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※この地図は平成28年7月末現在の状況をもとに作成しております。東日本大震災の復旧・復興等の状況により現状と異なることがあります。

移動時間
早わかり
M A P

折爪SA OritsumeSA[Kunohe]
B-4

［九戸村］

【上り】P普通車 36台・大型 23台　☎0195-47-2754
【下り】P普通車 58台・大型 18台　☎0195-47-2753

サービス・パーキング
エリア SERVICE AREA

PARKING AREA GUIDE  

【時間】上り 7：30～19：30・下り 7：30～19：30

【上り】P普通車 90台・大型 26台　☎0195-75-0641
【下り】P普通車 90台・大型 34台　☎0195-75-0643

【時間】24H（レストラン7：00～21：00）

二戸PA ［二戸市］

レストラン

売店

情報コーナー

軽食コーナー

ガソリンスタンド

NinohePA[Ninohe]

C-3

【上り】P普通車 10台・大型 12台【下り】P普通車 10台・大型 10台

花巻PA ［花巻市］ HanamakiPA[Hanamaki]

G-2

【上り・下り】P普通車 20台・大型 11台

田山PA ［八幡平市］ TayamaPA[Hachimantai]

畑PA ［八幡平市］ HataPA[Hachimantai]

C-2

【上り・下り】P普通車 9台・大型 6台

C-2

【上り・下り】P普通車 14台・大型 10台

前森山PA ［八幡平市］ MaemoriyamaPA[Hachimantai]

D-2

【上り】P普通車 10台・大型 7台【下り】P普通車 8台・大型 11台

中尊寺PA ［平泉町］ ChusonjiPA[Hiraizumi]

I-2

【上り】P普通車 18台・大型 10台【下り】P普通車 19台・大型 10台

岩手山SA ［八幡平市］
IwatesanSA[Hachimantai]

D-2

【上り】P普通車 113台・大型 32台　☎019-673-6121
【下り】P普通車 103台・大型 30台　☎019-673-6631

【時間】7：00～22：00（レストラン9：00～21：00）
紫波SA ［紫波町］ ShiwaSA[Shiwa]

F-2

【上り】P普通車 30台・大型 13台　☎0197-67-2571
【下り】P普通車 30台・大型 13台　☎0197-67-2586

【時間】7：30～19：30
北上金ケ崎PA ［北上市］ KitakamikanegasakiPA[Kitakami]

H-2

【上り】P普通車 79台・大型 27台　☎0197-56-4014
【下り】P普通車 85台・大型 26台　☎0197-56-2715

【時間】24H（レストラン7：00～21：00）

前沢SA ［奥州市］
MaesawaSA[Oshu]

H-2

【上り】P普通車 30台・大型 13台　☎019-688-4890
【下り】P普通車 30台・大型 13台　☎019-688-4320

【時間】7：30～19：30
滝沢PA ［滝沢市］ TakizawaPA[Takizawa]

E-2

【上り】P普通車 42台・大型 22台　☎0197-82-3574
【下り】P普通車 44台・大型 22台

【時間】8：00～20：00（12～3月10：00～18：00）
錦秋湖SA ［西和賀町］ KinshukoPA[Nishiwaga]

G-1

【上り】P普通車 30台・大型 12台　☎019-697-6383
【下り】P普通車 30台・大型 12台　☎019-697-6780

【時間】上り 7：30～19：30・下り  7：00～20：00
矢巾PA ［矢巾町］ YahabaPA[Yahaba]

F-2

凡　　例

道の駅 おりつめ Oritsume
☎0195-42-4400B-4

［九戸村］
【時間】8：00～19：00（レストランは11：00～17:00）
【休館日】産直1月1日～2日　P80台

道の駅 おおの Ono
☎0194-77-3202B-5

［洋野町］

道の駅 白樺の里やまがた Shirakaba no sato Yamagata
☎0194-72-3131C-4

［久慈市］

道の駅 くじ Kuji
☎0194-66-9200C-5

［久慈市］

道の駅 のだ Noda
☎0194-78-4171C-5

D-2

D-3

D-3

D-4

D-5

D-6

E-1

E-3

E-4

E-6

E-6

F-3

F-3

F-3

G-1

G-3

G-3

G-4

H-3

H-4

H-5

I-2

I-3

［野田村］

道の駅 にしね Nishine
☎0195-75-0070

［八幡平市］

道の駅 石神の丘 Ishigami no oka
☎0195-61-1600

［岩手町］

道の駅 くずまき高原 Kuzumaki-kougen
☎0195-66-0711

［葛巻町］

道の駅 三田貝分校 Mitakai-bunko
☎0194-25-4311

［岩泉町］

道の駅 いわいずみ Iwaizumi
☎0194-22-4432

［岩泉町］

道の駅 たのはた Tanohata
☎0194-34-2111

［田野畑村］

道の駅 雫石あねっこ Shizukuishi-Anekko
☎019-692-5577

［雫石町］

道の駅 区界高原 Kuzakai-kougen
☎0193-77-2266

［宮古市］

道の駅 やまびこ館 Yamabiko-kan
☎0193-85-5011

［宮古市］

道の駅 たろう Taro

［宮古市］

道の駅 みやこ Miyako
☎0193-71-3100 

［宮古市］

道の駅 石鳥谷 Ishidoriya
☎0198-45-6868

［花巻市］

道の駅 紫波 Shiwa
☎019-671-1300

［紫波町］

道の駅 はやちね Hayachine
☎0198-48-5018

［花巻市］

道の駅 錦秋湖 Kinshuko
☎0197-84-2990

［西和賀町］

道の駅 とうわ Towa
☎0198-42-3006

［花巻市］

道の駅 みやもり Miyamori
☎0198-67-2929

［遠野市］

道の駅 遠野風の丘 Tono Kaze no Oka
☎0198-62-0888

［遠野市］

道の駅 みずさわ Mizusawa
☎0197-26-3739

［奥州市］

道の駅 種山ケ原 Taneyamagahara
☎0197-38-2215

［住田町］

道の駅 さんりく Sanriku
☎0192-44-3241

［大船渡市］

道の駅 厳美渓 Genbikei
☎0191-29-2000

［一関市］

I-5 道の駅 高田松原 Takatamatsubara 

［陸前高田市］

道の駅 かわさき Kawasaki
☎0191-36-5170

［一関市］

道の駅 MICHI NO EKI
GUIDE  

【時間】9：00～17：00（施設により異なる）
【休館日】12月31日・1月1日　P55台

【時間】9：00～18：00（レストランは11：00～15：00）
【休館日】無休（食堂は火曜日、12月30日～1月3日）　P43台

【時間】9：00～19：00（施設により異なる）
【休館日】1月1日　P43台

【時間】9：00～18：00（施設により異なる）
【休館日】施設により異なる　P55台

【時間】9：00～18：30（11～3月は17：00まで）
【休館日】12月31日・1月1日　P107台

【時間】9：00～19：00（施設により異なる）
【休館日】12月31日・1月1日　P128台

【時間】9：00～18：00（11～3月は17：30まで）
【休館日】産直1月1日～2日　P88台

【時間】8：30～18：00（冬季 17：30）（軽食コーナーは11：00～16：00）
【休館日】無休　P39台

【時間】8：30～18：00（冬季 17：30）
【休館日】無休　P37台

【時間】9：00～18：00（10～3月は17：30まで）
【休館日】12月31日～1月4日　P113台

【時間】8：30～21：00（施設により異なる）
【休館日】無休　P88台

【時間】8：00～18：30（施設により異なる）
【休館日】無休　P90台

【時間】8：00～18：30（施設により異なる）
【休館日】無休　P95台

移転準備中

【時間】9：00～17：00
【休館日】無休　P216台

【時間】9：00～18：00（施設により異なる）
【休館日】年末年始　P98台

【時間】9：00～18：00（施設により異なる）
【休館日】年末年始　P45台

【時間】10：00～16：30（施設により異なる）
【休館日】施設により異なる　P60台

【時間】8：30～20：30（12～3月は9：00～18：00）
【休館日】無休　P75台

【時間】9：00～18：00（施設により異なる）
【休館日】無休　P70台

【時間】9：00～18：00（11～3月は17：30まで）
【休館日】第2水曜日、1月1日　P89台

【時間】8：00～19：00（施設により異なる）
【休館日】無休　P172台

【時間】9：00～18：00（施設により異なる）
【休館日】1月1日　P39台

【時間】9：00～18：00（施設により異なる）
【休館日】無休　P38台

【時間】8：30～19：00（1月1日～3月15日は18：00まで）
【休館日】無休　P91台

【時間】9：00～17：00（施設により異なる）
【休館日】年末年始　P187台

【時間】9：00～19：00（12～2月は18：00まで）
【休館日】無休　P80台

休業中

F-6 道の駅 やまだ Yamada
☎0193-89-7025

［山田町］
【時間】9：00～18：00
【休館日】不定休（事前に掲示）　P49台

G-5 道の駅 釡石仙人峠 Kamaishisennintouge
☎0193-27-8530

［釜石市］
【時間】9：00～18：00
【休館日】12月31日～1月1日　P41台

D-6
恐竜が繁栄した１億1000万年前頃（白亜紀）の地層
（宮古層群）。暖かい浅い海に生きたサンゴやウミユリ
などの化石が数多く存在する。
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から車で約10分
Haipe and Koikorobe (Tanohata Village)
The dinosaurs ruled 110 million years ago, during the 
Cretaceous period (in the Miyako layer group).

【田野畑村】

ハイペ・
コイコロベ

I-5

碁石海岸にあり、３つの大きな穴が開いた奇岩。約１
億3000万年前の海底の地層が、その後の地殻変動
によって変形してせり上がり、さらに波の力を受けて穴
ができた。
q（一社）大船渡市観光物産協会 ☎0192-21-1922
rＪＲ細浦駅（BRT）から車で約10分
Anatooshiiso (Ofunato City)
About 130 million years ago, a diastrophism at the 
bottom of the ocean changed the shape there, and the 
power of the waves created a hole.

【大船渡市】穴通磯

I-5
美しい景勝地だった高田松原。東日本大震災の津波
に耐えた「奇跡の一本松」は、モニュメントとして保存し、
新たな復興のシンボルとなっている。
q陸前高田市商工観光課 ☎0192-54-2111
rＪＲ奇跡の一本松駅（BRT）から徒歩約10分
The miraculous lone pine tree (Rikuzentakata City)
The "miraculous lone pine tree" that withstood the 
Great East Japan Earthquake and Tsunami has been 
preserved as a monument.

奇跡の一本松
【陸前高田市】

G-6

人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモデルとなったとい
われる島。東日本大震災の津波では、赤い灯台などが
流失したが2012年12月に再建された。
q大槌町商工観光課 ☎0193-42-8725
rＪＲ、三陸鉄道南リアス線釡石駅から車で約25分
Hourai Island (Otsuchi Town)
The NHK puppet show, "Hyokkori Gourd Island" is 
said to be modeled after this island.

【大槌町】蓬莱島

三陸ジオめぐり

三陸は太平洋プレートの沈み込み帯である日本
海溝に面し、日本列島の起源ともいうべき5億年
におよぶ大地の歴史を連続的に記憶している貴
重な地域。また、2011年3月の巨大地震をはじ
め歴史的に幾度もの地震と巨大津波の襲来を
受けている。三陸ジオパークは、地球活動の歴史
と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。

Sanriku Geological Tour

The Sanriku area should be called the origin of the 
Japanese archipelago, it embodies the history of the 
earth spanning from 500 million years ago to the 
present. Sanriku Geopark was officially recognized as a 
Japanese Geopark in 2013 as place to learn about the 
history of the Earth’s activity and pass along the 
memories of the disaster to future generations.

NHK連続テレビ小説

Kosode Coast

奇岩怪石が連続する景勝地小袖海岸。7月
から9月には北限の海女による素潜りの実
演を行っている。
q☎0194-54-2261（小袖海女センター）
Demonstrations by professional 
female divers (hokugen no ama) are 
performed on the Kosode Coast.

Kuji Amber Museum

中生代白亜紀後期という恐竜時代に
属する久慈地方の琥珀。琥珀採掘など
さまざまな体験もできる。
q☎0194-59-3831 w年末年始・2月末日
Features amber found in the Kuji region 
from the age of the dinosaurs. You can 
even experience amber mining! Sanriku Railway

三陸海岸を走る鉄道。被災後、
徐々に復旧し、平成26年4月
に全線が開通。イベント列車や
グッズが人気。
q☎0193-62-8900
The railway follows the Sanriku 
Coast, and the entire line will be 
open from April of 2014.

C-5

C-5
C-5

On location with the popular NHK TV show “Amachan”

のロケ地久慈市を訪ねて

  


