
盛岡

八戸自動車道

秋田自動車道
東北新幹線

秋田新幹線
新青森 八戸

新函館北斗

札幌新千歳

仙台新庄

長野
高崎

新大阪
大阪

京都

岡山広島

博多
福岡

鹿児島中央

東北自動車道

いわて
花巻空港

上越新幹線

北陸新幹線
東海道

新幹線

山陽新
幹線

山形新幹線

花巻

熊本
九州新幹線

名古屋

秋田

福島

大宮
東京

新潟
富山

金沢

北海道新幹線

いわて銀河プラザ観光情報コーナー ☎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
みちのく夢プラザ（福岡） ☎092-736-1122
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課 ☎019-629-5574

県北広域振興圏
（一社）久慈市観光物産協会 ☎0194-66-9200
二戸市観光協会 ☎0195-23-3641
浄法寺町観光協会 ☎0195-38-2211
普代村観光協会 ☎0194-35-2114
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

県央広域振興圏
（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 ☎019-611-2615

県南広域振興圏 
（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）一関観光協会 ☎0191-23-2350
花泉町観光協会 ☎0191-82-2908
大東観光物産協議会 ☎0191-72-2111
千厩町観光協会 ☎0191-53-3963
東山町観光協会 ☎0191-47-4525
室根山観光協会 ☎0191-64-3806
藤沢町観光協会 ☎0191-63-5181
（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

沿岸広域振興圏
（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
陸前高田市観光物産協会 ☎0192-54-5011
釜石観光物産協会 ☎0193-22-5835
住田町観光協会 ☎0192-46-2111
大槌町観光物産協会 ☎0193-42-8725
（一社）山田町観光協会 ☎0193-84-3775
岩泉町観光協会 ☎0194-22-4755
田野畑村総合観光案内所 ☎0194-33-3248

アンテナショップ
いわて銀河プラザ（東京） ☎03-3524-8315
青森・岩手ええもんショップ（大阪） ☎06-6346-0888
みちのく夢プラザ（福岡） ☎092-716-2038

総合案内

（公財）岩手県観光協会
☎019-651-0626
岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」
http://www.iwatetabi.jp

国際興業
JRバス東北
岩手県交通

☎0570-048985
☎019-624-4474
☎019-662-2121

弘南バス
岩手県北バス

☎017-726-7575
☎019-641-1212

弘南バス
岩手県北バス
岩手県交通

☎0172-36-5061
☎019-641-1212
☎019-697-6761

秋北バス
岩手県北バス

☎0186-43-3010
☎019-641-1212

岩手県北バス☎019-641-2424

宮城交通
東日本急行
JRバス東北
岩手県北バス
岩手県交通

☎022-261-5333
☎022-218-3131
☎019-624-4474
☎019-641-1212
☎019-697-6761

京急高速バス
岩手県北バス

☎03-3743-0022
☎0193-64-0069

岩手県交通 ☎0197-66-7799

国際興業
岩手県交通

☎0570-048985
☎0193-25-2525

国際興業
岩手県交通

☎0570-048985
☎0193-25-2525

岩手県交通 ☎0198-23-1020

南部バス
岩手県北バス

☎0178-24-1121
☎019-641-1212

JRバス東北
岩手県交通

☎022-256-6646
☎0197-35-2185

岩手県交通 ☎0192-26-3730

岩手県交通 ☎0193-25-2525

東日本急行 ☎022-218-3131

岩手急行バス ☎0191-23-2542
東日本急行 ☎022-218-3131

【期間運行】※運行時間等は、お問い合わせください。
Sendai
仙 台

Hiraizumi
平 泉

仙台駅（さくら野）平泉線
1時間40分  1 hr. 40 min.

Sendai
仙 台

Ichinoseki
一 関

一関・仙台線
1時間19分  1 hr. 19 min.

ドリーム盛岡（らくちん）号
7時間25分  7 hr. 25 min.

あすなろ号
2時間44分  2 hr. 44 min.

ヨーデル号
2時間13分  2 hr. 13 min.

みちのく号
2時間24分  2 hr. 24 min.

アーバン号
2時間27分  2 hr. 27 min.

BEAM-1
10時間35分  10 hr. 35 min.
イーハトーブ号

8時間56分  8 hr. 56 min.
けせんライナー

9時間10分  9 hr. 10 min.
遠野・釜石号

10時間25分  10 hr. 25 min.

けんじライナー
2時間45分  2 hr. 45 min.

特急八盛号
2時間20分  2 hr. 20 min.

江刺仙台線
2時間10分  2 hr. 10 min.
大船渡・仙台線

3時間49分  3 hr. 49 min.
釜石・仙台線

3時間55分  3 hr. 55 min.

Morioka
盛 岡

Tokyo
東 京

Yamada
山 田

Shinagawa
品 川

Shiwa
紫 波

Ikebukuro
池 袋

Kamaishi
釜 石

Ikebukuro
池 袋

Yamada
山 田

Ikebukuro
池 袋

Morioka
盛 岡

Sendai
仙 台

Hanamaki
花 巻

Sendai
仙 台

Esashi
江 刺

Sendai
仙 台

Ofunato
大船渡

Sendai
仙 台

Kamaishi
釜 石

Sendai
仙 台

Morioka
盛 岡

Aomori
青 森

Morioka
盛 岡

Hachinohe
八 戸

Morioka
盛 岡

Hirosaki
弘 前

Morioka
盛 岡

Odate
大 館

岩手きずな号
11時間50分  11 hr. 50 min.

Kuji
久 慈

Shibaura
芝 浦

岩手きずな号
9時間00分  9hr. 00 min.

Morioka
盛 岡

Shibaura
芝 浦

高速バス

千歳線・室蘭本線・函館本線
Chitose Line  Muroran Main Line  Hakodate Main Line

北海道新幹線
Hokkaido Shinkansen

東北新幹線
Tohoku Shinkansen

5時間22分　5 hr. 22 min.

3時間55分　3 hr. 55 min.

東北新幹線
Tohoku Shinkansen

東海道新幹線
Tokaido Shinkansen

Sapporo
札 幌

Shinhakodatehokuto
新函館北斗

Shin-Aomori
新青森

2時間15分　2 hr. 15 min.

東北新幹線
Tohoku ShinkansenTokyo

東 京

Tokyo
東 京

Nagoya
名古屋

4時間50分　4 hr. 50 min.

東北新幹線
Tohoku Shinkansen

東海道新幹線
Tokaido Shinkansen Tokyo

東 京
ShinOsaka
新大阪

7時間20分　7 hr. 20 min.

東北新幹線
Tohoku Shinkansen

山陽新幹線・東海道新幹線
Sanyo Shinkansen  Tokaido Shinkansen Tokyo

東 京
Hakata
博 多

Morioka

盛 岡

鉄道

広域アクセス
マップ

Getting to Iwate

※距離と時間は目安です。 
*Times and distances are approximate.

Aomori IC
青森IC

Hachinohe IC
八戸IC

Morioka IC
盛岡IC

Ichinoseki IC
一関IC

Sendaimiyagi IC
仙台宮城IC

Urawa Toll Gate

浦和本線

Hanamaki
Airport IC
花巻空港ICYuda IC

湯田IC
Yokote IC
横手IC

Ashiro JCT
安代JCT

Hanamaki JCT
花巻JCT

Kitakami JCT
北上JCT

Towada IC
十和田IC

76.9km
52分
 52 min.

39.3km
29分
 29 min.

68.1km
51分
 51 min.

51.2km
35分
 35 min.

16.8km
10分
 10 min.

3.7km
5分
5 min.

40.4km
33分
33 min.

33.5km
20分
 20 min.

41.5km
27分  27 min.

87.9km
56分  56 min.

332.4km
3時間29分
3 hr. 29 min.

30.3km
26分
 26 min.

20.3km
17分
 17 min.

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 Air

Car Rental

Tono IC
遠野IC

空路
JAL 55分  55 min.

JAL（日本航空）☎0570-025-071
FDA（フジドリームエアラインズ）☎0570-55-0489

台北→花巻 4時間25分  4 hr. 25 min.
花巻→台北 3時間5分  3 hr. 5 min.

Sapporo
札 幌

FDA 1時間10分  1 hr. 10 min.Nagoya
名古屋

JAL 1時間25分  1 hr. 25 min.Osaka
大 阪

JAL 2時間  2 hr.  /FDA（名古屋乗継便）Fukuoka
福 岡

Taipei
台 北

Iwate
Hanamaki
Airport
いわて
花巻空港

九州・四国方面への乗り継ぎ便の利便性が益々向上中。
詳しくはお問い合せください。

☎019-637-5363
（予約センター☎0800-888-4892）
☎0195-22-4394
☎0193-65-1955
☎0198-31-2327
☎0197-64-6264
☎0191-21-5570
☎0195-61-1080
☎019-624-5212
☎0193-22-5007
☎0198-63-2515
☎0197-23-7176
☎0194-52-7722

☎0800-7000-111 ☎0198-26-0100
☎0800-500-0919 ☎0198-26-3255
☎0120-00-4123 ☎0198-26-3555
☎0198-26-0555
☎0198-26-0543

■岩手県レンタカー協会
■駅レンタカー
　二戸駅
　宮古駅
　新花巻駅
　北上駅
　一ノ関駅
　いわて沼宮内駅
　盛岡駅
　釜石駅
　遠野駅
　水沢江刺駅
　久慈駅
■いわて花巻空港
　トヨタレンタカー
　ニッポンレンタカー
　日産レンタカー
　タイムズカーレンタル
　オリックスレンタカー

レンタカー

お問合せ先　観光案内所・各市町村観光協会など

Train

Highway Bus

Information

国際リニアコライダーを東北に

※チャーター便運航

岩手県観光案内図 

た びた び

いわて4エリアガイド Guide to Area 4 in Iwate

世界遺産 平泉
World Heritage HIRAIZUMI

世界遺産 橋野鉄鉱山
World Heritage

Hashino Iron Mining and Smelting Site

（公財）岩手県観光協会

三陸ジオめぐり
Sanriku Geological Tour

Northern Area Central Area Southern Area Coastal Area
県北 県央 県南

Have a nice trip
!

このマークの付いた画像にスマホをかざすと動画を見ることができます無料アプリ「いわて観光AR」アプリをダウンロードしてください。ダウンロードの方法は中面に記載しています。

元 気 な 岩 手 を 旅 し よ う！

沿岸

Iwate Travel Map

温泉 MAP 問合せ先 電話番号
金田一温泉  二戸市観光協会 ☎0195-23-3641
新安比温泉  （一社）八幡平市観光協会 ☎0195-78-3500
新山根温泉  （一社）久慈市観光物産協会 ☎0194-66-9200
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
国見温泉  （一社）しずくいし観光協会 ☎019-692-5138
網張温泉  （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
つなぎ温泉  つなぎ温泉観光協会 ☎019-689-2109
鶯宿温泉  鶯宿温泉観光協会 ☎019-695-2209
矢巾温泉  矢巾町観光協会 ☎019-611-2615
あづまね温泉  （一社）紫波町観光交流協会 ☎019-676-4477
台温泉  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
鉛・新鉛温泉  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
湯田温泉峡  西和賀町観光協会 ☎0197-81-1135
大沢温泉  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
山の神温泉  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
志戸平温泉  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
花巻温泉郷  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
渡り温泉  （一社）花巻観光協会 ☎0198-29-4522
金ケ崎温泉郷  金ケ崎町観光協会 ☎0197-42-2710
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
焼石岳温泉ひめかゆ  （一社）奥州市観光物産協会 ☎0197-22-7800
須川温泉  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
平泉温泉  （一社）平泉観光協会 ☎0191-46-2110
厳美渓温泉  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
宝竜温泉  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
矢びつ温泉  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
一関温泉郷  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
真湯温泉  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
祭畤温泉  （一社）一関観光協会 ☎0191-23-2350
碁石温泉・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)
夏油、入畑、瀬美、水神などの温泉の総称。野
趣あふれる露天風呂も魅力。
Geto, Irihata, Semi, and Mizukami Hot Springs are 
together called the Geto Kogen Hot Springs. The 
outdoor baths have a rustic charm. 

八幡平温泉郷【八幡平市】
Hachimantai Hot Springs (Hachimantai City)
岩手山や八幡平の山並みを望み、温泉
ホテル、旅館、ペンション、民宿など多彩
な宿泊施設がある温泉郷。
A hot spring village with a great view of Mt. 
Iwate and Hachimantai and lodging facilities 
including hot spring hotels, Japanese Inns, 
pensions, and guest houses.

湯田温泉峡【西和賀町】
Yuda Hot Springs (Nishiwaga Town)
全国的にも珍しい駅舎が温泉の「ほっと
ゆだ」、東北では初めての砂風呂などユ
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.

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湧く6つ
の温泉。古くからの湯治場、新しい温泉
など、湯のはしごを楽しむのもいい。
There are 6 hot springs, old and new, along the 
Iwai River which flows from Mt. Kurikomayama. 
A great location for hot-spring hopping!

鶯宿温泉【雫石町】
Oushuku 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。雫石川の支流・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, a tributary of the 
Shizukuishi River.

つなぎ温泉【盛岡市】
Tsunagi Hot Springs (Morioka City)
源義家が愛馬をつないで休ませたのが名称の
由来。御所湖畔に和風旅館や近代的なホテル
が軒を連ね、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

I-2

F-2

D-2

G-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

大地が育むおいしい水と
米。日本三大杜氏に数え
られる酒造り集団「南部
杜氏」の技が奏でる美味
な岩手の清酒。
The Nanbu Toji sake brewers 
make exquisite sake using 
pristine water and delicious 
rice.

日本酒【全域】
Japanese Sake (All Areas)

「あまちゃん」にも登場した久慈地方の郷土
料理。具がたっぷりの汁に、くるみと黒砂糖が
入った小麦団子の独特の味と食感が美味。
Local cuisine from Kuji was featured in the TV show 
“Amachan”.

まめぶ【久慈市】 Mamebu (Kuji City)

一関地方では年中行事や冠
婚葬祭でも餅料理をふるま
う。枝豆をすりつぶしたずん
だ、じゅうね（エゴマ）をはじ
め、その種類は300以上。
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)

放牧主体で飼育された短角牛は旨み成
分アミノ酸の多い赤身に育つ。ヘルシ
ーで締まった肉質が人気。
The Shorthorns graze freely and, as a result, 
their meat becomes lean and flavorful, rich in 
amino acids. The firm, healthy meat is gaining 
popularity.

短角牛【久慈市・岩泉町他】
Shorthorn Beef
 (Kuji City, Iwaizumi Town etc.)

小麦粉を水でこね、ゴマやピーナッツと
共に型で焼き上げた煎餅。チョコレート
やイカなど新しい味も続々登場している。
Nambu Sembei are crackers made by kneading 
flour with water and baking them in an iron 
mold. Sesame and peanuts are popular 
traditional flavors; 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.) 

北上名産品の「二子さといも」「黒毛和
牛」「しらゆりポーク」「アスパラガス」
を原材料にした名物。
A local specialty that uses Kitakami’s famous 
Futago Taro, Shirayuri Pork, and Kitakami 
Green Asparagus. 

北上コロッケ【北上市】
Kitakami Korokke (Kitakami City)

国の伝統的工芸品第1号。シンプルかつモダンな
デザインが海外でも人気。調理に使うと鉄の成分
が溶出し鉄分補給にも役立つ。

南部鉄器【盛岡市・奥州市】
Nambu-Tekki(Ironware) (Morioka City, Oshu City)

良質な粗飼料を用い、手塩にかけて
育てられた最高品質の牛肉。世界で
も認められた味をステーキ、すき焼き、
お寿司などで存分に堪能したい。
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)

桐、欅、栗を主な材料とし、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。

岩谷堂簞笥
【奥州市・盛岡市】

Iwayado Tansu Chests of Drawers
 (Oshu City, Morioka City)

Made by the teamwork of craftsmen 
specializing in chest-making, 
metalworking, and lacquering, Iwayado 
Tansu are sturdy chests of drawers made 
of paulownia, zelkova, or chestnut, with 
refined metal fittings and ornaments. 
Designated as a national traditional 
craftwork. 

奥州藤原文化華やかなりし頃に起
源を持つ。雲形の文様、金箔が特徴
で、中でも秀衡椀が有名。
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)

日本一の生漆の生産地に伝わる漆器。
漆、地の粉（珪藻土）、さらに漆と塗り
固める下地法で強度を保つ。
Traditional lacquerware in 
Japan's top lacquer-
producing region. 
The products become 
sturdy with numerous 
layers of lacquer and 
diatomaceous earth.

浄法寺塗【二戸市・盛岡市】
Joboji-nuri Lacquerware 
(Ninohe City, Morioka City)

G-1

B-3金田一温泉【二戸市】
Kintaichi Hot Springs (Ninohe City)
南部藩の指定湯治場だったことから
別名「侍の湯」。座敷わらしの宿として
知られる緑風荘が６年半ぶりに営業
を再開した。
Known as "the samurai's hot spring" because 
it was the designated hot springs of the 
Nanbu clan.  Ryokufuso, known as the inn 
inhabited by a Zashiki-warashi house spirit, 
was reopened after six and a half years.

岩手の郷土料理の一つ。小麦粉を
こねて引き伸ばしたものをお好みの
野菜や肉とともに汁に入れたもの。

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)

厳寒期に収穫される早採りわかめは、
歯触りもよく、磯の香りもたっぷり。しゃ
ぶしゃぶやお刺身で食べるのが美味。

早採りわかめ【三陸沿岸】
Hayadori Wakame (The Sanriku Coast)

Wakame picked during the bitter cold has a 
great texture and is delicious both lightly boiled 
and raw.

Nambu-Tekki, the first item to be 
designated as a national traditional 
craftwork, is gaining popularity abroad for 
its simple and modern design. Cooking in 
an iron pot or pan adds a significant 
amount of iron to the food.  
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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!

盛岡冷麺
【盛岡市】

Morioka Reimen
 (Morioka City)
コシの強い麺と、牛骨など
からとった濃厚なスープの
取り合わせが絶妙。

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
からめていただく。
Flat noodles served with a special meat 
miso paste.

味 技
湯

H
ot Spring

Craft
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スキー場 市町村   MAP 電話番号
田山スキー場 【八幡平市】  ☎0195-73-2650
奥中山高原スキー場 【一戸町】  ☎0195-35-3131
村営くのへスキー場 【九戸村】  ☎0195-42-2366
平庭高原スキー場 【久慈市】  ☎0194-72-2700
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
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
花巻市鉛温泉スキー場 【花巻市】  ☎0198-25-2711
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
夏油高原スキー場 【北上市】  ☎0197-65-9000
ひめかゆスキー場 【奥州市】  ☎0197-49-2105
奥州市越路スキー場 【奥州市】  ☎0197-39-2105
赤羽根スキー場 【遠野市】  ☎0198-65-3343
国見平スキー場 【奥州市】  ☎0197-52-6411
祭畤スノーランド 【一関市】  ☎0191-39-2020
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安比高原スキー場

名勝「浄土ヶ浜」
ホテルはこの高台に建ち、徒歩約10分

〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町32-4　TEL 0193-62-2321　FAX 0193-62-2325
各種プランはホテル公式ホームページをご覧ください。　http://www.jodo-ph.jp

全客室・ダイニングレストランなど
2016年3月全館リニューアルオープン
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浄土ヶ浜
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八幡平温泉郷（宿泊）【八幡平市】
Hachimantai Hot Springs (overnight stay) (Hachimantai City)

サッパ船アドベンチャーズ【田野畑村】
Sappa Boat Ride (Tanohata Village)

29.1㎞・27分  27 min.

2日目／沿岸エリア

久慈琥珀博物館（琥珀採掘体験）【久慈市】
Kuji Amber Museum (amber-digging workshop) (Kuji City)

久慈市内（宿泊）【久慈市】
Overnight stay in Kuji City

5.4㎞・16分  16 min.

つなぎ温泉（宿泊）【盛岡市】
Tsunagi Hot Springs (overnight stay) (Morioka City)

小岩井農場【雫石町】
Koiwai Farm (Shizukuishi Town)

八幡平アスピーテライン・八幡平樹海ライン【八幡平市】
Hachimantai Aspite Line / Hachimantai Jukai Line(Hachimantai City)

44㎞・50分  50 min.

11㎞・25分  25 min.

2日目／県央エリア

宮沢賢治童話村【花巻市】
Miyazawa Kenji Dowa Mura (Hanamaki City)

新花巻駅【花巻市】
Shin-Hanamaki Station (Hanamaki City)

3㎞・11分  11 min.

世界遺産

　毛越寺 Mōtsū-ji

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。
q☎0191-46-2331 w無休 rJR平泉駅 e8:30～17:00
（11/5～4/4は16:30まで）

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.

馬仙峡【二戸市】
Basenkyō Gorge (Ninohe City)

56㎞・1時間41分  1 hr. 41 min.

いわて　　モデルコース A model tour that visits all the best of Iwate.

世界遺産と渓谷を
ゆったりと…

歴史旅

A World Heritage Site and a gorge.

復興のシンボルと
文学舞台を訪ねる

文学旅

A symbol of the reconstruction and
a cultural stage.

城下町盛岡と
八幡平・天台寺の旅

自然旅

The castle town of Morioka, Hachimantai, 
and Tendaiji Temple.

三陸ジオパーク
観どころ満載の旅

絶景旅

Fully experience Sanriku Geopark.

A historical journey A cultural journey A natural journey A journey of breathtaking views

一ノ関駅【一関市】
Ichinoseki Station (Ichinoseki City)

9.5㎞・23分  23 min.

1.4㎞・4分  4 min.

一ノ関駅【一関市】
Ichinoseki Station (Ichinoseki City)

奇跡の一本松【陸前高田市】
The Miracle Pine (Rikuzentakata City)

鉄の歴史館【釜石市】
Iron and Steel History Museum (Kamaishi City)

61.8㎞・1時間23分  1 hr. 23 min.

52.2㎞・1時間1分  1 hr. 1 min.

3.7㎞・9分  9 min.

盛岡駅【盛岡市】
Morioka Station (Morioka City)

もりおか歴史文化館【盛岡市】
Morioka History and Culture Museum (Morioka City)

2㎞・8分  8 min.

1.6㎞・5分  5 min.

14.8㎞・28分 28 min.

二戸駅【二戸市】
Ninohe Station (Ninohe City)

4.3㎞・17分  17 min.

1日目／県南エリア 1日目／沿岸エリア 1日目／県央エリア 1日目／県北エリア

釜石市内（宿泊）【釜石市】
Overnight stay in Kamaishi City

橋野鉄鉱山【釜石市】
Hashino Iron Mining and Smelting Site (Kamaishi City)

カッパ淵・伝承園【遠野市】
Kappabuchi Pool / Denshoen (Tono City)

花巻温泉郷（宿泊）【花巻市】
Hanamaki Hot Springs (overnight stay) (Hanamaki City)

宮沢賢治記念館・イーハトーブ館【花巻市】
Miyazawa Kenji Memorial Museum / Ihatov Museum (Hanamaki City)

19㎞・39分  39 min.

55.5㎞・55分  55 min.

0.6㎞・1分  1 min.

2日目／県南エリア

3日目／県南エリア

天台寺【二戸市】
Tendaiji Temple (Ninohe City)

二戸駅【二戸市】
Ninohe Station (Ninohe City)

15.1㎞・33分  33 min.

3日目／県北エリア

松尾八幡平ビジターセンター【八幡平市】
Matsuo Hachimantai Visitors Center (Hachimantai City)

46㎞・48分  48 min.

龍泉洞【岩泉町】
Ryusendo Cave (Iwaizumi Town)

50.7㎞・59分  59 min.

50.7㎞・1時間39分  1 hr. 39 min.宮古市内（宿泊）【宮古市】
Overnight stay in Miyako City

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

宮古市魚菜市場【宮古市】
Miyako Seafood and Produce Market (Miyako City)

盛岡駅【盛岡市】
Morioka Station (Morioka City)

4.2㎞・11分  11 min.

94.5㎞・2時間3分  2 hr. 3 min.

3日目／沿岸エリア

中尊寺【平泉町】
Chūson-ji (Hiraizumi Town)

高館義経堂【平泉町】
Takadachi Gikeidō (Hiraizumi Town)

無量光院跡【平泉町】
Muryōkō-in Ato (Hiraizumi Town)

毛越寺・観自在王院跡【平泉町】
Mōtsū-ji/Kanjizaiō-in Ato (Hiraizumi Town)

一関温泉郷（宿泊）【一関市】
Ichinoseki Hot Springs (overnight stay) (Ichinoseki City)

1.2㎞・3分  3 min.

0.6㎞・2分 2 min.

1.3㎞・3分  3 min.

8.5㎞・18分  18 min.

猊鼻渓（舟下り）【一関市】
Geibikei Gorge (boat ride) (Ichinoseki City)

歴史公園えさし藤原の郷【奥州市】
EsashiFujiwara Heritage Park (Oshu City)

水沢江刺駅【奥州市】
Mizusawa-Esashi Station (Oshu City)

29.6㎞・59分  59 min.

8.9㎞・22分  22 min.

2日目／県南エリア

平泉文化遺産センター【平泉町】
Hiraizumi Cultural Heritage Center (Hiraizumi Town)

もりおか町家物語館【盛岡市】
Morioka Machiya-Story House (Morioka City)

※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！

二代・基衡夫人の造営。典型
的な浄土式庭園で日本最古の
庭園書「作庭記」（平安時代）の
作法どおりと考えられている。
Kanjizaiō-in Ato 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。
Muryōkō-in Ato 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 
statues were buried in the mountain as 
tutelary symbols of peace. Several sutra 
mound sites have been found at the top 
of the mountain. 

　中尊寺 Chūson-ji

初代・藤原清衡が造営し多数の伽藍を建立。
国宝第一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。特別史跡。
q☎0191-46-2211 w無休 rJR平泉駅 
e8:30～17:00（11/4～2月末は16:30まで）
Chūson-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.

I-2

I-2

I-2
　観自在王院跡
Kanjizaiō-in Ato

I-2
　無量光院跡
Muryōkō-in Ato

　金鶏山
Mt. Kinkeisan

I-2

平泉
岩手だからこそ誕生した文化は、世界が認める文化遺産へ

世界遺産

橋野鉄鉱山
理想世界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.

Culture created in Iwate and recognized as cultural assets by the world.

満喫

橋野鉄鉱山は「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石
炭産業」の構成資産として世界遺産登録された。橋野鉄鉱山は、
鉄鉱石の採掘場跡、運搬路跡及び高炉場跡により構成される鉄
鉱山及び製鉄所の総称。橋野高炉跡は、近代製鉄の父・大島高
任の指導により築造された現存する日本最古の洋式高炉跡で、
石組の高炉３基や水路、御日払所などの初期の近代製鉄業の遺
構が所在しており、自然豊かな森林に囲まれた前近代的な立地
の産業景観を残している。 
q釡石市世界遺産室
☎0193-22-8846 rJR釡石駅

現存最古の洋式高炉跡【釜石市】
Hashino Iron Mining and Smelting Site (Kamaishi City)

G-5

The Hashino Iron Mining and 
Smelting Site has been designated 
as a World Heritage as a structural 
asset in the ‘Sites of Japan’s Meiji 
Industrial Revolution: Iron and Steel, 
Shipbuilding and Coal Mining’ 
grouping of sites. Hashino Iron 
Mining and Smelting Site is the 
collective name for the iron mine 
and iron works site which is 
composed of the Iron Mining Site, 
Transportation Site and the Smelting 
Site. These premodern industrial 
landscape sites are surrounded by 
lush and beautiful forests.

一番高炉

三番高炉

1 北上川と岩手山【盛岡市他】
盛岡の街中を流れる北上川は宮城県へと続く一
級河川。岩手山は「南部片富士」とも呼ばれる秀
峰。9合目から山頂付近までは高山植物が登山者
を和ませてくれる。（写真は盛岡市街地から）
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 Kitakami River, designated as a "first-class river," flows 
through Morioka, eventually reaching Miyagi prefecture. Mt. 
Iwate is a beautiful mountain also known as "Nambu Katafuji" 
or "One-sided Fuji of the Nambu Fief." Climbers can enjoy the 
view of various alpine plants from around the 9th stage to the 
peak.  (The photo taken from central Morioka)

Kitakami River and Mt. Iwate(Morioka City, etc.)
E-3

2 小岩井農場【雫石町】
自然とふれあい広大な農場でのんびり。一本桜と
岩手山にも注目。
q☎019-692-4321　w2月下旬
e9:00～17:30（まきば園は時期により変更あり）
rJR小岩井駅、盛岡IC
Relax at the vast farm and enjoy with nature.

Koiwai Farm (Shizukuishi Town) E-2

3

チャグチャグ馬コ【滝沢市・盛岡市】
滝沢市～鬼越蒼前神社へ詣でた約100頭の馬が、「チャグチャグ」と鈴を鳴らし
盛岡八幡宮まで13kmの道のりを行進する。
qチャグチャグ馬コ保存会（盛岡市観光交流課内）☎019-613-8391　r滝沢IC・盛岡IC
A festival in which around 100 horses decorated brightly in bells making a "chagu chagu" sound 
parade to the Hachimangu Shrine.

Chagu Chagu Umakko (Takizawa City, Morioka City) E-2
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2 雪谷川ダムフォリストパーク・軽米【軽米町】
森林とダムの景観を活かした公園で、直径20ｍの風車展望台が目印。長さ154m
の吊り橋からは周辺が一望でき、春には約１5万本のチューリップが満開に。
q雪谷川ダムフォリストパーク・軽米管理棟☎0195-45-2444
w4月～10月（開園期間）の月曜・祝日の翌日　e9:00～17:00　r軽米IC
A park with a great view of the surrounding forest and the dam. There is a 20-meter diameter windmill 
observation deck, as well as a 154-meter 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】
奈良時代に聖武天皇の勅命により行基菩薩が開
山したと伝えられる古刹。
q☎0195-38-2500　w無休　e7:00～18:00　
rJR二戸駅、浄法寺IC
This ancient temple is said to have been founded the Nara 
period.

Tendaiji Temple (Ninohe City)

C-3

Ninohe Civic Center (Ninohe City)
3 二戸市シビックセンター【二戸市】
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している。
q☎0195-25-5411　w第四月曜、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

1 御所野縄文公園【一戸町】
世界遺産暫定リストにも登載されている縄文時代中期の大集落跡。復元された
竪穴住居などの史跡と充実した博物館は必見。
q☎0195-32-2652　w毎週月曜、祝日の翌日、年末年始　e9:00～17:00　rIGRい
わて銀河鉄道一戸駅、一戸IC
Ruins of a large settlement from the mid-Jomon period （2,500B.C～2,000B.C）. The excellent museum 
is well worth a visit.

Goshono Jomon Park (Ichinohe Town) C-3

1 遠野ふるさと村【遠野市】
移築・保存された「南部曲り家」で昔の遠野にタイ
ムスリップ。農村体験や語り部体験ができる。
q☎0198-64-2300　w無休　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15：30まで）　rJR遠野駅
Enjoy a farming experience at a Nambu magariya house which 
has been relocated and preserved to recreate the nostalgic 
atmosphere of Tono.

Tono Furusato Village (Tono City)
G-4

2 猊鼻渓【一関市】

100ｍもの高さの断崖が両岸にそびえる約2km
の渓谷で、舟下りを楽しもう。
qげいび観光センター☎0191-47-2341　w無休　
e8:30～16:30（11/21～3/31は9:00から・9/1～
3/31は早めに終了あり）往復90分　rJR猊鼻渓駅
Enjoy a boat ride down a 2-km gorge with 100-meter high 
cliffs on both sides.

Geibikei Gorge (Ichinoseki City)

I-3

3 北上市立公園展勝地【北上市】
「桜名所百選」に選ばれた約2kmの桜並木が続く。園内の1万本の桜と10万本の
ツツジが訪れる人々の心を癒す。
q（一社）北上観光コンベンション協会☎0197-65-0300　rJR北上駅、北上江釣子IC
There are 10,000 cherry trees and 100,000 azaleas in the park. The line of cherry trees stretches out for 
two kilometers.

Kitakami Tenshochi Park (Kitakami City) G-3

4 歴史公園えさし藤原の郷【奥州市】
大河ドラマのロケ地でおなじみ、平安時代の建築物を本格再現したテーマパーク。
q☎0197-35-7791　w無休　e9:00～17:00（11/1～2月末は16:00まで）
rJR水沢江刺駅、JR水沢駅、水沢IC
A theme park with reconstructed Heian-style buildings; often used in historical TV dramas. 

Esashi-Fujiwara Heritage Park (Oshu City) H-3

1 北山崎【田野畑村】
高さ200mもの大断崖が約8㎞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評価も高く、まさに一度は見たい絶景である。
q田野畑村総合観光案内所☎0194-33-3248
r三陸鉄道北リアス線田野畑駅
Highly treasured as the greatest coastal landscape in Japan, with 200-meter cliffs that stretch for 8 km. 

Kitayamazaki Cliffs (Tanohata Village) D-6

3 浄土ヶ浜【宮古市】
三陸復興国立公園を代表する景勝地。白い岩肌
と青い海が四季折々の表情を観せる。
q（一社）宮古観光文化交流協会
☎0193-62-3534　rJR宮古駅
The scenic spot that best represents Sanriku Fukko 
(Reconstruction) National Park.  The white bare rock and blue 
sea express their beauty in every season.

Jodogahama Beach (Miyako City) E-6

4 龍泉洞【岩泉町】
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。透明度は世界有数。
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三陸鉄道北リアス線岩泉小本駅
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. 

Ryusendo Cave (Iwaizumi Town)

D-5

2 鉄の歴史館【釡石市】
原寸大の高炉模型と音と光と映像で往時の製鉄操業を紹介する総合演出シアタ
ーをはじめ、釡石の鉄の歴史を楽しく学ぶことができる。
q☎0193-24-2211　w毎週火曜・年末年始　e9：00～17：00　rJR釡石駅　　
Featuring a full-scale model of the blast furnace, the sound, lights and images of the multimedia theater 
introduce the iron making processes of the past, and make learning about the history of iron in 
Kamaishi fun.

Iron and Steel History Museum (Kamaishi City) G-5

田中舘 愛橘
Tanakadate Aikitsu

二戸出身の理学博士・東
京大学教授。測地、地震、
磁気学の創始者で、日本
式ローマ字、メートル法の
先駆者。
A Tokyo University professor of 
science from Ninohe ; the 
father of geodesy, seismology, 
and magnetism, as well as a 
pioneer advocate of Japanese 
roma-ji and the metric system.

歴史や文化が息づく豊穣の地は、
遠野の民話が語り継がれ、岩手をイーハトーブと
呼んだ宮沢賢治の物語が育まれた場所でもある。

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.

天台寺や縄文公園が歴史を彩り、
内陸部の雑穀、海岸部の海の幸が心を満たす。
幅広い魅力で訪れる人を癒す、やすらぎのゾーン。

古代のロマンに思いをはせる
遊び所も満載のエリア
Thinking of the ancient times...
You can find a lot of playing facilities here.
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散策が楽しい城下町盛岡。周辺には田園が広がり、
山間に湧く名湯がくつろぎのひとときへと誘う。
人々を見守る岩手山の四季折々の表情も楽しんで。

風情豊かな街と自然が織りなす
くつろぎのエリア
Charm of a Historical City and Rich Nature.

北部の隆起海岸、南部のリアス式海岸、
三陸特有の地形が創り出す絶景は迫力満点。
親潮と黒潮が出合う三陸の海の恵みは至福の味。

リアス式の海岸美の景観と
海の恵みを堪能するエリア
Scenic Rias Coast and Great Seafood.

資料：林風舍
提供：
石川啄木記念館

県北
エリア
Northern
Area

沿岸
エリア
CoastalArea

県南
エリア
Southern
Area

県央
エリア
CentralArea

宮沢 賢治
Miyazawa Kenji

花巻出身。文学、教育、農
業、地質学など多方面で
才能を発揮。「雨ニモマケ
ズ」「注文の多い料理店」
など多数の作品を記した。
A multitalented man from 
Hanamaki known for his 
achievements in literature, 
education, agriculture, and 
geology; showed his love for 
Iwate in many of his works.

石川 啄木
Ishikawa Takuboku

盛岡出身の詩人・歌人。明
治38年詩集「あこがれ」、
歌集「一握の砂」「悲しき玩
具」を出版。いのちの一秒
を愛し、人生の悲喜哀楽
を歌で表現した。
A poet from Morioka (former 
Shibutami Village). The whole 
spectrum of human emotions is 
expressed in his poetry.

大島 高任
Oshima Takato

日本の近代製鉄の創始者。
長崎で西洋の採鉱術、精
錬法などを学び、安政4年
（1857年）釡石の大橋に日
本初の洋式高炉を築いた。
A mining engineer from 
Morioka; the father of modern 
iron manufacturing in Japan.

1App store または Google playから「いわて観
光AR」アプリを検索のうえ、入手してください。

2アプリを起動してマークのある画像にかざして、
動画再生アイコンをタップしてください。
3動画が再生されます。

このマークの付いた画像にスマホをかざすと動画を見ることができます広い岩手を満喫しよう！
★無料アプリ「いわて観光AR」アプリをダウンロードしてください★

いわて エリア
ガイド県北/沿岸

県南/県央

Guide to Area 4 in Iwate
Northern Area / Coastal Area
Southern Area / Central Area

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、雪の回廊など見どころ満点。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

Scan this mark with your smartphone to see a video.
Please download the free application "Iwate Sightseeing AR"

1 You can find the "Iwate Sightseeing AR" application by searching in the App Store or in Google Play.
2 Open the application, scan the mark with your smartphone, and tap the play icon.
3 The video will play.

おでんせ！三陸山田 船越家族旅行村

ケビンハウス

満開の桜がお出迎え！
●桜まつり（4月中旬）●牡蠣まつり（4月下旬）春

冬

夏海と山をエンジョイ！
●荒神海水浴場●シーカヤック●トレッキング

秋勇壮な祭りを見よう！
●山田まつり（9月敬老の日とその前日）

旬の海の幸に舌鼓！
●かき小屋（予約 ☎ 0193-84-3775）●やまだの鮭まつり（11月下旬）

■問合せ・予約　☎0193-84-3755（8:30～18:30管理棟）
　　　　　　　　　〒028-1371下閉伊郡山田町船越9-266-2

ケビンハウス
1棟1泊4名まで
10,000円（＋税）

トレーラーハウス
1棟1泊3名まで
6,000円（＋税）

オートキャンプ場
1サイト1泊
3,000円（＋税）

通年営業
（戸建別荘タイプ） 春～秋営業（4/1～11/3）

四季折 の々旬を楽しむ会席コースと
いわての地産地消レストラン 1つ星認定のバイキングコース

三陸の海の恵みを心ゆくまでご堪能ください。

TEL 0193-62-9911
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3
http://www.qkamura.or.jp/miyako

未来へ語り継ぐ陸前高田
～陸前高田観光ガイド～

お一人様からご予約を承ります。90分まで3,000円（以降30分延長毎に500円）

お問い合わせ　陸前高田市観光物産協会
TEL/FAX 0192-54-5011 ホームページ https://takanavi.org/

旅の蔵遠野 どぶろく、遠野銘菓などのお土産品やカッパ捕獲許
可証の販売、レンタサイクルの貸出などなんでも取
り揃えて、みなさまのご来店お待ちしております。

営業時間／8:00～19:00（10/1～4/15までは8:30～17:30）
定休日／なし　駐車場／13台（30分未満無料） TEL0198-62-1333

http://www.tonojikan.jp

岩手県漁業協同組合連合会
〒020-0023岩手県盛岡市内丸16番1号　TEL019-623-8141　FAX019-654-7011

JF岩手漁連
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安全・安心の目印です。
「三陸岩手わかめ認証制度」
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〒025-0252 岩手県花巻市鉛字西鉛23番地

TEL 0198-25-2619
花巻南温泉峡

新鉛温泉
予約センター 9：00～20：00

ニコニコ フ ロ イ ク

2015年
石窯ダイニング
「天神」オープン！


