
チャグチャグ馬コ
Chagu Chagu Horse Festival

色鮮やかな装束と鈴で飾られた約80頭の馬が、
滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡八幡宮までの
約14kmを行進する。
This horse parade has about 80 horses decorated with 
colorful costumes and bells that march about 14km from 
Onikoshi Sozen Shrine in Takizawa City to Morioka 
Hachimangu Shrine.

「みちのく三大桜名所」の一つ。北上川河
畔の約2kmの桜並木をはじめ、約150種
1万本もの桜があるといわれる。
This is one of the Three Famous Cherry Blossom 
Spots of Michinoku.  It is said that there are 10,000 
cherry trees of about 150 species, including a row 
of cherry blossom trees that runs for about 2km 
along the Kitakami River.

北上展勝地さくらまつり
Kitakami Tenshochi Cherry Blossom Festival

いわて雪まつり
Iwate Snow Festival

岩手山南麓エリア、鶯宿温泉エリアで開催さ
れる冬のイベント。雪の滑り台など雪遊びの
他、期間中は花火やライトアップも楽しめる。
This winter event is held in the Oushuku Hot 
Springs area at the southern base of Mt. Iwate.  
In addition to sledging and other fun in the 
snow, you can also enjoy fireworks and 
illuminations during the festival period.

420年以上の歴史ある祭り。花巻ばやしの音色
に合わせ風流山車が繰り出され、100基を超え
る神輿、鹿踊、神楽権現舞のパレードが続く。
This festival has a history of more than 420 years.  
Elegant festival floats, over 100 portable Mikoshi shrines, 
Shishiodori Deer Dancers and Kagura Gongen Dancers 
parade to the sound of traditional Hanamaki Bayashi 
orchestra groups.

花巻まつり
Hanamaki Festival

1360年代から続く歴史を誇る県北エリア最大
の祭り。豪華絢爛な山車や神輿が市内を練り歩
く。中日の郷土芸能パレードも必見。
This is the largest festival in the northern area of   the 
prefecture, which boasts a history that has continued 
since the 1360s. Gorgeous floats and portable Mikoshi 
shrines are paraded through the city.  Don't miss the Folk 
Performing Arts Parade on the middle day of the festival.

久慈秋まつり
Kuji Autumn Festival

岩手を代表する夏祭りの一つ。勇壮な太鼓と華
麗な群舞による熱気あふれるパレードが繰り広
げられる。
This is one of the main summer festivals of Iwate.  It’s a 
parade that overflows with energy with soul-stirring taiko 
drums and magnificent group dances.

盛岡さんさ踊り
Morioka Sansa Odori

北上市
Kitakami City

岩手県東京事務所（観光案内） ☎03-3524-8289
北東北三県大阪合同事務所 ☎06-6341-3258
北東北三県名古屋合同事務所 ☎052-251-2801
北東北三県福岡合同事務所 ☎092-736-1129
いわて・盛岡広域観光センター ☎019-625-2090
岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 ☎019-629-5574

　　　　　　　　　
（一社）久慈市観光物産協会 ☎0194-66-9200
二戸市観光協会 ☎0195-23-3641
普代村観光協会 ☎0194-35-2115
軽米町観光協会 ☎0195-46-4746
野田村観光協会 ☎0194-78-2012
九戸村観光協会 ☎0195-42-2111
洋野町観光協会 ☎0194-65-5916
一戸町観光協会 ☎0195-33-2111

　

（公財）盛岡観光コンベンション協会 ☎019-604-3305
（一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
（一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
葛巻町観光協会 ☎0195-66-2111
岩手町観光協会 ☎0195-62-2760
滝沢市観光協会 ☎019-601-6327
（一社）紫波町観光交流協会 ☎019-676-4477
矢巾町観光協会 ☎019-611-2605

　　　　　　　 
（一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
（一社）北上観光コンベンション協会 ☎0197-65-0300
（一社）遠野市観光協会 ☎0198-62-1333
（一社）一関市観光協会 ☎0191-23-2350

（一社）奥州市観光物産協会 ☎0197-22-7800
西和賀町観光協会 ☎0197-81-1135
金ケ崎町観光協会 ☎0197-42-2710
（一社）平泉観光協会 ☎0191-46-2110
　
　　　　　　　
（一社）宮古観光文化交流協会 ☎0193-62-3534
（一社）大船渡市観光物産協会 ☎0192-21-1922
（一社）陸前高田市観光物産協会 ☎0192-54-5011
（一社）釜石観光物産協会 ☎0193-27-8172
住田町観光協会 ☎0192-46-2111
（一社）大槌町観光交流協会 ☎0193-42-5121
（一社）山田町観光協会 ☎0193-65-7901
（一社）岩泉町観光協会 ☎0194-22-4755
田野畑村総合観光案内所 ☎0194-33-3248

いわて銀河プラザ（東京） ☎03-3524-8315
青森・岩手えぇもんショップ（大阪） ☎06-6346-0888
みちのく夢プラザ（福岡） ☎092-736-1122

県北広域振興圏

県央広域振興圏

沿岸広域振興圏

アンテナショップ

県南広域振興圏

 （公財）岩手県観光協会
  

総合案内

岩手県観光情報サイト
「いわての旅」

https://www.iwatetabi.jp

019-651-0626
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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 Car

○当観光案内図に掲載されている情報は2021年8月現在のものです。
○掲載の内容については変更になることがございますので、予め出発前
にご確認ください。○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。○掲載された内容により生じたトラブ
ルや損害等については、保証いたしかねますので、予めご了承願います。

注意事項

Car Rentalレンタカー

トヨタレンタカー ☎0800-7000-111／☎0198-26-0100
ニッポンレンタカー ☎0800-500-0919／☎0198-26-3255 
日産レンタカー ☎0120-00-4123 ／☎0198-26-3555 
タイムズカーレンタル ☎0198-26-0555
オリックスレンタカー ☎0198-26-0543 

二戸駅 ☎0195-23-1151 宮古駅 ☎0193-65-1955
新花巻駅 ☎0198-32-1500 北上駅 ☎0197-64-6264
一ノ関駅 ☎0191-21-5570 いわて沼宮内駅 ☎0195-61-1080
盛岡駅 ☎019-624-5212 釜石駅 ☎0193-22-5007
遠野駅 ☎0198-63-2515 水沢江刺駅 ☎0197-51-0151
久慈駅 ☎0194-66-7555 

駅レンタカー （予約センター ☎03-3358-1909）

いわて花巻空港

☎019-637-5363　
岩手県レンタカー協会

陸前高田駅前 三陸おもてなしレンタカー（EV専用）☎0120-26-7218

Getting to Iwate *Times and distances are approximate.

鉄道 Train

Air空路
JAL 1時間  1 hr.

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 中国東方航空 ☎03-3506-1166

FDA 1時間10分  1 hr. 10 min.

JAL 1時間20分  1 hr. 20 min.

JAL / FDA 1時間25分  1 hr. 25 min.

タイガーエア台湾 運休中（再開未定）

運休中（再開未定）

中国東方航空  運休中（再開未定）

JAL 1時間45分 / FDA（名古屋乗継便）  1 hr. 45 min.

Sapporo

札 幌
Nagoya

名古屋
Osaka

大 阪
Kobe

神戸

Taipei

台北
Shanghai

上海

Fukuoka

福 岡

Iwate
Hanamaki
Airport

いわて
花巻空港

盛岡市
Morioka City

滝沢市・盛岡市
Takizawa City, Morioka City

久慈市
Kuji City

花巻市
Hanamaki City

雫石町他
Shizukuishi Town, etc.

いわて
iwate

Morioka

盛 岡

お問合せ先 観光案内所・各市町村観光協会などContact

summer

spring winter

autumn autumnsummer

世界遺産 平泉（平泉町）
World Heritage Hiraizumi(Hiraizumi Town)

世界遺産 御所野遺跡（一戸町）
 World Heritage Goshono Site(Ichinohe Town)

浄土ヶ浜（宮古市）
Jodogahama Beach (Miyako City)

北上展勝地（北上市）
 Kitakami Tenshochi (Kitakami City)

八幡平ドラゴンアイ（八幡平市）
 Hachimantai Dragon Eye (Hachimantai City)

久慈琥珀博物館（久慈市）
Kuji Amber Museum (Kuji City)

IWATE

TAKE
FREE
ご自由に
お持ちください

紹介ページのQRコードから
世界遺産の動画が楽しめます！

IWATE

世 界 遺 産 や 絶 景 と の 出 会 い 、 魅 力 い っ ぱ い の い わ て 旅 へ

世界遺産 橋野鉄鉱山（釡石市） 
World Heritage Hashino Iron Mining and Smelting Site(Kamaishi City)

小岩井農場の一本桜（雫石町）
Koiwai Farm Solitary Cherry Tree (Shizukuishi Town)

岩手県観光案内図

ようこそ
岩手へ。

岩手の4
つのエリ

アをご紹
介します

。

さあ、岩
手の旅の

はじまり
です！

1 小岩井農場 雫石町 Koiwai Farm/Shizukuishi Town

創業130余年の日本最大級の民間総合農場。さまざまな体験プログラムもあり、
自然の中でゆったり過ごしたい。
Q☎019-692-4321　W不定休　E9:00～17:00（時期、曜日により変更あり）
RJR小岩井駅、盛岡IC　Relax at the vast farm and enjoy with nature.

D-2 1 雪谷川ダム
フォリストパーク・軽米 軽米町

広大な自然森林公園の絶景ポイントは風車展望
台とダム湖にかかる吊り橋。春には15万本もの
色とりどりのチューリップが咲き誇る。
Q管理棟☎0195-45-2444　W4月～10月（開園
期間）の月曜（祝日の場合翌日）　E9:00～17:00　
R軽米IC
There is a windmill observation deck, as well as a 
suspension bridge which commands a panoramic view of 
the area. In spring 150,000 tulips come into full bloom. 

Yukiyagawa Dam Forest Park Karumai/Karumai Town

B-4

4 天台寺 二戸市 
Tendai-ji Temple/Ninohe City

奈良時代の開山と伝わる東北
最古の名刹。本尊・聖観音立像
は国指定重要文化財。
Q☎0195-38-2500　W無休　
E 8:30～17:00（11～3月は
16:00）　RJR二戸駅、浄法寺IC
This ancient temple is said to have 
been founded the Nara period.

B-3

3 二戸市シビックセンター
二戸市 
Ninohe Civic Center/Ninohe City

二戸市の地域情報センター。同市ゆかりのグラ
フィックデザイナー・福田繁雄デザイン館と物理
学者・田中舘愛橘記念科学館を併設。
Q☎0195-25-5411　W第4月曜、祝日の翌日、年
末年始　E9:00～17:00　RJR二戸駅、一戸IC
Features exhibitions on graphic designer Shigeo Fukuda 
and physicist Aikitsu Tanakadate.

B-3

2 おおのキャンパス 洋野町
豊かな自然、郷土の手仕事や美味しい食材、パークゴルフなど洋野町の魅力を
満喫できる総合体験施設。
Q☎0194-77-3202　W12/30～1/3　E9:00～17:00　RJR種市駅、久慈北IC
This is an experience center where you can fully enjoy the charms of Hirono Town, including it’s 
rich nature, local handicrafts, delicious foods and park golf.

Ohno Campus/Hirono Town B-4

1 遠野ふるさと村 遠野市 Tono Furusato Village/Tono City

移築・保存された南部曲り家集落で、四季の移ろいと『遠野物語』の心象の世界を体感。
草木染や陶芸など様々な体験も可。
Q☎0198-64-2300　W1月～3月：毎週水曜日、年末年始　E3月～10月：9:00～17:00
（入村は16:00まで）11月～2月：9:00～16:00（入村は15:00まで）　RJR遠野駅、遠野IC

Enjoy a farming experience at a Nambu magariya house which has been relocated and preserved to 
recreate the nostalgic atmosphere of Tono.

F-4

4 猊鼻渓 一関市
Geibikei Gorge/Ichinoseki City

川岸には100ｍを越える絶壁がそびえ立つ
約2kmの渓谷。名物は船頭が棹一本で巧み
に舟を操る舟下り。
Qげいび観光センター☎0191-47-2341　
W無休　E8:30～16:30（季節により変更あ
り）　RJR猊鼻渓駅、一関IC
Enjoy a boat ride down a 2-km gorge with 100-meter 
high cliffs on both sides.

H-3

2 宮沢賢治記念館 花巻市 Miyazawa Kenji Memorial Museum/Hanamaki City

詩人・童話作家の宮沢賢治の多彩な活動を5つの分野に分類し、映像や関連資料で紹介
している。
Q☎0198-31-2319　W12/28～1/1　E8:30～17:00　RJR新花巻駅、花巻空港IC
The various works of the poet and children’s story writer Kenji Miyazawa are classified into five fields and 
introduced in videos and related materials here.

F-3

3 歴史公園えさし藤原の郷 奥州市 
Esashi-Fujiwara Heritage Park/Oshu City

奥州藤原氏の歴史と文化を体験できる平安時代
の歴史テーマパーク。
Q☎0197-35-7791　W無休　E9:00～17:00
（11/1～2月末は16:00閉園）
RJR水沢江刺駅、水沢IC
It is the theme park you can experience history and culture 
of Oshu Fujiwara Family in Heian era.

G-3

2 北山崎 田野畑村 Kitayamazaki Cliffs/Tanohata Village

高さ200mもの大断崖が約8kmにわたって連なる風景は、別名
「海のアルプス」。国内で最も迫力ある海岸美といわれる。
Q田野畑村総合観光案内所☎0194-33-3248
R三陸鉄道田野畑駅、普代IC、田野畑北IC
Highly treasured as the greatest coastal landscape in Japan, with 200-meter 
cliffs that stretch for 8 km. 

C-6

4 思いを乗せ、今日も走る
潮騒トレイン・三陸鉄道

三陸鉄道リアス線は三陸沿岸を一つに
結び、人々の暮らしや観光の支えとなっ
ている。
Q☎0193-62-8900
The Sanriku Railway Rias Line makes it 
more convenient for residents and tourists 
to travel along the Sanriku coast. 

1 龍泉洞 岩泉町 Ryusendo Cave/Iwaizumi Town

日本三大鍾乳洞の一つで第1～第3地底湖が公開されている。
世界有数の透明度を誇る。
Q龍泉洞事務所☎0194-22-2566　W無休　E8:30～18:00
（10月～4月は17:00まで）　R三陸鉄道岩泉小本駅、岩泉龍泉洞IC

One of the Three Great Limestone Caves in Japan. The First, Second, and 
Third Underground Lakes, which are some of the most transparent lakes in 
the world, are open to the public. 

D-5

3 東日本大震災津波伝承館
いわてTSUNAMIメモリアル

東日本大震災津波の事実と教訓を後世に伝承し、
復興の姿を国内外に発信する施設。
Q☎0192-47-4455　W年末年始、臨時休館日　
E9:00～17:00（最終入館16:30）　RBRT奇跡の一
本松駅、陸前高田IC
This museum passes on the facts and lessons learned 
from the disaster to future generations and also gives 
updates on the state of the reconstruction work both 
domestically and internationally.

H-4

世界遺産・平泉から、宮沢賢治のふるさとや
『遠野物語』の世界へ足を伸ばしてみよう。
豊かな歴史と文化が息づくエリアを歩いてみたい。

数々の歴史と物語、
ロマンに満ちあふれるエリア
Area Filled with History, Tales, and Imagination.

縄文時代から奈良時代へ、長い時を経て、
今に受け継がれる歴史と文化にふれる。
豊かな自然に包まれ、心やすらぐエリア。

古代のロマンに思いをはせる
ユニークな体験スポット満載エリア
Thinking of the ancient times...
You can find a lot of unique experience facilities here.

まちあるきが楽しい城下町、盛岡。
八幡平の大自然を堪能し、名湯・秘湯をめぐる。
人々を見守る岩手山の四季折々の表情も楽しんで。

風情豊かな城下町と
豊かな自然に癒されるエリア
Charm of a Historical City and Rich Nature

北部の隆起海岸、南部のリアス海岸。
三陸の大地に広がる絶景は迫力満点。
親潮と黒潮が出会う豊穣の海の恵みは至福の味。

リアス海岸の絶景と
海の恵みを堪能するエリア
Scenic Rias Coast and Great Seafood.

Forever keep moving forward and pass on the stories of the disaster and the reconstruction work down the generations!

Guide to Area 4 in Iwate

県央
エリア

広い岩手を満喫！

いわて エリアガイド

4 十和田八幡平国立公園（八幡平地域） 八幡平市

大湿原や高山植物、雪の回廊など四季折々の自然を満喫できる。ドライブ
にも最適なスポット。
Q（一社）八幡平市観光協会☎0195-78-3500　R松尾八幡平IC
A great spot for a scenic drive, with a vast wetland, colorful alpine plants, and the "corridor 
of snow" in winter.   

Towada-Hachimantai National Park/Hachimantai Region
D-1

県南
エリア

沿岸
エリア

県北
エリア

Welcome to Iwate. 
We’ll Introduce you to the 
four areas of Iwate.
Now, let’s begin our journey 
around Iwate!

永遠に走り語り継ごう！復興と震災の記憶

約5億年前からの地球活動の歴史にふれ、震災の記憶を後世に伝
える学習フィールドとして2013年、日本ジオパークの認定を受けた。
In 2013, this area was certified as a Japanese Geopark as a field of learning where 
you can experience the historic record from around 500 million years ago of the 
activities of the earth and where the memories of the earthquake are conveyed to 
future generations for posterity.
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盛岡城跡公園 盛岡市

南部藩主の居城であった盛岡城の城跡。春の桜、秋
の紅葉の名所として知られ、四季を通じて多くの市民
が訪れる。
Q（公財）盛岡観光コンベンション協会☎019-604-3305
RJR盛岡駅、盛岡IC
The ruins of Morioka Castle, which was the residence of the 
Nanbu feudal lord, are found in this park.  It’s known as a famous 
place for cherry blossoms in spring and for the autumn leaves, 
and many citizens visit here throughout the four seasons.

Morioka Castle Site Park/Morioka City
E-32

盛岡手づくり村 盛岡市

盛岡の伝統技術を集めた施設。地場産品の展示販売
のほか、手づくり工房ゾーンでは木工、冷麺づくりな
どさまざまなものづくり体験ができる。
Q☎019-689-2201　RJR盛岡駅、盛岡IC
This facility is a center for traditional techniques of Morioka.  In 
addition to exhibiting and selling local products, you can try your 
hand at making a variety of things in the handicrafts workshop 
zone, including woodworking and making Reimen noodles.

Morioka Handi-Works Square/Morioka City
E-23
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沿岸地域 
Sanriku Railway/Coastal Area

陸前高田市 Iwate TSUNAMI Memorial Museum/Rikuzentakata City

温泉 MAP 問合せ先 電話番号
金田一温泉  金田一温泉旅館組合 ☎0195-27-2540
つなぎ温泉  つなぎ温泉観光協会 ☎019-689-2109
新安比温泉  （一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
藤七温泉  （一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
岩手山焼走り温泉  （一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
八幡平温泉郷  （一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
松川温泉  （一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
網張温泉  （一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
国見温泉   （一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
玄武温泉  （一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
雫石高倉温泉  （一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
鶯宿温泉  （一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
あづまね温泉  （一社）紫波町観光交流協会 ☎019-676-4477
矢巾温泉  矢巾町観光協会　 ☎019-611-2605
花巻温泉郷  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
夏油高原温泉郷  （一社）北上観光コンベンション協会 ☎0197-65-0300
一関温泉郷  （一社）一関市観光協会 ☎0191-23-2350
焼石岳温泉ひめかゆ  （一社）奥州市観光物産協会 ☎0197-22-7800
湯田温泉峡  西和賀町観光協会 ☎0197-81-1135
岩手かねがさき温泉郷  金ケ崎町観光協会 ☎0197-42-2710
平泉温泉  （一社）平泉観光協会 ☎0191-46-2110
碁石温泉  （一社）大船渡市観光物産協会 ☎0192-21-1922
大船渡温泉  （一社）大船渡市観光物産協会 ☎0192-21-1922

夏油高原温泉郷 北上市
Geto Kogen Hot Springs/Kitakami City

ブナ原生林に囲まれた秘湯・夏油温
泉はじめ、入畑、瀬美、水神などの温
泉が点在。
Geto Hot Spring is known as a secluded hot 
spring surrounded by virgin beech forest.

G-2

湯田温泉峡  西和賀町
Yuda Hot Springs/Nishiwaga Town

全国でも珍しい駅舎に温泉のある
「ほっとゆだ」、東北初の砂風呂「砂
ゆっこ」などユニークな温泉がある。
There are unique hot springs such as 
Hotto Yuda, located inside a train station, 
and the first sand bath in the Tohoku 
region. G-1

一関温泉郷  一関市
Ichinoseki Hot Springs/Ichinoseki City

栗駒山から流れる磐井川沿いに、
祭畤温泉、山王山温泉、厳美渓温
泉など泉質の異なる温泉宿が点在。
Along the Iwai River, there are a number of 
hot spring inns with different types of 
spring water.H-1,2

つなぎ温泉  盛岡市
Tsunagi Hot Springs/Morioka Cityy

御所湖畔に和風旅館や近代的な
ホテルが立ち並び、盛岡の奥座敷
といわれている。
Known as Morioka's retreat, 
Japanese-style inns and modern hotels 
are located by Lake Goshoko.E-2

鶯宿温泉  雫石町
Oshuku Hot Springs/Shizukuishi Town

鶯が傷を癒したと伝わる古湯で切り
傷ややけどに効く。鶯宿川沿いに旅
館が建ち並ぶ風情豊かな温泉街。
An old hot spring said to be effective for cuts 
and burns. A charming hot spring resort with 
inns along the Oshuku River. E-2

八幡平温泉郷 八幡平市
Hachimantai Hot Springs/Hachimantai City

岩手山や八幡平の雄大な景色を望
み、温泉ホテル、旅館、ペンションな
ど多彩な宿泊施設がある。
A hot spring village with a great view of Mt. 
Iwate and Hachimantai and lodging 
facilities including hot spring hotels, 
Japanese Inns, and cottages.D-2

花巻温泉郷  花巻市
Hanamaki Hot Springs/Hanamaki City

東北有数の規模と快適さを備えた温泉旅
館、湯治場として人気の趣のある温泉など、
個性豊かな温泉がエリア内に多数点在する。
There is a variety of hot springs in the area, such as 
one of the largest and most luxurious hot spring inns 
in Tohoku, and a rustic hot spring which is popular as 
a therapeutic retreat. F-2

C-2 D-2

金田一温泉  二戸市
Kintaichi Hot Springs/Ninohe City

南部藩の湯治場だったことから、「侍の
湯」とも呼ばれている。座敷わらし伝説の
地としても知られる。
This spring is also called "Samurai-no-Yu" 
because it was a hot spring resort for the Nanbu 
Clan.  It is also known as the home of the 
legendary Zashikiwarashi spirit.B-3

岩手の上質な米や水と、
日本三大杜氏「南部杜氏」
の技術と伝統がおいしい
清酒を作り上げている。
Delicious sake is made in Iwate 
due to Iwate's high-quality rice 
and water as well as the 
techniques and traditions of 
Nanbu Toji, one of the three 
major Japanese Toji (Sake 
brewmaster).

日本酒  全域
Japanese Sake/All Areas
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岩手はぶどう生産に適し
た気候風土に恵まれ、ワ
イン生産が盛ん。個性的
なワイナリーがいくつも
ある。
Iwate is blessed with a climate 
suitable for grape production 
and wine production is thriving 
here.  There are many unique 
wineries.
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岩手県はホップの生産量
日本一。県内各地に醸造
所があり、個性豊かなビ
ールが楽しめる。
Iwate Prefecture has the 
largest production of hops in 
Japan.  There are breweries all 
over the prefecture and you 
can enjoy unique local beers.

地ビール  全域
Micro-brew beer/All Areas
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連続テレビ小説「あまちゃん」
に登場した久慈地方の郷土料
理。具だくさんのしょうゆ汁と、
くるみと黒砂糖を包んだ団子
「まめぶ」が絶妙の味わい。

Local cuisine from Kuji was featured 
in the TV drama series  'Amachan'.

久慈まめぶ汁  
久慈市 Mamebu/Kuji City
連続テレビ小説「あまちゃん」
に登場した久慈地方の郷土料
理。具だくさんのしょうゆ汁と、
くるみと黒砂糖を包んだ団子
「まめぶ」が絶妙の味わい。

Local cuisine from Kuji was featured 
in the TV drama series  'Amachan'.

久慈まめぶ汁  
久慈市 Mamebu/Kuji City

一関地方では年中行事や冠婚葬祭
で餅料理をふるまう。緑色の鮮やか
なずんだやじゅうね（エゴマ）など、
餅の食べ方は300種以上とも。
In the Ichinoseki area, over 300 types of 
mochi (rice cake) dishes are served at 
various events throughout the year. 

餅料理  一関市他 県南地域
Mochi Cuisine/
Ichinoseki City and Other Southern Areas

脂肪分が少ないヘルシーな赤身肉
は、かみしめる食感と肉の旨さが特
徴で、かむほどにおいしさが広がる。
This healthy, low-fat red meat is 
characterized by its chewy texture and 
deliciousness. The more you chew, the 
more delicious it becomes.

いわて短角牛
久慈市・岩泉町他
Shorthorn Beef/
Kuji City, Iwaizumi Town etc.
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バケツをコンロとするスタイルで、アウトドアで
気軽に楽しめる。お店ごとに肉の切り方やたれ
の味付けなど、こだわりや個性が光る。
With a bucket used as the stove and grill, you can easily 
enjoy this style of lamb BBQ outdoors.  Each restaurant 
has its own particular and original way of serving it, 
including how to cut the meat and the seasoning of the 
sauce.

遠野ジンギスカン  遠野市
Tono Genghis Khan BBQ /Tono City
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岩手の大地で丹精込めて育て
られた「いわて純情米」。平成
28年に「銀河のしずく」、翌年
に「金色の風」が誕生した。
Iwate Junjomai Rice is grown in the 
land of Iwate with great care.  The 
Ginga no Shizuku brand was 
launched in 2016, and the Konjiki no 
Kaze brand the following year.

いわて純情米
全域
Iwate-Junjomai (rice)/
All Areas
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北上の名産品の二子さといも、黒毛和
牛、しらゆりポーク、アスパラガスを使
ったご当地グルメ。
A local specialty that uses Kitakami's
 famous Futago Taro, Japanese Beef,
Shirayuri Pork, and 
Kitakami Green 
Asparagus. 

北上コロッケ  北上市
Kitakami Korokke/Kitakami City
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A local specialty that uses Kitakami's
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Kitakami Green 
Asparagus. 
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Kitakami Korokke/Kitakami City

国の伝統的工芸品第１号。モダンなデザインの
鉄器が海外でも人気を得ている。
Nambu-Tekki, the first item to be designated as a national 
traditional craftwork, is gaining popularity abroad for its 
modern design.

南部鉄器  盛岡市・奥州市
Nambu-Tekki Ironware/Morioka City, Oshu City
国の伝統的工芸品第１号。モダンなデザインの
鉄器が海外でも人気を得ている。
Nambu-Tekki, the first item to be designated as a national 
traditional craftwork, is gaining popularity abroad for its 
modern design.

南部鉄器  盛岡市・奥州市
Nambu-Tekki Ironware/Morioka City, Oshu City

欅、桐を主な材料とし、箪笥づくり、金具づくり、漆塗
りのそれぞれの職人により手づくりされる。堅牢で彫
金の緻密さが見事。国の伝統的工芸品に指定。
Made by the teamwork of craftsmen specializing in 
chest-making, metalworking, and lacquering, Iwayado Tansu are 
sturdy chests of drawers made of zelkova or paulownia, with 
refined metal fittings and ornaments. Designated as a national 
traditional craftwork. 

岩谷堂簞笥奥州市・盛岡市
Iwayado Tansu Chests of Drawers/Oshu City, Morioka City
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その起源は奥州藤原氏の時代に遡るといわれる。
雲形の文様、金箔が特徴で、秀衡椀が特に知られ
ている。
With its origins in the days of the Oshu-Fujiwara Hiraizumi, 
Hidehira-nuri products, the most famous of which are the bowls, 
are characterized by their cloud-shaped patterns and gold leaf foil. 

秀衡塗  平泉町・一関市
Hidehira-nuri Lacquerware/Hiraizumi Town, Ichinoeseki City
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日本一の漆生産地に伝わる漆器。
シンプルで使いやすいデザインの
「暮らしの器」。

This laquerware has been handed down 
the generations in Japan's number one 
lacquer producing area.  Their simple and 
easy-to-use design makes them 
“laquerware for everyday life”.

浄法寺塗  二戸市・盛岡市
Joboji-nuri Lacquerware/Ninohe City, Morioka City
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“laquerware for everyday life”.

浄法寺塗  二戸市・盛岡市
Joboji-nuri Lacquerware/Ninohe City, Morioka City

岩手の郷土料理の一つ。小麦粉をこ
ねて引き伸ばし、ちぎったものを野
菜や肉とともに汁で煮込む。
One of Iwate's popular traditional dishes, 
Hittsumi is a soup with meat, vegetables, 
and hand-shredded pieces of flour dough.

ひっつみ  全域
Hittsumi / All Areas
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1～2月の厳寒期に収穫さ
れるシャキシャキの早採り
わかめは、しゃぶしゃぶや
お刺身がおすすめ。
Wakame picked during the bitter 
cold has a great texture and is 
delicious both lightly boiled and 
raw.

早採りわかめ
三陸沿岸
Hayadori Wakame/
The Sanriku Coast

三陸で水揚げされた、新鮮な旬の海
の幸を存分に堪能することができる。
You can enjoy freshly caught seasonal 
seafood to the full in Sanriku.

海産物  三陸沿岸
Seafood/The Sanriku Coast
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わんこそば  盛岡市・花巻市他
Wanko Soba/Morioka City, Hanamaki City, etc.

小分けにしたそばを薬味と一緒に。何杯食
べられるか挑戦するのも楽しい。
Soba noodles served with various toppings in small 
bowls; see how many bowls you can eat!

わんこそば  盛岡市・花巻市他
Wanko Soba/Morioka City, Hanamaki City, etc.

小分けにしたそばを薬味と一緒に。何杯食
べられるか挑戦するのも楽しい。
Soba noodles served with various toppings in small 
bowls; see how many bowls you can eat!

盛岡冷麺  盛岡市
Morioka Reimen/Morioka City

コシの強い麺と、牛骨などからとった
濃厚スープの組み合せが絶妙。
A perfect harmony of chewy noodles and a 
thick soup made with beef bone stock.

盛岡じゃじゃ麺
盛岡市
Morioka Jajamen/Morioka City

温かい平打ち麺に特製の肉
みそをからめて食べる。
Flat noodles served with a special 
meat miso paste.

雫石スキー場安比高原スキー場

良質な飼料を用い、丹精
込めて肥育した最高品
質の牛肉。世界に認めら
れた味をステーキ、すき
焼き、寿司などで堪能し
たい。
This top-quality beef comes 
from cattle raised with utmost 
care on high-quality forage. 
Enjoy its world-class flavor in 
dishes such as steak, 
sukiyaki, and sushi.

前沢牛  奥州市
Maesawa Beef/Oshu City

盛岡三大麺
Morioka 3 noodles

スキー場 市町村   MAP 電話番号
平庭高原スキー場 【久慈市】  ☎0194-72-2700
村営くのへスキー場 【九戸村】  ☎0195-42-2366
奥中山高原スキー場 【一戸町】  ☎0195-35-3131
岩山パークスキー場 【盛岡市】  ☎019-624-4476
生出スキー場 【盛岡市】  ☎019-683-1636
田山スキー場 【八幡平市】  ☎0195-73-2650
安比高原スキー場 【八幡平市】  ☎0195-73-5111
八幡平リゾートパノラマスキー場 【八幡平市】  ☎0195-78-2577
八幡平リゾート下倉スキー場 【八幡平市】  ☎0195-78-3456
網張温泉スキー場 【雫石町】  ☎019-693-2211
岩手高原スノーパーク 【雫石町】  ☎019-693-4000
雫石スキー場 【雫石町】  ☎019-693-1111
花巻市鉛温泉スキー場 【花巻市】  ☎0198-25-2711
夏油高原スキー場 【北上市】  ☎0197-65-9000
赤羽根スキー場 【遠野市】  ☎0198-65-3343
祭畤スノーランド 【一関市】  ☎0191-39-2020
ひめかゆスキー場 【奥州市】  ☎0197-49-2106
奥州市越路スキー場 【奥州市】  ☎0197-39-2105
国見平スキー場 【奥州市】  ☎0197-52-6611
志賀来スキー場 【西和賀町】  ☎0197-85-2914
湯田スキー場 【西和賀町】  ☎0197-82-2410

C-4
C-4
C-3
E-3
D-3
C-2
C-2
D-2
D-2
D-2
D-2
D-2
F-2
G-2
G-4
H-1
H-2
G-3
H-2
F-1
F-1

温泉
Hot Springs

スキー
Ski

イイモノNAVI

いわての旅
ナビ

ゴマやピーナッツと共に焼き上げた素朴な小麦
粉の煎餅。チョコレートやイカなど新しい味も
登場し、人気の岩手土産の定番。
Nambu Sembei are simple crackers made with flour 
dough with sesame or peanuts. New varieties such as 
chocolate and squid sembei have been created as well. 

南部煎餅  盛岡市・二戸市他
Nambu Sembei/Morioka City, Ninohe City etc.

ゴマやピーナッツと共に焼き上げた素朴な小麦
粉の煎餅。チョコレートやイカなど新しい味も
登場し、人気の岩手土産の定番。
Nambu Sembei are simple crackers made with flour 
dough with sesame or peanuts. New varieties such as 
chocolate and squid sembei have been created as well. 

南部煎餅  盛岡市・二戸市他
Nambu Sembei/Morioka City, Ninohe City etc.

This historic site contains remnants of structures that symbolize 
the modernization of the steel industry in Japan, including the 
Hashino Blast Furnace Ruins which is the oldest surviving blast 
furnace site in Japan, and these remnants of structures remain 
as illustrations of when this was an active site.

いわて満喫モデルコースいわて満喫モデルコース A model tour that visits all the best of Iwate. ※車での移動を想定・時間は目安です。　*Approximate transport time by car

You can fully experience the vast natural and cultural  aspects of Iwate, including the Hiraizumi World Heritage Site and the Sanriku Geopark.

世界遺産平泉をはじめ、三陸ジオパークなど
広大な岩手の自然や文化を満喫！

Ichinoseki Station 

一ノ関駅
Hiraizumi World Heritage 

Information Center

平泉世界遺産
ガイダンスセンター

Chuson-ji Temple

中尊寺
Takadachi Gikeido

高館義経堂
Muryoko-in 

Temple Remains

無量光院跡9.5㎞
15分

15min.

1.4㎞
3分

3min.

0.7㎞
2分

2min.

0.6㎞
2分

2min.

9.9㎞
13分

13min.Motsuji-ji Temple & 
Kanjizaio-in Temple Remains

毛越寺・
観自在王院跡1.5㎞

2分
2min. Esashi Fujiwara Heritage Park

歴史公園
えさし藤原の郷30.7㎞

40分
40min.

7.4㎞
14分

14min.Ichinoseki Hot Springs 
(overnight stay) 

一関温泉郷
（宿泊）

Geibikei Gorge (boat ride) 

猊鼻渓
（舟下り）

Mizusawa-Esashi Station

水沢江刺駅

Ichinoseki Station 

一ノ関駅
Miracle Lone Pine Tree

奇跡の一本松

陸前高田市 Rikuzentakata
City 

Iron and Steel 
History Museum

鉄の歴史館62.3㎞
1時間
17分

1h17min.

46.3㎞
51分

51min.

3.2㎞
7分

7min. Overnight stay 
in Kamaishi City

釜石市内
（宿泊）

Overnight stay in Kuji City

久慈市内
（宿泊）

Overnight stay in Miyako City

宮古市内
（宿泊）

Hashino Iron Mining 
and Smelting Site 

橋野鉄鉱山 18.5㎞
33分

33min. Miyazawa Kenji Memorial Museum & 
 Ihatov Museum

宮沢賢治記念館・
イーハトーブ館

Kappa-Buchi Pool &
 Densho-En

カッパ淵・
伝承園

Hanamaki Hot Springs 
(overnight stay) 

花巻温泉郷
（宿泊）55.5㎞

55分
55min.

0.6㎞
1分

1min. Miyazawa Kenji Dowa Mura

宮沢賢治童話村 1.3㎞
2分

2min. Shin-Hanamaki Station

新花巻駅

Ninohe Station

二戸駅
Basenkyo Gorge

馬仙峡
Kuji Amber Museum 

久慈琥珀博物館
Ryusendo Cave 

龍泉洞2.6km
5分

5min.

51.6km
59分

59min.

5.9km
11分

11min. Sappa Boat Ride

サッパ船
アドベンチャーズ 25.8㎞

37分
37min.

4.2㎞
11分

11min.Jodogahama Beach 

浄土ヶ浜
Miyako Seafood and 

Produce Market

宮古市魚菜市場
Morioka Station

盛岡駅

平泉世界遺産

Morioka Station

盛岡駅
Morioka History & 
Culture Museum

もりおか
歴史文化館

Morioka Machiya-Story 
House

Tsunagi Hot Springs 
(overnight stay) 

2㎞
8分

8min.

2.3㎞
6分

6min.

14.8㎞
28分

28min. Koiwai Farm

小岩井農場
Matsuo Hachimantai 

Visitors Center

松尾八幡平
ビジターセンター18㎞

27分
27min.

43.6㎞
50分

50min.

57.5㎞
1時間
3分

1h3min.

44.7km
45分

45min.Hachimantai Aspite Line & 
Hachimantai Jukai Line

八幡平アスピーテライン・
八幡平樹海ライン

Hachimantai Hot Springs
 (overnight stay) 

八幡平温泉郷
（宿泊）

Tendai-ji Temple

天台寺 13.2km
18分

18min.

82.6㎞
1時間
29分

1h29min.

Ninohe Station

二戸駅

初代・藤原清衡が造営し
多数の伽藍を建立。国宝
第1号の金色堂をはじめ
3,000点以上の国宝や重
要文化財が現存する。国
の特別史跡。
Chuson-ji is a temple built by 
Fujiwara no Kiyohira, the first 
lord of Hiraizumi, who built a 
number of Buddhist structures. 
With over 3000 assets 
designated as national 
treasures or important cultural 
properties, including the first 
national treasure Konjikido, 
the entire precincts are 
designated as a special 
historic site.

中尊寺 

World Heritage Hiraizumi

平和の理想郷を表現したとされる世界を体験
The Hiraizumi World Heritage Site is said to express an ideal world.

H-2

　無量光院跡

　金鶏山 Mt. Kinkeisan

　観自在王院跡
二代・基衡夫人の造営。典型的な浄土庭
園で日本最古の庭園書「作庭記」（平安時
代）の作法どおりと考えられている。
It is the site of a temple built by the wife of the second lord 
Motohira; its Pure Land garden is believed to have been 
designed in precise accordance with Sakuteiki, the oldest 
landscaping textbook in Japan. 

三代・秀衡が宇治平等院の鳳凰堂を模し
て建立した寺院跡。堂跡、池跡などの遺構
が良好な状態で保存されている。
It is the site of a temple built by the third lord Hidehira, 
modeled after the Phoenix Hall of Byodoin Temple in Uji, 
Kyoto. The sites of temple buildings and a pond have 
been preserved in good condition.

平和を守るため雄雌一対の黄金の鶏を埋
めたと伝わる。山頂に複数の経塚が造られ
た跡が見つかっている。
It is said that a pair of golden chicken were buried in the 
mountain as tutelary symbols of peace. Several sutra 
mound sites have been found at the top of the mountain. 

An easy-to-understand display of artifacts excavated from the 
Goshono Site and how people lived in those days. You can also try 
your hand at making earthenware and accessories.

御所野遺跡の出土品や、当時の暮らしの様子につ
いてわかりやすく展示している。体験コーナーでは
土器作りやアクセサリー作りの体験もできる。

御所野縄文博物館
Goshono Jomon Museum

B-3 B-3

現存する日本最古の高炉跡「橋野高炉跡」をはじめ、日
本における製鉄産業の近代化を象徴する遺構が当時
の絵図のとおり残っている史跡。

The oldest existing blast furnaces site in Japan

現存する日本最古の高炉跡

F-5

お問い合わせ 御所野縄文博物館）0195-32-2652

お問い合わせ 橋野鉄鉱山インフォメーションセンター 0193-54-5250

沿岸エリア
Day 1

Coastal  Area

県南エリア
Day 1

Southern Area

県央エリア
Day 1

Central  Area

県南エリア
Day 3

Southern Area

県北エリア
Day 3

Northern Area

沿岸エリア
Day 3

Coastal  Area

県南エリア
Day 2

Southern Area

県央エリア
Day 2

Central  Area

沿岸エリア
Day 2

Coastal  Area県北エリア
Day 1

Northern Area

県南エリア
Day 2

Southern Area世界遺産と渓谷をゆったりと
Relaxing in a World Heritage 

Site and Valley
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コ
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復興の記録と文学の舞台へ
Documenting Reconstruction

 and Bringing Literature to the Stage

C
ou

rs

e 0
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文学 コ
�
ス

城下町と八幡平を巡る旅
A trip to the castle town

 and Hachimantai

C
ou

rs
e 0

3

自然 コ
�
ス

三陸ジオパーク満喫の旅
Fully Experience 
Sanriku Geopark

C
ou

rs

e 0
4

絶景 コ
�
ス

世界遺産
世界が認めた遺産を巡り、
文化の息吹を感じる旅へ。
A trip to the world's recognized heritage sites and feel the breath of culture.

の

This site contains the remnants of a large-scale 
settlement in the latter half of the middle Jomon period, 
around 4,200 to 5,000 years ago. Earthen-rooved 
dwellings and stone circles have been recreated and are 
exhibited here.

日本のルーツに触れる、縄文の世界へ
Discover the roots of Japan, the world of Jomon

約5000～4200年前、縄文時代中期後半の大
規模集落の遺跡。土屋根住居やストーンサーク
ルなどを再現し、展示している。 

動画を
再生

動画を
再生

動画を
再生

Word Heritage 
Goshono Site御所野遺跡

世界遺産 Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan
「北海道・北東北の縄文遺跡群」

World Heritage Hashino Iron Mining 
and Smelting  Site

世界遺産 橋野鉄鉱山 釜石 Kamaishi City

一戸 Ichinohe Town

Sites of Jalan's Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Maining

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」

2021年7月登録
July 2021 Registration

NEW

　毛越寺 Motsu-ji Temple

浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完
全な状態で保存。国の特別史跡・特別名勝。

A Pure Land garden and a temple site from the 
Heian period have been preserved in essentially 
perfect condition; designated as a special 
historic site and a special place of scenic beauty.

「平泉の文化遺産」の構成資産及び関連する遺跡
について紹介する施設。
This is a facility that introduces the components of the "Cultural 
Heritage of Hiraizumi" and related sites.

平泉世界遺産ガイダンスセンター
Hiraizumi World Heritage Information Center

お問い合わせ 中尊寺0191-46-2211/毛越寺 0191-46-2331/
平泉文化遺産センター 0191-46-4012/平泉世界遺産ガイダンスセンター 0191-34-7377

2021年11月オープン
Opening in November 2021

NEW
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一関市 Ichinoseki
City 

一関市 Ichinoseki
City 

盛岡市 Morioka
City 盛岡市 Morioka

City 盛岡市 Morioka
City 

盛岡市 Morioka
City 

盛岡市 Morioka
City 雫石町 Shizukuishi

Town

岩泉町 Iwaizumi 
Town

八幡平市 Hachimantai
City 八幡平市 Hachimantai

City 八幡平市 Hachimantai
City

一関市 Ichinoseki
City 一関市 Ichinoseki

City 奥州市 Oshu City 

釜石市 Kamaishi City 釜石市 Kamaishi City 釜石市 Kamaishi City 

宮古市 Miyako City 宮古市 Miyako City 宮古市 Miyako City 

二戸市 Ninohe City 二戸市 Ninohe City

二戸市 Ninohe City 二戸市 Ninohe City 久慈市 Kuji City 久慈市 Kuji City

遠野市 Tono City 花巻市 Hanamaki City 花巻市 Hanamaki City 花巻市 Hanamaki City 花巻市 Hanamaki City

奥州市 Oshu City 平泉町 Hiraizumi 
Town 平泉町 Hiraizumi 

Town 平泉町 Hiraizumi 
Town 平泉町 Hiraizumi 

Town 平泉町 Hiraizumi 
Town

つなぎ温泉
（宿泊）

もりおか
町家物語館

田野畑村 Tanohata 
Village

歴史
A Histrical Journey

文学
A Cultural Journey

自然
A Natural Journey

絶景
A Journey of Breathtaking Scenery

Kanjizaio-in Temple
Remains

Chuson-ji
Temple

Muryoko-in Temple
Remains

H-2

H-2

H-2

H-2

H-2


