毛越寺☎0191-46-2331

5月下旬

稲庭高原まつり【二戸市】
稲庭高原まつり実行委員会☎0195-38-2211

5月下旬

南部杜氏の里まつり【花巻市】
南部杜氏の里まつり実行委員会☎0198-45-2111

5月下旬

おおつち新山高原ヒルクライム【大槌町】
おおつち新山高原ヒルクライム実行委員会（大槌町
商工観光課内）☎0193-42-8725

5月下旬～6月上旬

室根山つつじまつり【一関市】
一関市室根支所産業経済課
☎0191-64-3806

6月1日（土）

駒ヶ岳山開き【雫石町】
雫石町商工観光課☎019-692-2111

6月2日（日）（予定）

第35回前沢牛まつり【奥州市】
前沢牛まつり実行委員会☎0197-56-2111

6月8日（土）

チャグチャグ馬コ【盛岡市・滝沢市】
チャグチャグ馬コ保存会（盛岡市観光交流課内）
☎019-613-8391

6月9日（日）（予定）

第65回水沢商人まつり【奥州市】
奥州商工会議所☎0197-24-3141

6月9日（日）

早池峰山山開き【花巻市・遠野市・宮古市】
花巻市大迫総合支所☎0198-48-2111
遠野市環境課☎0198-62-2111
宮古市川井総合事務所☎0193-76-2114

6月上旬

五葉山ツツジ観賞会【大船渡市】
大船渡市観光物産協会☎0192-21-1922

6月上旬～中旬

平庭高原つつじまつり【久慈市・葛巻町】
久慈市山形総合支所産業建設課☎0194-72-2129
葛巻町総務企画課☎0195-66-2111

6月上旬

くずまき高原牧場まつり【葛巻町】
くずまき高原牧場まつり実行委員会
☎0195-66-0555

6月20日（木）～7月10日（水）

毛越寺あやめまつり【平泉町】
毛越寺☎0191-46-2331

6月23日（日）

第44回東北馬力大会　馬の里遠野
大会【遠野市】
東北馬力大会馬の里遠野大会実行委員会（遠野市
観光交流課内）☎0198-62-2111

6月中旬

平庭闘牛大会つつじ場所【久慈市】
久慈市山形総合支所産業建設課☎0194-72-2129

4
月

5
月

6
月

2019 年 4 月    2019 年 6 月
※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。 県央
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岩泉町
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浄法寺IC
一戸IC

九戸IC

軽米IC

八戸IC

南郷IC

階上IC

松尾八幡平IC

西根IC

盛岡南IC

矢巾SIC

紫波IC

盛岡IC

花巻JCT

安代JCT

八戸JCT

釜石自動車道（無料）
※東和～花巻除く
釜石自動車道（無料）
※東和～花巻除く
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花巻IC

北上江釣子IC
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北上JCTE46 E46

E45

E45

E45

E4

E4A
久慈駅

田野畑駅

宮古駅

好摩駅

青山駅

小岩井駅

矢幅駅

紫波中央駅

一戸駅

JR花輪線

JR八
戸
線

フ
ェ
リ
ー
航
路

宮古─釜石間
2019年3月23日
運行開始

野田玉川駅
堀内駅

陸中野田駅

普代駅

種市駅

釜石駅

恋し浜駅盛駅

大船渡駅

花巻駅

ほっとゆだ駅

気仙沼駅

猊鼻渓駅

千厩駅

JR大船渡線
平泉駅

水沢駅

金ケ崎駅

遠野駅

JR山田線

上米内駅

川内駅

JR田沢湖線

JR
東
北
本
線

I
G
R
い
わ
て

銀
河
鉄
道

大船渡線BRT

JR
東
北
新
幹
線

JR釜石線

いわて花巻空港

至仙台・東京

JR秋田新幹線

↑
室
蘭

二戸駅

盛岡駅

八戸駅

北上駅

新花巻駅

雫石駅

いわて沼宮内駅

水沢江刺駅

一ノ関駅

つなぎ温泉郷

花巻温泉郷

一関温泉郷

夏油高原温泉郷

湯田温泉峡

重茂半島

船越半島

金田一温泉郷

八幡平温泉郷

八幡平

岩手山

早池峰山

安比温泉郷

鶯宿温泉

広田半島

平泉

おおの

おりつめ

石神の丘

くずまき高原

白樺の里
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
宮古湾
フェリーターミナル

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

むろね

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）

6.5km（4分）

11km（7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）

3.9km（3分）

7.5km（5 分）

12.8km
（8分）

10km
（8分）

11.4km
（9分）

11.9km
（9分）

16.2km
（13分）

三
陸
鉄
道

  

リ
ア
ス
線

長野金沢 高崎

福島

大宮

いわて花巻空港

仙台

秋田

山形
一ノ関

新潟

新青森

新函館北斗

札幌
室蘭

八戸

東京
名古屋

新大阪
広島

博多

熊本
鹿児島中央

盛岡

新千歳空港

宮古

小牧空港伊丹空港

福岡空港
（2018年 12月1日現在）

北海道新幹線 東北新幹線
約 65分 約 50分

新函館北斗 新青森

東 京
盛岡

JAL 約 55分

JAL（日本航空） ☎0570-025-071
FDA（フジドリームエアラインズ）
☎0570-55-0489
タイガーエア台湾
☎03-6455-0242

札 幌
FDA 約 70分名古屋
JAL 約 85分

タイガーエア台湾
 約200分

大 阪
JAL 約 120分 

FDA
( 名古屋乗継便）

福 岡

台北

いわて
花巻空港

約2時間 10分
東北新幹線

　 空路  A i r

　 鉄道  T r a i n

※距離と時間は目安です

JR東日本 検索
http://www.jreast.co.jp/

検索
http://www.sanrikutetsudou.com/

IGRいわて銀河鉄道 検索
http://www.igr.jp/

アクセスガイド

ACCESS
GUIDE

イベント  ガイド
EVENT GUIDE

岩手県道路情報 検索
http://www.douro.com/

岩手県レンタカー協会 検索
http://www.iwarekyo.sakura.ne.jp/

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。

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  C a r

　  バス B u s

岩手県レンタカー協会

岩手県交通 検索
http://www.iwatekenkotsu.co.jp/

JRバス 検索
http://www.jrbustohoku.co.jp/

岩手県北バス 検索
http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/

約10時間

シルバーフェリー
☎050-3821-1546（宮古）

室蘭

　 フェリー F e r r y
宮古

38 39




