本州で一番の面積を誇る岩手県は、雄大な海と山の自然に育まれた食材の宝庫！ 海の幸や山の幸をはじめ、
昔ながらの郷土料理や地域のソウルフードなど、地域ごとに特色あふれる食との出会いが待っています。
捜索エリア内でも、
「盛岡三大麺」や県南の「餅料理」
、小麦粉を使った「はっと料理」
、そして三陸の海が
もたらす新鮮な海産物など、宝探しの途中に出会うグルメの数々を満喫しながら宝箱を発見してください。

盛岡藩の旧城下町の歴史と、古くから麺や小麦食が
愛されてきた盛岡ご当地グルメを満喫しよう！

平泉町内には５つの世界遺産や関連史跡がたくさん！
世界遺産めぐりとご当地グルメを楽しもう。
※イメージ

わんこそば

め
おすす
グルメ

お椀に一口ずつ盛られたそばを、何杯も
おかわりしながら食べる盛岡の郷土料理。
☎019-604-3305
（盛岡観光コンベンション協会）
もりおかれきしぶんかかん

もりおか歴史文化館

おすすめ
スポット

盛岡城跡の歴史や古い資料等を展示するほか、盛岡の四
季の祭りについて紹介する施設。盛岡城跡公園に隣接。
交 JR 東 北 新 幹 線 盛 岡 駅・IGR
☎019-681-2100 ■
いわて銀河鉄道盛岡駅から徒歩で約 20 分

循環バス

もりおかじゃじゃめん

盛岡じゃじゃ麺

め
おすす
グルメ

濃く味付けた特製の肉味噌と平うどんをか
らめて食べる、盛岡市民のソウルフード。
☎019-604-3305
（盛岡観光コンベンション協会）

なんぶせんべい

南部せんべい

はっとりょうり

おみやげ

はっと料理

小麦粉を練って延ばした生地を使った伝
統料理。汁物以外にも様々な料理がある。
☎0191-46-2110（平泉観光協会）

小麦を原料にした昔ながらのせんべい。ク
ルミやゴマのほか、様々な種類が楽しめる。
☎019-604-3305
（盛岡観光コンベンション協会）
もうつうじ・じょうどていえん

一回100円で乗れる 盛岡都心循環バス「でんでんむし」が便利！

JR 盛岡駅を起点に盛岡市内中心部を循環するバス。10 〜 15 分間隔で運行し、どこまで
乗っても一回 100 円。大人 300 円の１日フリー乗車券もあるのでぜひ利用しよう。
営 右回り 9:00 〜 18:45、左回り 9:05 〜 19:00
■
☎019-654-2141（岩手県交通）

このバス停が目印！

め
おすす
グルメ

毛越寺・浄土庭園

おすすめ
スポット

奥州藤原氏が造営した、世界遺産平泉を代表する名
寺。平和を祈る心から生まれたという「浄土庭園」で
知られる。
☎0191-46-2331
交 JR 平泉駅から徒歩で約 10 分
■

巡回バス

世界遺産をめぐる

もちりょうり

もち料理

め
おすす
グルメ

江戸時代から続く県南の食文化。小さな
餅をあんこやごまなど様々な味付けで食
べる。
☎0191-46-2110（平泉観光協会）

べんけいちからもち

辨慶力餅

おみやげ

くるみが入った餅菓子（ゆべし）に砂糖をま
ぶした、懐かしい味わいの地元のお菓子。
☎0191-46-2110（平泉観光協会）

平泉巡回バス「るんるん」を利用しよう！

平泉駅前から 30 分間隔で運行。おもな運行コースは「毛越寺」
「中尊寺」
、
「高館義経堂」
、
「柳之御所」
、
など。1 乗車 150 円（小人 80 円）
、400 円（大人・小人同額）
の 1 日フリー乗車券も。
営 9:45 〜 16:15 ☎0191-23-4250
■
（岩手県交通一関営業所）

ドラマ「あまちゃん」ロケ地の久慈市。日本で唯一
の琥珀博物館や、海の幸山の幸グルメを堪能！

くじまめぶじる

久慈まめぶ汁

め
おすす
グルメ

クルミと黒砂糖が入った小さな団子を、
しょうゆ味の汁で煮て食べる郷土料理。
☎0194-66-9200
（久慈市観光物産協会）

くじこはくはくぶつかん

久慈琥珀博物館

おすすめ
スポット

琥珀の産地、久慈にある日本で唯一の琥珀専門博物
館。原石や工芸品を展示するほか、琥珀のアクセサ
リー作り体験もできる。
交 JR 久慈駅・三陸鉄道久慈駅
☎0194-59-3831 ■
から車で約 10 分

タクシー
レンタカー

うにべんとう

うに弁当

め
おすす
グルメ

三陸鉄道で販売されるご当地駅弁。久慈
駅内のリアス亭やイベント列車で買える。
☎0193-62-8900（三陸鉄道）

だいずきあまなっとう

大豆き甘なっとう

岩手２つめの世界遺産「橋野鉄鉱山」に代表される
鉄の町佂石。港町ならではのグルメにも舌鼓！

かまいしラーメン

おみやげ

釜石ラーメン

岩手県北産の大豆を使った甘納豆。保存
料や着色料不使用の優しくて素朴な味。
☎0194-66-9200（久慈市観光物産協会）

極細のちぢれ麺と、透き通るようなあっさ
りしたスープが絡む佂石のご当地ラーメン。
☎0193-22-2434（佂石ラーメンのれん会）

はしのてっこうざん

久慈エリアを便利にめぐる！ タクシー＆レンタカー

【タ ク シ ー 】 陸中観光タクシー ☎0194-53-4321 ／久慈タクシー ☎0194-52-3131 ／三河タクシー ☎0194-53-6161
トモエタクシー ☎0194-53-5251 ／ヒカリタクシー ☎0194-52-3333
【レンタカー】 駅レンタカー久慈営業所 ☎0194-52-7722 ／三陸観光（株）☎0194-52-2435 ／
ニッポンレンタカー 久慈駅東口営業所 ☎0194-75-4190

め
おすす
グルメ

橋野鉄鉱山

おすすめ
スポット

「鉄の町」
佂石にある近代日本産業革命の歴史的遺構。
現存する最古の洋式高炉跡として 2015 年 7 月世界
遺産登録。☎0193-22-8846
（佂石市世界遺産登録推
交 JR 佂石駅・三陸鉄道佂石駅から車で約 50 分
進室）■
※冬季間は積雪状況により見学できない場合があります。

タクシー
レンタカー

さんりくかいほうづけ

三陸海宝漬

め
おすす
グルメ

柔らかく煮たアワビとイクラを贅沢に使
い、メカブなどと一緒に味付けた定番土産。
☎0193-22-5835（佂石観光物産協会）

かまいしラスク

釜石ラスク

おみやげ

三陸ならではの味と香りが楽しめる、ほたて
味が人気のラスク。ごま、シュガーバターも。
☎0193-22-5835
（佂石観光物産協会）

釜石エリアを便利にめぐる！ タクシー＆レンタカー

【タ ク シ ー 】 佂石タクシー
（株）☎0120-22-3881 ／文化タクシー ☎0120-23-2200 ／（有）西円タクシー ☎0120-22-1540
（有）青葉タクシー ☎0193-23-5911 ／
（有）
太陽タクシー ☎0193-28-1414
【レンタカー】 トヨタレンタカー 佂石駅前 ☎0193-22-0100 ／駅レンタカー 佂石営業所 ☎0193-22-5007
日産レンタカー佂石店 ☎0193-23-5323

日帰りにおすすめ！いわてホリデーパスで、おトクに宝探しを楽しもう！

大館

好摩
田沢湖線

北上線

県央エリア

ほっとゆだ

東北本線

1,230

茂市

山田線

花巻

2,460

円・こども
円 いわてホリデーパスフリーエリア
■発売額／おとな
JR東日本線
■発売期間／通年※ご利用日の1ヶ月前からお求めになれます。
BRT：バス高速輸送システム
■利用期間／土・休日 12/23から1/7は毎日ご利用になれます。
IGRいわて銀河鉄道
東日本交通バス
■主な効力／ フリーエリア内の普通列車
（快速含む）
自由席、BRT及び東日本交通バスが乗り降り自由。
■有効期間／1日間

岩泉病院

盛岡

雫石

※「大人の休日倶楽部会員用」は
「大人の
休日倶楽部ジパング会員」および「大人の
休日倶楽部ミドル会員」のみ、ご利用にな
れます。
また、必ず「大人の休日倶楽部カー
ド」での決済となります。※旅行中は、
「大
人の休日倶楽部カード」を必ずお持ちくだ
さい。※旅行会社では発売しておりません。

期間限定：10/3〜12/31の利用分までは

花輪線

土日祝、1日乗り放題!!

※1

釜石

北上

大人の休日倶楽部会員用

1,230 円

宮古

線

釜石
水沢
平泉
盛
一ノ関 大船渡線
気仙沼
花泉
至東京 柳津

※1.宮古〜釜石間は、東日本大震災の影響によ
り運転を見合わせており、他の交通機関のご利
用となります。
（お客さまのご負担となります。）

●東北新幹線はご利用になれません。ただし、秋田新幹線「盛岡〜雫石間」に限り、別途特急券をお求めいただくとご利用になれます。
●普通列車
（快速含む）
の指定席は、別に指定席券をお求めいただくとご利用になれます。
◎詳しくはJR東日本盛岡支社ホームページをご覧ください。

http://www.jr-morioka.com

JR盛岡

検索

フリーエリア内の指定席券売機のほか、みどりの窓口、びゅうプラザ、旅行センター及び主な旅行会社で購入できます。

●指定席券売機設置駅
一ノ関駅・水沢駅・水沢江刺駅・北上駅・花巻駅・新花巻駅・盛岡駅・雫石駅・大館駅

県北エリア

二戸広域観光物産センター
カシオペアメッセ・なにゃーと

県北エリア
道の駅くじ やませ土風館

こいわいのうじょう

小岩井農場／雫石町
およそ 900 万坪の敷地を有する日本最大級の民
間農場。農場をめぐるガイド付きツアーのほか、
乳製品やジンギスカンもおすすめ。
交 JR 東北新幹線盛岡駅・IGR
☎019-692-4321 ■
いわて銀河鉄道盛岡駅から車で約 35 分

県央エリア

二戸市広域観光物産センター

沿岸エリア
浄土ヶ浜レストハウス

小岩井農場

県産品プラザ らら・いわて盛岡店

県南エリア

カシオペアメッセ・なにゃーと／二戸市
岩手県北や青森県南、秋田県北東地域 19 市町村の
特産品を販売する物産センターのほか、レストラン、
イベントスペースなどがある。☎0195-23-7210
交 JR 東北新幹線二戸駅・IGR いわて銀河鉄道二戸駅からすぐ
■

サン・フィッシュ佂石

おさかなセンター三陸
とくさんひんプラザ らら・いわてもりおかてん

特産品プラザ らら・いわて盛岡店／盛岡市
盛岡城跡公園すぐそばにある、岩手県内各地のみ
やげや工芸品がそろう店。町なか散策の立ち寄り
に最適。
交 JR 東北新幹線盛岡駅・IGR
☎019-626-8178 ■
いわて銀河鉄道盛岡駅から徒歩で約 20 分

県南エリア

中尊寺の参道入り口そばにあり、前沢牛料理、郷
土料理などが食べられる地産地消レストランのほ
か、土産コーナーもある観光施設。
交 JR 平泉駅から徒歩で約 20 分
☎0191-46-2011 ■

一本松茶屋

道の駅厳美渓

沿岸エリア

サン・フィッシュかまいし

サン・フィッシュ釜石／釜石市
佂石橋上市場が移転した施設で、1階には地元の魚
介類が集まる市場、2階には飲食店が入っている。
「シープラザ佂石」
と連絡通路で行き来が可能。
交 JR佂石駅・三陸鉄道佂石駅からすぐ
☎0193-31-3668 ■

道の駅くじ やませ土風館／久慈市
物産館「土の館」、観光交流センターの「風の館」か
らなる道の駅。秋祭り山車展示場や、レストラン、
交 JR 久 慈 駅・三
産 直 が あ る。☎0194-66-9200 ■
陸鉄道久慈駅から徒歩で約 7 分

国体・大会ポイント賞

ボーナス

ポイント施設

じょうどがはまレストハウス

浄土ヶ浜レストハウス／宮古市
白浜に海の青、松林の緑が鮮やかなコントラストを織
りなす三陸復興公園の景勝地、浄土ヶ浜のすぐそばに
ある施設。食事や買い物が楽しめる。☎0193-62-1179
交 JR 宮古駅・三陸鉄道宮古駅から車で約 20 分
■

︻国体・大会ポイント賞︼ 冬季国体選手や応援の方で
﹁リアル宝探し いわて﹂
の参加者には︑
ボーナスポイント２施 設 を訪れ﹁この冊 子 ﹂もしくは︑﹁ 国 体 ・ 大 会 向けチラシ﹂の提 示で
〝おもてなし〟プレゼント進呈︻先着各１００名様︼

ひらいずみレストハウス

平泉レストハウス／平泉町

みちのえきくじ やませどふうかん

平泉レストハウス

in

みちのえきげんびけい

道の駅厳美渓／一関市
「郭公だんご」が有名な景勝地、厳美渓近くにある
道の駅。産直施設やレストランがあるほか、一関
市立博物館が隣接している。 ☎0191-29-3000
交 JR 東北新幹線一ノ関駅から車で約 20 分
■

おさかなセンターさんりく

おさかなセンター三陸／大船渡市
三陸で獲れた鮮魚や、海産物の加工品、地元のお土
産品などを扱う店。
２Fにはレストランもあり、休憩に
最適。旬の海の幸を探しに出かけよう。
交 大船渡碁石海岸 IC から車で約 3 分
☎0192-27-8100 ■

いっぽんまつぢゃや

一本松茶屋／陸前高田市
高田松原にあった約 7 万本の松林のうち、1 本だけ生き
残った「奇跡の一本松」。駐車場に隣接する一本松茶屋で
は一本松にちなんだ土産などを販売。☎0192-22-7700
交 JR 大船渡線 BRT 奇跡の一本松駅から車で約 10 分
■

