
駅－１グルメ第21号駅－１グルメ第21号

21号  2022年

ほっこり
ランチのお店特集
も温まる心

エキイチの
ランチで

ゆっくりしてね!

おいしい♪
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陸中野田駅陸中野田駅

陸中宇部駅陸中宇部駅

普代駅普代駅

田野畑駅田野畑駅

新田老駅新田老駅

岩泉小本駅岩泉小本駅

宮古駅宮古駅
陸中川井駅陸中川井駅

津軽石駅津軽石駅

陸中山田駅陸中山田駅
吉里吉里駅吉里吉里駅

陸前高田駅陸前高田駅

盛岡駅盛岡駅

平田駅平田駅

鵜住居駅鵜住居駅
大槌駅大槌駅

JR釜石線JR釜石線

JR山田線JR山田線

盛駅～久慈駅間 163km
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盛駅盛駅
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2020

上有住駅上有住駅

遠野駅遠野駅

第21号 2022年
参加店

11 cafe&pub BONBON ･･･････････ p05久慈駅

22 Cafe soramame ････････････････p06久慈駅

33 福るる ･･･････････････････････････････p07陸中宇部駅

44 洋食・旬彩料理 みなみ ･･･････････ p08陸中野田駅

55 いち龍 ･･･････････････････････････････ p11普代駅

66 道の駅 たのはた食堂 ･････････････ p12田野畑駅

77 お好み焼 広島屋 ･･････････････････ p13岩泉小本駅

88 善助屋食堂･････････････････････････ p15新田老駅

99 カフェ温心 ～On Heart～ ･･････ p16宮古駅

1010 Cafeすとぅーぱ ････････････････････ p17宮古駅

1212 里の駅おぐに ･･･････････････････p19

1111 喫茶ずぎのび ･･･････････････････････p18宮古駅

1313 ひろや食堂 ･････････････････････････ p20津軽石駅

1414 三陸味処 三五十 ･･････････････････p21陸中山田駅

1515 グルメハウス シンコー ･････････････ p22陸中山田駅

1616 梅乃家･･･････････････････････････････ p25陸中山田駅

1717 萌芽･･････････････････････････････････ p26大槌駅

1919 佐々木食堂 ･････････････････････････ p28平田駅

2020 食堂･喫茶 Cocokana～ここかな～ ･･･ p29JR遠野駅

2121 南部屋･･･････････････････････････････ p30JR上有住駅

2222 およね食堂２ ･･･････････････････････p33綾里駅

1818 ㈲古川商店 ･････････････････････････ p27鵜住居駅

2424 みつわ飯店 ･････････････････････ p35BRT陸前高田駅

2323 百樹屋･･･････････････････････････････ p34盛駅

2626 ゲストハウス はまなす亭 ･････････ p38JR種市駅

2727 三陸の宿 蔵 ････････････････････････ p39吉里吉里駅

2828 小川旅館 ････････････････････････････ p40大槌駅

2525 里伊 SAI ････････････････････････････p36盛岡駅

2323

2424

1313

JR陸中川井駅
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三陸鉄道の社員と、地域住民のボランティアによって、三陸グルメの発掘調査隊が結成されて

１２年目。北は八戸から南は気仙沼まで、幅広く調査し、多くのお店と料理を紹介してきました。

駅－１グルメの冊子を片手に、三陸を旅行すれば、お昼のお店の情報には困りません。単に美

味しい、ということだけではなく、そこにいろいろなドラマがあり、地域の特色が埋まっています。

第２１号の今回は、厳しい冬の寒さの中でも、「ほっこりする三陸」の味、人柄を調査してきました。

掲載店はすべて「ここだけの味、ここだけの魅力」、に溢れています。駅－１グルメ冊子を片手に、

三鉄と三陸の旅をお楽しみください。

２１号は、宮古市の「Cafeすとぅーぱ」さんのご協力により、美味しいスパゲティをいただきま

した。コーヒーも美味しく、居心地も良く「ほっこり」するお店でした。

駅-1グルメ発行委員会  会長  石川 義晃（三陸鉄道株式会社  代表取締役社長）

三陸は、海の恵みは当然として、牛豚鶏、ジビエの肉
類、豊富な野菜、そして山の恵み「山菜、キノコ」の宝
庫でもある。冬は特に、地域の食材が光る時、「ほっこり
メニュー」は、三陸グルメならではの御馳走です。

撮影協力／Cafeすとぅーぱ　店主 葛 きよ子さん、娘さん 葛 利恵子さん 　料理は、「味噌スープスパゲティセット」
3
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ランチメニュー／生姜焼きプレート（お子様用に甘く調理）・
サラダ・ドリンク・厚焼き卵サンド・チーズケーキ
写真取材協力／Cafeすとぅーぱ　

ランチメニュー／生姜焼きプレート（お子様用に甘く調理）・
サラダ・ドリンク・厚焼き卵サンド・チーズケーキ
写真取材協力／Cafeすとぅーぱ　

実は、楓ちゃんは第１３号に登場していました。

当時は３歳、じっとすることがないモデルさんで、

カメラマン泣かせでした。２０号から、妹分にあ

たる咲良（さら）ちゃんが登場。これが大成功。

楓ちゃんはお姉さんとなり、年下の咲良ちゃん

をリードし、可愛がってくれます。撮影中も「ほっ

こり」とするシーンが随所にありました。小さなモ

デルさんたちですが、食欲は旺盛。ご協力いただいたお店

「Cafeすとぅーぱ」のランチをしっかりと食べつくしまし

た。とっても美味しかったようです。

モデルさんは、２０号に続き「楓ちゃん」と「咲良ちゃん」。

北風が吹く季節でも、可愛い二人のモデルさんの

笑顔に癒され、「ほっこり」としてしまいます。

中中
なかなか

居居
いい

 咲咲
ささ

良良
らら

 ちゃんちゃん

４歳４歳

松松
まつまつ

田田
だだ

 楓楓
かえでかえで

 ちゃん ちゃん

7歳7歳

4
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eki-1
go� met

店主

清水 大路 さん

〒028-0061
岩手県久慈市中央2-38-10
営  11:30～14:30（L.O.14:00）、18:00～
23:00（L.O.22:30） ※土曜日はランチお
休み
休  月曜日　席  30席　駐  なし

cafe＆pub BONBON
☎ 0194-52-4004

21 号のテーマ「ほっ
こり」は、BONBON
店主のためにあるよ

うなテーマ。実に福が寄ってく
るような温かな笑顔に、お客さ
んも「ほっこり」。夜は、お酒も
種類が多く、美味しいイタリアン
料理の数々からチョイスし、どう
ぞ久慈で素敵な夜をお過ごしく
ださい。三鉄久慈駅からすぐの
好立地です。

お父さんが約 50年前に開業した久慈市でも老舗のイタリアンレスト
ラン。夜はカフェバーとしていつもにぎわっている明るいお店。琥珀
サーモンは、地元養殖のブランド魚。自慢のイタリアン食材と地元
食材の融合で、さらに美味しく。
※ランチは12月23日から1月10日までお休み。

オーナーシェフのオーナーシェフの
笑顔を見ているだけで 笑顔を見ているだけで 
ほっこり 温かいお店ほっこり 温かいお店

琥珀サーモンとブロッコリーの
クリームソースパスタ 1,300円（税込）

cafe＆pub BONBON

三陸鉄道リアス線

久慈駅

01

5

eki-1
go� met

店主

佐々木 智子 さん

〒028-8521
岩手県久慈市山根町下戸鎖6-22-2
営  11:00～16:00、木のみ11:00～15：00
休  月曜日、火曜日　席  22席
駐  6台

Cafe soramame
☎ 050-6873-5294

一度入るとほとんど
のお客さんがリピー
ターになってしまう。

その秘密は、「気取らない」「温
かい」「優しい」「美味しい」「嬉
しい」と、探す言葉がみんな当て
はまるくらい「私の店」となって
しまう魅力あふれるお店。築100
年の古民家を改装したカフェは、
ずっとこのまま過ごしたい、帰り
たくない空気に包まれますよ。

昔は「ラーメンはハレの日の御馳走」であり、めったに口に入らなかっ
た。店主の旦那さんのおばあちゃんがかつて経営していた時のラー
メンの味は、常連さんたちのソウルフード。なんとか再現してほしい
との要望で、常連さんに聞きながらの試行錯誤。納得の味が再現し、
お店の看板メニューに。お品書きも「ほっこり」です。

Best  of  HOKKORI  Best  of  HOKKORI  
とにかく、お店に入るととにかく、お店に入ると
「ほっこり空気感」に「ほっこり空気感」に
包まれてしまう。包まれてしまう。

ばばのラーメン（デザート付き） 600円（税込）
Cafe soramame 

三陸鉄道リアス線

久慈駅
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看板猫

ペコ くん

〒028-0041
岩手県久慈市長内町17-95-8
営  11:00～14:30  ※新型コロナの影響に
より時短営業中　休  火曜日  ※都合により
変更もあり　席  30席  ※新型コロナの影響
により座席数を減らしております　駐  20台

福るる
☎ 0194-53-2900

ペコ君の友人猫のし
ろう君は通い猫・猫
好きにはたまらない

風景が見られますよ。メニュー
も心もあったかになる鍋物メ
ニューがいっぱい。味噌煮込み
うどんやキムチ鍋うどん、どれを
食べても美味しさとボリュームで
大満足。「ほっこり」のオンパレー
ドです。

和風雑貨が品よく飾られ、職人気質っぽいご主人と元気いっぱいの
奥様、そして奇跡の看板猫ペコ君、奇跡の猫と言われる秘密はお店
で聞いてください。感動します。なによりもボリューム満点の鍋焼
きうどんは色とりどりの10種類以上の食材が仲良く収まり、絶妙な
スープと一緒に食べれば、もうそこは「ほっこり天国」。

奇跡の猫ちゃんと店主ご夫妻が奇跡の猫ちゃんと店主ご夫妻が
「ほっこり」とお出迎え。「ほっこり」とお出迎え。
とにかく「ほっこり」のお店です。とにかく「ほっこり」のお店です。

鍋焼きうどん 1,200円（税込）
※ 鉄なべ煮込みハンバーグ 1,680 円
　かつ煮鍋定食 1,480 円　もオススメ

福るる 

三陸鉄道リアス線

陸中宇部駅
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店内

〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田26-15-2 
小林魚店2F
営  ランチ11:30～14:00 、ディナー18:00～
休  日曜日・臨時休業あり　
席  カウンター2席・テーブル席4つ・個室1室
駐  3台  ※野田村役場駐車場利用可

洋食・旬彩料理 みなみ
☎ 0194-78-2255

大震災を乗り越えて
きた「みなみ」は開
業 15周年。野田村

のランチタイムを支えてきた地元
になくてはならないお店。毎日
通っても飽きないランチメニュー
にはコーヒーがサービス。個室
もあるのでお子様連れでも安心
して楽しめる。定番のオムライ
スは、まさにここだけの「ほっこ
り」メニュー。

みなみのオムライスは罪、色鮮やかな卵の色に引き込まれ、ケチャッ
プの赤色でとどめを刺され、ふんわりトロッとした卵に包まれたチキ
ンライスが口に運ばれると、もうそこはギブアップのオムライス天国。
かなりのボリュームながら、もくもくと完食。胃袋も心も「ほっこり」。
大満足。

みなみのオムライスは罪、色鮮やかな卵の色に引き込まれ、ケチャッ
プの赤色でとどめを刺され、ふんわりトロッとした卵に包まれたチキ
ンライスが口に運ばれると、もうそこはギブアップのオムライス天国。
かなりのボリュームながら、もくもくと完食。胃袋も心も「ほっこり」。
大満足。

どうしても食べたい、どうしても食べたい、
食べないと気が済まない、食べないと気が済まない、
ふんわり、トロッ！のオムライス。ふんわり、トロッ！のオムライス。

オムライス 850円（税別）
※週替わりランチABCの 3種類それぞれ 900円（税込）

洋食・旬彩料理 みなみ

三陸鉄道リアス線

陸中野田駅
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三陸鉄道リアス線

陸中野田駅

04

8



三陸沿岸を走る三陸鉄道は、住民の足として、何よりも知名度の高さから、多くの観光客

が訪れる三陸沿岸の希望の鉄道です。

三鉄はとてもリーズナブルな料金で貸し切りができます。家族や友人と、会社や組合、趣

味の会などで貸し切り、仲間だけの楽しい列車旅と車中交流会ができます。三鉄を活用し、

活気ある三陸となるように、私たちの会は三陸と三鉄を応援してまいります。

サントリー東北サンさんプロジェクト採択事業「三鉄・三陸 交流会列車 2023 年実施」

本部事務局／〒020-0874 盛岡市南大通 1-3-1　ホームページ／ http://santetuouen.com/

三鉄を活用し、三鉄を活用し、
三陸沿岸の活性化を三陸沿岸の活性化を

三陸鉄道を勝手に応援する会
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30国見 あつかしの郷

ふくしま35

33伊達の郷 りょうぜん

18 さんない

9 たのはた

27やまびこ館

はなまき西南34

15 浅虫温泉

9 東由利

硯上の里おがつ

三滝堂
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27 ろくのへ

22とわだ

8 たろう

26さくらの郷

17遠野風の丘

21 米 沢
14 たかはた

1 七ヶ宿

31 う ご

3 区界高原

発行／東北「道の駅」連絡会
　　　〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町１丁目9-5五城ビル203
　　　TEL 022-398-5518　FAX 022-722-3381

企画・監修／特定非営利活動法人 東北みち会議　（理事長　鐙 啓記）

企画・制作／みちこ編集室（川口印刷工業株式会社内）
〒020-0841　岩手県盛岡市羽場10-1-2
TEL 019-632-2211　FAX 019-632-2217
https://my-michi.com

東北「道の駅」
公式マガジン

青森県 28駅
宮城県 18駅
山形県 21駅

岩手県 35駅
秋田県 33駅
福島県 35駅

※簡易マップのため、実際の縮尺とは異なります

東北6県の「道の駅」は

全部で170ヶ所！

東北6県の全道の駅で
10万部 無料配布！

3・6・9・12月の25日

みちこ編集室 広報担当

みちこちゃん

東北道の駅の旬のグルメや
楽しいスポットの情報を
知りたい時に便利な1冊！

身近で素敵な道の駅を
たっぷりご紹介していますよ！

旅に出かけたら必
ずチェック！
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高橋 シゲ さん
赤坂 利恵さん

〒028-8331
岩手県下閉伊郡普代村第14地割字
宇留部111-15
営  11:00～19:30
休  不定休　席  32席
駐  8台

いち龍
☎ 0194-35-2653

久慈出身のご主人が
創業。普代が好き
で普代の食材が一

番と、特産の海藻や漁港直送の
魚介類をメインに使い、観光客
の方にも、地元の人にも「選べ
るメニュー」が豊富。震災後は
多くの工事関係の方が訪れてい
た。工事が終わった今は、その
工事関係者が作ってくれた道路
で観光客の方が来てくれると感
謝している。

ほっこりしたいなら普代村の「いち龍」へどうぞ、と思わずPRしたく
なる。決して営業的ではなく、自然と出て来る普代スマイルに、お腹
も心も満たされてしまう。（調査員）　浜ラーメンが人気だが、今回は
地元の人に人気の「麻婆メン」を紹介。辛さと甘さが絶妙なバランス
でやみつきになる。名物のイカスミの真っ黒餃子は外せないメニュー。

お母さんと娘さん、お母さんと娘さん、
笑顔いっぱいの接客が笑顔いっぱいの接客が
嬉しい普代の名店嬉しい普代の名店

麻婆メン 750円（税込）
+イカスミ餃子 390円（税込）

いち龍

三陸鉄道リアス線

普代駅
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サッパ船
アドベンチャーズ

〒028-8407
岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪151-6
営 土日祝11:00～15:00、平日11:00～14：00
休  食堂のみ12月31日、1月1日　席  26席
駐  小型車46台、大型車25台、2輪8台、屋根
付き3台、キャンピングカー専用5台

道の駅 たのはた食堂
☎ 0194-32-3555

海岸から 200 ｍも
せりあがった隆起地
層は、田野畑村の

海岸に多数有名な景勝地を産ん
でいます。田野畑駅の近くから
現役漁師が操る「サッパ船アド
ベンチャーズ」が運行し、海か
らの北山崎を楽しめます。
北山崎園地内の観光ショップで
は、名物の「天然黒昆布」も販
売しています。

田野畑村は、海岸から200 ｍもせりあがった隆起海岸が財産の村。北
山崎は全国でも数少ない特A級景観地。複雑な海岸と海流によって育ま
れる海藻類が繁茂する。わかめうどんは、そのわかめを練りこみ、黒昆
布をもとにした田野畑産梅たれを加え、より一層美味しく。海老と椎茸
の天ぷらが豪華にトッピング。「たのはた」でほっこり。お楽しみください。

「黒昆布」をもとにしたスープが「黒昆布」をもとにしたスープが
「ワカメ」を練りこんだ麺とコラボ。「ワカメ」を練りこんだ麺とコラボ。
三陸自動車道から近い人気の道三陸自動車道から近い人気の道
の駅に、また名物が！の駅に、また名物が！

田野畑「わかめうどん  えび天のっけ」
850円（税込）

道の駅 たのはた食堂

三陸鉄道リアス線

田野畑駅
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れる海藻類が繁茂する。わかめうどんは、そのわかめを練りこみ、黒昆
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「黒昆布」をもとにしたスープが「黒昆布」をもとにしたスープが
「ワカメ」を練りこんだ麺とコラボ。「ワカメ」を練りこんだ麺とコラボ。
三陸自動車道から近い人気の道三陸自動車道から近い人気の道
の駅に、また名物が！の駅に、また名物が！
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筒井 聖美 さん
　　 陽子 さんご夫妻

〒027-0501
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木54
営  18:00～23:00／土・日は11:30～
14:00も営業
休  月曜日　席  25席
駐  5台

お好み焼 広島屋
☎ 0194-22-5680

「家具職人もお好み
焼きも、作ることは同
じ」と、実直に取り

組む店主の純朴さがまた魅力。寡
黙ながら、愛情あふれるお好み焼
きだからこそ、多くのファンを引
き付ける。野菜をたっぷりと使い、
広島のお好み焼きが味わえる。肉
玉もちＷチーズは、上にも中にも
チーズをふんだんに使用。チーズ
好きにはたまらない。「何度でも食
べに来たくなる」とお客さんの声。

岩泉純木家具職人として広島より移住。周囲の人に頼まれて焼いた
お好み焼きが評判になり、10年前にとうとうお店を開業。以来、ずっ
と岩泉の味として愛され、遠方からもお客さんがやってくる人気店
に。普段着で席につける「気楽な店」がモットー。冬は特にアツア
ツを頬張りながら嬉しいひと時をどうぞ。

移住してすでに30年、開業して10移住してすでに30年、開業して10
年。地元では「なくてはならないお年。地元では「なくてはならないお
店」として大人気。本格的広島お好店」として大人気。本格的広島お好
み焼きが味わえる貴重な存在。み焼きが味わえる貴重な存在。

肉玉もちＷチーズ 1,080円（税込）
お好み焼 広島屋

三陸鉄道リアス線

岩泉小本駅
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店主

赤沼 秋子 さん

〒027-0307
岩手県宮古市田老2-5-1
営  11:30～15:00  ※夜は予約のみの営業
休  水曜日　席  21席（テーブル10席・座敷8
席・カウンター3席）
駐  62台  ※道の駅たろう内駐車場

善助屋食堂
☎ 0193-87-2054

店主の秋子さんと、
漁師の旦那さん。ど
ちらが欠けてもお店

はできないけど、従業員さんた
ちの魅力もまた素晴らしい。明
るくてきぱきとした動きで、待っ
ている間も「見ていて元気にな
る」とお客さん。いつもたくさん
の人でにぎわう人気店。田老の
自慢の「真崎わかめ」がたっぷ
りと乗ったお姑さん直伝のラー
メンも美味しさ抜群。

駅－1グルメのレギュラーとして、三陸では欠かせない名店。震災
を乗り越えてきた強い意志を内に秘めた店主の秋子さんの笑顔や語
り口調はとっても優しく、お客さんも「ほっこり」としてしまう。善
助屋の人気メニュー２つのセットは、まさにここだけでしか味わえな
い。たっぷりと楽しんでほしい。

「ほっこり」ナンバーワンの秋子さんは、「ほっこり」ナンバーワンの秋子さんは、
優しい笑顔と話し方が素敵。とっても優しい笑顔と話し方が素敵。とっても
有名な「どんこ唐揚げ丼」と「わかめ有名な「どんこ唐揚げ丼」と「わかめ
ラーメン」の2大看板がセットに。ラーメン」の2大看板がセットに。

どんこ唐揚げ丼＆わかめラーメンセット
1,250円（税込）

善助屋食堂

三陸鉄道リアス線

新田老駅
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しあわせの
パンケーキ

〒027-0086
岩手県宮古市新町1-2
営  11:00～17:00（L.O.16:00）
休  日曜日他　席  1Fカウンター・2Fテーブ
ル4席　駐  2台  ※営業日、時間は状況に
よって変わる場合があります（詳しくはお問
い合わせください）

カフェ 温心 ～On Heart～
☎ 0193-65-8505

お店が混んでいると
きは少しお待たせす
ることもあるけど、

その時間ものんびりと過ごせる
居心地はまさに「ほっこり」。し
あわせのパンケーキは、注文が
入ってからメレンゲを泡立てるの
で、出来上がるまで少し時間が
かかりますと、優しい口調でオー
ナーさん。待っている時間も楽
しいお店です。

靴を脱いで 2 階へ上ると、ゆったりとしたスペース、心地よい
BGM、そして調理の音がシンクロし、そこに鼻腔をくすぐる料理の
香りが漂ってくる。宮古弁でお迎えいただき、店主のお人柄もまた
味付けの一つ。「心温まる美味しい時間をお過ごしください」と店主
のお言葉に納得。

温かな心、オンハート、温かな心、オンハート、
テーマの「ほっこり」にテーマの「ほっこり」に
ぴったりの店名ぴったりの店名

カルボリゾット（サラダ・スープ・
ドリンク付 ）セット 1,300円（税込）

※おすすめ　しあわせのパンケーキ（ベリー＆はちみつ）　
単品　930円（税込）

カフェ 温心 ～ On Heart ～

三陸鉄道リアス線

宮古駅
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三陸鉄道リアス線

宮古駅
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焼肉
スパゲティ

〒027-0038
岩手県宮古市小山田2丁目5-8
営  11:00～18:00
休  金曜日　席  カウンター・テーブル席3つ
駐  4台

Cafeすとぅーぱ
☎ 0193-77-3393

味噌スープスパゲ
ティ、とかおしんこ
ピラフとか、珍しい

組み合わせのメニューが並んで
いますが、どれも懐かしい感じ
と、それ以上に「美味しさ抜群」
で、調査試食の時に、一気に食
べてしまいました。気が休まると
いうか、お母さんの味って、きっ
とこんな感じとか、頭の中を感
想が駆け巡る取材でした。「ほっ
こり」一押しです。

「ただいま」とお店のドアを開けると、つい言いたくなるような「我
が家」っぽい、温かなお店。親子（母・娘）経営だけど雰囲気は
姉妹のよう。天井が高く開放感たっぷり。味のある雑貨も展示。常
連さんが多いのも頷けますが、初めての方もきっと「また行きたく
なる」お店です。スパゲティ、ピザ、ライスメニューも豊富。デザー
トもお勧め。（貸し切りもできます）

料理も、お店も、会話も、料理も、お店も、会話も、
みーんな「ほっこり！」、みーんな「ほっこり！」、
温か空気いっぱいのお店温か空気いっぱいのお店

味噌スープスパゲティ（サラダ・ド
リンク付き） 900円（税込）

※ 焼肉スパゲティ（サラダ・ドリンク付き）　950円もおススメ
※価格は変わる場合があります。

Cafe すとぅーぱ

三陸鉄道リアス線

宮古駅
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北村 春子 さん
　　 明美 さん

〒027-0006
岩手県宮古市鍬ヶ崎上町2-30
営  11:00～17:00頃
休  月曜日※祝日の場合は翌日　
席  12席
駐  3台

喫茶 ずぎのび
☎ 080-9012-7337

「喫茶」とある以上、
コーヒーは当然美
味しい。「鍬ヶ崎ブ

レンド」や「ずぎのびブレンド」
はぜひご賞味いただきたい。1
階はテーブル席、2 階は座敷。
2階にある柱時計の重厚な音色
が心いやす時を刻む。昭和中期
の風景写真やステンドグラス作
品なども目を引く。時間の許す
限り「ほっこりタイム」を満喫し
てほしい。

お店に立つのは、春子さんと義理の妹の明美さん。明美さん夫妻が関
東から鍬ヶ崎への転居目前、大震災発生。道中も悪路の中、まだ被害
の残る宮古に転居。町並みの大きく変わった鍬ヶ崎で憩の場の仲間入り
を目指し「ずぎのび」を開店したのは2017年 12月。本当の姉妹のよ
うなあうんの呼吸で、どこかなつかしい小物に囲まれて営業中。じっくり
炒めた香味野菜と鶏ひき肉を使ったヘルシーなキーマカレーはお勧め。

心の底からほっこりするお店。心の底からほっこりするお店。
「ずぎのび」「ずぎのび」（解説：宮古弁で「ゆっ（解説：宮古弁で「ゆっ

くりくつろぐ」）くりくつろぐ」）の店名そのままに、の店名そのままに、
おおらか姉妹がお出迎えおおらか姉妹がお出迎え

ヘルシーチキンキーマカレー　
焼きスタイル（ミニサラダ・スープ付） 980円（税込）

喫茶 ずぎのび

三陸鉄道リアス線

宮古駅
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の残る宮古に転居。町並みの大きく変わった鍬ヶ崎で憩の場の仲間入り
を目指し「ずぎのび」を開店したのは2017年 12月。本当の姉妹のよ
うなあうんの呼吸で、どこかなつかしい小物に囲まれて営業中。じっくり
炒めた香味野菜と鶏ひき肉を使ったヘルシーなキーマカレーはお勧め。

心の底からほっこりするお店。心の底からほっこりするお店。
「ずぎのび」「ずぎのび」（解説：宮古弁で「ゆっ（解説：宮古弁で「ゆっ

くりくつろぐ」）くりくつろぐ」）の店名そのままに、の店名そのままに、
おおらか姉妹がお出迎えおおらか姉妹がお出迎え

ヘルシーチキンキーマカレー　
焼きスタイル（ミニサラダ・スープ付） 980円（税込）

喫茶 ずぎのび

三陸鉄道リアス線

宮古駅
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eki-1
go� met

里の駅おぐにの
みなさん

〒028-2422
岩手県宮古市小国9-81-1
営  11:00～14:00（10月～3月）／売店
9:00～17:00
休  年末年始　
席  27席　駐  27台※大型含

宮古市小国総合交流促進
施設 里の駅 おぐに
☎ 0193-77-5198

食堂の隣には、産直
型の売店がある。そ
こでは季節の野菜、

山菜、キノコに交じり、小国産
蕎麦粉を使ったスイーツが隠れ
た人気。和胡桃を入れたシフォ
ンケーキ、パウンドケーキ、濃
厚なプリンと、蕎麦を頂いた後
の締めにはぴったりのスイーツ
です。お土産にも喜ばれますよ。

元小学校の校舎を使った里の駅は、懐かしい昭和の雰囲気でいっぱ
いの佇まい。食堂は教室の椅子と机を再利用。そば打ちは代々受け
継がれてきた小国の大切なふるさとの味。心を込めた手打ちそば、
何度でも食べたくなるセットです。

おぐにのお母さんたちのおぐにのお母さんたちの
気持ちがこもった手打ちそば、気持ちがこもった手打ちそば、
食べた後の満足感に食べた後の満足感に
帰りも「ほっこり」帰りも「ほっこり」

手打ち盛り蕎麦セット（ふすぺ、季節の野菜天ぷら、
おにぎり、大根なます ）

1,080円（税込）　※大盛は200円プラス

宮古市小国総合交流促進施設 里の駅 おぐに

JR 山田線

陸中川井駅
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eki-1
go� met

木村 広義 さん
　　 暢子 さんご夫妻

〒027-0203
岩手県宮古市津軽石8-115
営  11:00～19:00
休  月曜日　
席  20席
駐  10台

ひろや食堂
☎ 0193-67-3240

山あり谷あり常に一
緒に歩んできて開
業 40 年。近くに宮

古商工高校があり、生徒さん、
OBの方などが通ってくれる。腹
ペコ生徒さんには嬉しい「大盛」
は麺が2玉でプラス100円のみ。
もちろん一般の方も大盛 OK。
お腹いっぱいになったお客さんの
「ほっこり」とした顔を見るの
が嬉しいと店主ご夫妻。

「たくさん食べて欲しい」と店主ご夫妻の思いが詰まった創業以来の
タンメン。しかも「とっても美味しく、ほっこりする」とひろやファ
ンが多い。キャベツ、玉ネギ、ニンジン、しいたけなどの野菜と豚肉、
ナルトなどで麺が見えなくなるボリューム。自家製麺のもっちり感に
ぴったりと合う。旨味たっぷりの澄んだスープが食欲を倍加させる。

「おいしい思い出」の住民のた「おいしい思い出」の住民のた
めに、津波被災前と同じ場所めに、津波被災前と同じ場所
に再建。家族で、一緒に頑張っに再建。家族で、一緒に頑張っ
てきた11年。これからもずっと。てきた11年。これからもずっと。

タンメン 680円（税込）
ひろや食堂

三陸鉄道リアス線

津軽石駅
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eki-1
go� met

木村 広義 さん
　　 暢子 さんご夫妻

〒027-0203
岩手県宮古市津軽石8-115
営  11:00～19:00
休  月曜日　
席  20席
駐  10台

ひろや食堂
☎ 0193-67-3240

山あり谷あり常に一
緒に歩んできて開
業 40 年。近くに宮

古商工高校があり、生徒さん、
OBの方などが通ってくれる。腹
ペコ生徒さんには嬉しい「大盛」
は麺が2玉でプラス100円のみ。
もちろん一般の方も大盛 OK。
お腹いっぱいになったお客さんの
「ほっこり」とした顔を見るの
が嬉しいと店主ご夫妻。

「たくさん食べて欲しい」と店主ご夫妻の思いが詰まった創業以来の
タンメン。しかも「とっても美味しく、ほっこりする」とひろやファ
ンが多い。キャベツ、玉ネギ、ニンジン、しいたけなどの野菜と豚肉、
ナルトなどで麺が見えなくなるボリューム。自家製麺のもっちり感に
ぴったりと合う。旨味たっぷりの澄んだスープが食欲を倍加させる。

「おいしい思い出」の住民のた「おいしい思い出」の住民のた
めに、津波被災前と同じ場所めに、津波被災前と同じ場所
に再建。家族で、一緒に頑張っに再建。家族で、一緒に頑張っ
てきた11年。これからもずっと。てきた11年。これからもずっと。

タンメン 680円（税込）
ひろや食堂

三陸鉄道リアス線

津軽石駅

13
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eki-1
go� met

生剥き牡蠣

〒028-1342
岩手県下閉伊郡山田町川向町6-43
営  11:30～14:30、17:00～22:00（L.O.）
休  不定休　
席  103席
駐  4台

三陸味処 三五十
☎ 0193-82-3510

山田 湾 大 沢 地 区
の「真牡蠣研究会」
の漁師から直接仕入

れるこだわり。注文を受けてか
ら剥くので、鮮度抜群。こうす
ることで、山田湾の牡蠣がさら
に美味しくなる。これからの冬
は、まさに牡蠣シーズンに突入。
三五十で満喫してください。

元々、三五十（みごと）のハンバーグは定評があり、大人から子供
まで、幅広く支持されている。そのハンバーグに、アカモクを練り
こむことで、コクが深まり、美味しい食感が広がってくる。健康食
品としても評価高いアカモクが、三五十の技術で美味しい料理へと
変身。これからの寒い時期は、アカモクハンバーグで心も「ほっこり」。

三陸の海、山田湾の恵み、アカモ三陸の海、山田湾の恵み、アカモ
クに惚れこみ、牡蠣に惚れこみ、クに惚れこみ、牡蠣に惚れこみ、
ホタテに惚れこみ、美味しい三陸ホタテに惚れこみ、美味しい三陸
の味、故郷の味が完成。おみごと！の味、故郷の味が完成。おみごと！

アカモクを練りこんだおろしハンバーグ 1,300 円（税込）
※おすすめ　生剥き牡蠣 2個 480 円（税込）

三陸味処 三五十

三陸鉄道リアス線

陸中山田駅
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eki-1
go� met

ミニチョコパフェ

〒028-1342
岩手県下閉伊郡山田町川向町7-5
営  11:00～15:00、17:00～20:30
休  不定休　※主に水曜日　
席  30席　駐  4台
※テイクアウトできます。

グルメハウスシンコー
☎ 0193-82-2306

実は、地元では「パ
フェの喫茶店」とし
てとても有名。チョ

コレートパフェには大・小があ
り、大はワッフルコーン、ホイッ
プクリームの量が多めです。子
供から大人まで、甘いものファ
ンにはたまらない品ぞろえです。
そこにお食事も美味しいので、
ついつい長居してしまいます。

グラタンには、大きな海老とマカロニが絶妙に混じり、そのクリーミー
さとプリプリのエビの食感は最高です。（調査員）地元を離れても、
忘れたころに思い出し、「シンコーのグラタンが食べたい」と思い出
してしまいます。震災を経て新しい店舗になったけど、変わらぬシ
ンコーの味は不滅です。

「また食べたくなるグラタ「また食べたくなるグラタ
ン」、35年、ずっとこの味。ン」、35年、ずっとこの味。
でも甘味ファンにはたまらでも甘味ファンにはたまら
ないメニューがぎっしりないメニューがぎっしり

グラタンセット
（ミニトースト・ミニサラダ・スープ・選べるドリンク付き）970 円（税込）
※おすすめ　ミニチョコパフェ 550 円（税込）

グルメハウスシンコー

三陸鉄道リアス線

陸中山田駅

15
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eki-1
go� met

ミニチョコパフェ

〒028-1342
岩手県下閉伊郡山田町川向町7-5
営  11:00～15:00、17:00～20:30
休  不定休　※主に水曜日　
席  30席　駐  4台
※テイクアウトできます。

グルメハウスシンコー
☎ 0193-82-2306

実は、地元では「パ
フェの喫茶店」とし
てとても有名。チョ

コレートパフェには大・小があ
り、大はワッフルコーン、ホイッ
プクリームの量が多めです。子
供から大人まで、甘いものファ
ンにはたまらない品ぞろえです。
そこにお食事も美味しいので、
ついつい長居してしまいます。

グラタンには、大きな海老とマカロニが絶妙に混じり、そのクリーミー
さとプリプリのエビの食感は最高です。（調査員）地元を離れても、
忘れたころに思い出し、「シンコーのグラタンが食べたい」と思い出
してしまいます。震災を経て新しい店舗になったけど、変わらぬシ
ンコーの味は不滅です。

「また食べたくなるグラタ「また食べたくなるグラタ
ン」、35年、ずっとこの味。ン」、35年、ずっとこの味。
でも甘味ファンにはたまらでも甘味ファンにはたまら
ないメニューがぎっしりないメニューがぎっしり

グラタンセット
（ミニトースト・ミニサラダ・スープ・選べるドリンク付き）970 円（税込）
※おすすめ　ミニチョコパフェ 550 円（税込）

グルメハウスシンコー

三陸鉄道リアス線

陸中山田駅
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eki-1
go� met

店主

佐藤 和久 さん

〒028-1341
岩手県下閉伊郡山田町八幡町7-5
営  11:30～13:15、17:30～21:00
休  日曜日・その他不定休あり　
席  21席
駐  6台

梅乃家
☎ 0193-77-3939

山田町庁舎近くのた
め、昼は町職員さん
でにぎわう。震災か

らの再建を果たしたお母さんを
助けようと、帰郷し跡を継いだ。
幼少の頃から板前を目指してい
た三代目は、「料理を食べること
も、食べてもらうことも好き」と
にこやかに話す気さくな人柄の
店主・和久さん。明るいお店と
明るい笑顔、ほっこりする山田
の名店。

震災後他界した父親の名前は「守さん」。親しみを込めて周囲から
「マーヤン」と呼ばれていた。そのお父さんは面白いことが大好き。
梅乃家自慢の天ぷらとラーメンを組み合わせた。エビ、イカと野菜
3種類の天ぷらの下に、大きなチャーシューが 3枚も隠れている。
やみつきになる澄んだスープと細縮れ麺。ユニークさと美味に感服。

震災後他界した父親の名前は「守さん」。親しみを込めて周囲から

梅乃家自慢の天ぷらとラーメンを組み合わせた。エビ、イカと野菜

やみつきになる澄んだスープと細縮れ麺。ユニークさと美味に感服。

昭和8年創業、90年の歴史昭和8年創業、90年の歴史
がある名店。震災を乗り越え、がある名店。震災を乗り越え、
修業を重ねてきた三代目が修業を重ねてきた三代目が
守る「梅乃家」の伝統と味。守る「梅乃家」の伝統と味。

マーヤンラーメン 1,050円（税込）
梅乃家

三陸鉄道リアス線

陸中山田駅

16

25

eki-1
go� met

店主
大和田 範子 さん

〒028-1115
岩手県上閉伊郡大槌町上町3-5
営  11:30～18:00
休  日曜日　
席  12席
駐  8台

萌芽 
☎ 0193-42-6266

夜はカラオケが人気
で、地元の人たちの
憩いの場となってい

る。初めての人も「簡単に打ち
解ける居心地」はお店の特徴の
ひとつ。10 名程度で貸し切りも
予約できる。津波被害で焼失し
た自宅の跡に建てたお店。皆さ
んの社交場になればと頑張って
いるお母さん。応援しましょう。

マイホームに戻る感覚って、きっとこんな感じかな？とほっこりと出
迎えてくれる店主のお母さん。優しい笑顔と安心感漂う店内に「ほっ
こり」。定番のバイキングランチは、カレー、チャーハン、パスタ、
シチュー、サラダにドリンクなど、食べ放題で大満足まちがいなし。
メニューはホームページに紹介するのでチェックも楽しい。

日替わりバイキングランチ 700円（税込）
萌芽

三陸鉄道リアス線

大槌駅

17

萌芽と書いて「めばえ」、萌芽と書いて「めばえ」、
故郷の復興を何よりの故郷の復興を何よりの
希望としてつけた店名希望としてつけた店名

26



eki-1
go� met

店主
大和田 範子 さん

〒028-1115
岩手県上閉伊郡大槌町上町3-5
営  11:30～18:00
休  日曜日　
席  12席
駐  8台

萌芽 
☎ 0193-42-6266

夜はカラオケが人気
で、地元の人たちの
憩いの場となってい

る。初めての人も「簡単に打ち
解ける居心地」はお店の特徴の
ひとつ。10 名程度で貸し切りも
予約できる。津波被害で焼失し
た自宅の跡に建てたお店。皆さ
んの社交場になればと頑張って
いるお母さん。応援しましょう。

マイホームに戻る感覚って、きっとこんな感じかな？とほっこりと出
迎えてくれる店主のお母さん。優しい笑顔と安心感漂う店内に「ほっ
こり」。定番のバイキングランチは、カレー、チャーハン、パスタ、
シチュー、サラダにドリンクなど、食べ放題で大満足まちがいなし。
メニューはホームページに紹介するのでチェックも楽しい。

日替わりバイキングランチ 700円（税込）
萌芽

三陸鉄道リアス線

大槌駅

17

萌芽と書いて「めばえ」、萌芽と書いて「めばえ」、
故郷の復興を何よりの故郷の復興を何よりの
希望としてつけた店名希望としてつけた店名
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go� met

ユニークな
のれん

〒026-0301
岩手県釜石市鵜住居町4丁目802番地
営  11:30～14:30
休  月曜日　
席  15席
駐  15台

（有）古川商店
☎ 0193-28-3030

鵜住居を応援してくれ
た方が、描いてくれた
「うのスマイル」、これ

をのれんに。それがそのままお店の
スタイルになっています。元は、90
年くらい前から酒屋を営んでいたと
か。その後コンビニを経営していた
けど、震災で被災。そして仮設店
舗で食堂に。4年前、ようやく本設
のお店を構えました。波乱万丈な
がら、心はいつでも「ほっこり」。笑
顔がなによりのご馳走のお店です。

お店ののれんを見たとたん、まさにエキイチのテーマ「ほっこり」み
たいな笑顔のマークが。迷わずに店内へ。店内には、ご夫婦と店員
さんがおなじように「ほっこり」ムードでお出迎え。単なる焼肉定食、
というメニューでも、運ばれてくると、当然「ほっこり」。実に家庭
的で美味しい。嬉しいお店に出会いました。

焼肉定食 900円（税込）
※中華そば　650円　
　日替わり定食　850円もおススメ

（有）古川商店

三陸鉄道リアス線

鵜住居駅

18

「ほっこり」を絵にかいたよ「ほっこり」を絵にかいたよ
うな「うのスマイル」と「キャうな「うのスマイル」と「キャ
ラクター」、そのまんまのごラクター」、そのまんまのご
夫婦が待っています。夫婦が待っています。

27
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〒026-0005
岩手県釜石市平田町3丁目500番地
営  11:00～13:30  ※早く閉まることもあり
休  月曜日　
席  20席
駐  8台

佐々木食堂 
☎ なし

とっても美味しい手
作りの味噌おにぎり
100 円。おでんは 1

本 50 円、季節ごとの自家製お
しんこも付き、コーヒーはサー
ビス。びっくりするサービス価
格、しかも満腹、満足、とうぜん
「ほっこり」となってしまう。お
店は開業 50 年と古く、大震災
で被災。元の場所で営業したい
と、復旧工事が終わるまで待っ
ていたとのこと。

メニューは 5品だけ。中華そばには大きなチャーシューがデーンと
鎮座。すこぶる美味しい自慢のスープは、三陸の煮干しと豚骨、ガ
ラ、野菜から丁寧にとった出汁がベース。笑顔の素敵なお二人さんは、
「恥ずかしい」と写真撮影を拒否。これがまたほっこりする仕草に、
取材の喜びを感じた調査員。

中華そば 600円（税込）
佐々木食堂

三陸鉄道リアス線

平田駅

19

何ともいえない笑顔、何ともいえない笑顔、
何とも言えない温かい何とも言えない温かい
お店に「ほっこり」お店に「ほっこり」

店内メニュー

28
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〒026-0005
岩手県釜石市平田町3丁目500番地
営  11:00～13:30  ※早く閉まることもあり
休  月曜日　
席  20席
駐  8台

佐々木食堂 
☎ なし

とっても美味しい手
作りの味噌おにぎり
100 円。おでんは 1

本 50 円、季節ごとの自家製お
しんこも付き、コーヒーはサー
ビス。びっくりするサービス価
格、しかも満腹、満足、とうぜん
「ほっこり」となってしまう。お
店は開業 50 年と古く、大震災
で被災。元の場所で営業したい
と、復旧工事が終わるまで待っ
ていたとのこと。

メニューは 5品だけ。中華そばには大きなチャーシューがデーンと
鎮座。すこぶる美味しい自慢のスープは、三陸の煮干しと豚骨、ガ
ラ、野菜から丁寧にとった出汁がベース。笑顔の素敵なお二人さんは、
「恥ずかしい」と写真撮影を拒否。これがまたほっこりする仕草に、
取材の喜びを感じた調査員。

中華そば 600円（税込）
佐々木食堂

三陸鉄道リアス線

平田駅

19

何ともいえない笑顔、何ともいえない笑顔、
何とも言えない温かい何とも言えない温かい
お店に「ほっこり」お店に「ほっこり」

店内メニュー

28
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〒028-0523
岩手県遠野市中央通り2-1
営  10:30～19:00（L.O.18:30）
休  木曜日　
席  20席
駐  なし

食堂・喫茶 Cocokana
～ここかな～
☎ 0198-62-4384

すべてが魅力だら
け。お店は木造の
いかにも遠野風。そ

ばを流れる来内川の風景とベス
トマッチ。食後の散策はこれ以
上ない「遠野散歩」に。郷土料
理は当然として、ナポリタンもカ
レーも、から揚げもどぶろくソフ
トも。多国籍料理を極めた店主
の魅力満載のお店。

遠野と言えばジンギスカン、ばかりではなく、実は馬産地。桜肉（馬
肉）は、遠野のある意味ソウルフード。桜バーガーも美味しいけど、
今回は調査員一押しの桜肉焼きうどんをご紹介。たっぷりの野菜と
桜肉が、ジンギスカンのタレで炒めた「ほっこり」メニュー。遠野
だからこその逸品なのです。

遠野焼きうどん（桜肉） 700円（税込）
食堂・喫茶 Cocokana ～ここかな～

JR 釜石線

遠野駅

20

店主てづくりの塗り絵でも遊店主てづくりの塗り絵でも遊
べるし、遠野物語の漫画もあべるし、遠野物語の漫画もあ
るし、町ネコもいるし、お店もるし、町ネコもいるし、お店も
民話のふるさとみたいだし・・民話のふるさとみたいだし・・

周辺景色

29
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小向 憲司 さん
ご夫妻

〒029-2311
岩手県気仙郡住田町世田米字世田米駅92
営  11:30～18:30  ※日曜日は15:00まで
休  第1，3日曜日　
席  テーブル12席・カウンター5席
駐  なし

南部屋 
☎ 0192-46-2051

「南部屋」の歴史は
古く、推定 100 年
くらいと 4 代目店

主。昭和っぽさが随所に残るアッ
トホームさが温かい。初代が遠
野出身のため、屋号を「南部屋」
としたとのこと。店主ご夫婦と
店主のおかあさんの 3人でのん
びりとお店を守っている。穏や
かで、いつまでも居たくなる「ほっ
こり」加減が最高。

本業が肉屋のため、常に美味しい食材が入ってくる。その中の、遠
野産亜麻豚は、優しく深みのある肉質。衣をまとってさらにパワーアッ
プ。それがご飯の上でとろりとした卵と絡むと、もう当然夢見心地。
しかもかなりのサービス価格。北風が吹いてこようが、ほっこりとし
ていつまでも満足感を味わえること間違いなし。（メニューは豊富）

JR釜石線

上有住駅

21

住田町にとんでもない住田町にとんでもない
美味しいカツ丼あり。美味しいカツ丼あり。
一口食べればもうとりこ一口食べればもうとりこ

カツ丼 680円（税込）
南部屋
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ハハイイブブリリッッドド車車はは
満満タタンン返返しし不不要要

【ご予約・お問い合わせ先】

盛 岡 店 新 花 巻 駅 西 口 店 宮 古 駅 東 店

盛 岡 駅 南 口 店 北上駅新幹線東口店 釜 石 駅 前 店

み た け 店 水 沢 店 大 船 渡 店

津 志 田 店 一 関 店

二 戸 駅 新 幹 線 口 店 一 ノ 関 駅 西 口 店

019-622-0100

0192-26-0100

019-652-0100

0195-23-0100

0197-24-0100

0198-31-2100

0191-21-2100

019-646-0100

019-639-0100

トヨタレンタカーで 岩手をドライブ！

安安心心のの補補償償内内容容

対人

  ※車種指定ご希望の場合は、車種指定オプション料金を別途頂戴いたします。

  ※この他、別途ご希望により「安心Wプラン」等の免責保障制度がございます。

0193-22-01000197-65-0100

0193-64-0100

車両

人身傷害

　　無　制　限

ルーミー　５人乗り

５，５００円 / 12時間
　　　（ 税込 / エコノミークラス基本料金※ ）

  おおすすすすめめレレンンタタカカーー　　

（大船渡店最寄り駅 ： 盛駅）

　　無　制　限　

　　時　価　額　

1名につき3,000万円

対物

0191-23-0100

トヨタレンタリース岩手ホームページ

http://tr-iwate.com/

車両清掃強化中
岩手県内店舗間
乗り捨て無料！
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店内

〒022-0211
岩手県大船渡市三陸町綾里字清水217-1
営  11:00～14:00
休  不定休　
席  テーブル20席
駐  7台

およね食堂 ２
☎ 0192-43-5463

綾里の人たちから
「琴ちゃん」と親し
まれ、笑顔を絶やさ

ない優しいお人柄に人が集まっ
てくる。趣味は、「地元の食材
を使った料理」を考えることで、
その時間が楽しい。店名は、そ
のまま引き継いだため、「およね
食堂 ２」としたとのこと。ゆっ
たり、ほっこりとした店内でどう
ぞ一休みを。

三陸町が大好きで、とうとう移住してしまった琴恵さん、通称琴ちゃ
んは、実に明るく元気な店主さん。琴ちゃんの愛情あふれる優しい
手のぬくもりが残るおにぎりは絶品。から揚げとその日のお惣菜が
てんこ盛り。それに地元野菜がたっぷり入ったお味噌汁がセットに
なった。そのほか、琴ちゃん開発、越喜来崎浜産ほたてのどんどん
焼き「ホタどん」500円（税込）もおすすめ。

三陸鉄道リアス線

綾里駅

22

移住して5年、琴ちゃんは移住して5年、琴ちゃんは
「地元大好き」なとっても「地元大好き」なとっても
明るい店主明るい店主

琴ちゃん定食 700円（税込）
およね食堂 ２

33
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〒022-0003
岩手県大船渡市盛町内ノ目2-14
営  11:00～14:00（L.O.）、
　 17:00～20:00（L.O.）
休  不定休　席  約30席
駐  8台

百樹屋 
☎ 0192-26-5123

三鉄盛駅から歩いて
6分程度の距離にあ
り、誰でも知ってい

るので、道を歩いている人に聞
けばすぐに案内してくれる。有
名歌手も「このカレー南蛮は別
格」と遠路再び訪れてくれたこ
とも。店内は常に活気にあふれ、
訪れるたびに（調査員）元気に
なってしまいます。

カレー南蛮うどんの人気店。多くの人たちの支えがあって震災から
11年、なんとかやってこれたと感謝の店主。東京の友人が、「よくやっ
た」と百樹屋印の大小の提灯を作って持ってきてくれた。店の大事
な看板となっている。百樹屋といえばカレー南蛮、大船渡と言えば「さ
んま」、二つの合体セットはここだけ。

三陸鉄道リアス線

盛駅

23

大人気の陰で、沢山の人大人気の陰で、沢山の人
に支えられ今日までやってに支えられ今日までやって
これたと感謝の日々これたと感謝の日々

サクっと！秋刀魚のカレー南蛮うどんセット
1,200円（税込）※単品 980円（税込）

百樹屋

自慢のちょうちん
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みつわ飯店の皆さん

〒029-2205
岩手県陸前高田市高田町大町104-2
営  11:00～19:30　休  木曜日　
席  カウンター・テーブル・小上がり・宴会場
あわせて80席
駐  10台  ※隣に市営駐車場あり

みつわ飯店
☎ 0192-55-3033

メニューの種類は多
く、選択の幅が広く
迷ってしまうが、ど

れを注文しても「旨い、安い、
ボリュームいっぱい」のスタイ
ルは同じで、ずっと陸前高田市
民や遠方からのファンに愛され
てきた有名店。いつも笑顔を絶
やさないスタッフの皆さん。心も
身体も「ほっこり」。

1940 年の創業以来、途中大災害などの苦難もあったけど、市民か
らずっと愛され続けてきた名店。仮設食堂から新設になったけど、「み
つわの味」は健在。ボリューム満点の焼きそばにピリ辛麻婆がよく
絡む。変わらぬ味、変わらぬスタッフで今日も「みつわの味」を続
けている。

JR大船渡線

BRT陸前高田駅

24

「みつわに行こう」と、「みつわに行こう」と、
変わらず市民の応援が続く変わらず市民の応援が続く
「あったかほっこり」の名店「あったかほっこり」の名店

マーボーやきそば 800円（税込）
みつわ飯店
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女将

伊勢 美里 さん

〒020-0874
岩手県盛岡市南大通1丁目10-17
営  17:00～22:30（火～土）・12:00～
14:00（木・金ランチ営業）
休  日・月曜日　席  60席
駐  なし

里伊 SAI 
☎ 019-656-6167

だし巻たまごを美味
しいパンで挟んだサ
ンドウィッチは、里

伊がイベントに出店する時のメイ
ン商品。リーズナブルな価格と
美味しさで、常に売り切れ続出
の大人気商品。盛岡の神子田の
朝市の日曜日限定で出店する際
も販売する。三鉄ファンの集い
で、特別に出したことがきっか
けで、三鉄の許可をもらい商品
化したもの。

盛岡の人気店「里伊」で、開業からずっと人気を誇っているメニュー。
大半の人が注文する不動の定番だ。卵の風味を邪魔しない上品な海
の出汁（カツオほか）がたまご焼きから染み出し、何個でも箸が進む。
卵6個を使用するボリュームのため、同席者がシェアすることが多い。
三鉄の車両模型とグッズで溢れる店内。実に居心地がいい。

JR山田線

盛岡駅

25

海だし香る「だし巻たまご」は、海だし香る「だし巻たまご」は、
開業以来、人気トップの開業以来、人気トップの
定番メニュー定番メニュー

だし巻たまご 680円（税込）
里伊 SAI
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岩手県の三陸沿岸には、民宿や小さな宿が沢山あります。宣伝がほとんどないため、常連さん、ま

たは口コミのみで「すごく美味しい宿」みたいに噂が出ています。エキイチ調査員は、それなら「小

さな宿の美味しいグルメ」を探そうと聞き込みを始めました。なんと、噂以上の素晴らしい「宿」

が見つかりました。今回から、毎号小さな宿の美味しいお料理を掲載していきます。お楽しみください。
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岩手三陸自慢の
美味しすぎる
小さな宿特集

洋野町種市
「ゲストハウス
 はまなす亭」

大槌町吉里吉里
「三陸の宿 蔵」

大槌町
「小川旅館」

第21号は
３ つの宿を
ご紹介
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● 1泊素泊まり  3,500円（税込）
※夏季4,000円から

お宿紹介

母娘孫、3代そろい踏み。笑顔だらけのは
まなす亭は、北三陸の魅力を食で伝えるス

ポットとして特に有名。ＮＨＫ連続ドラマ「あまちゃん」
では、種市高校の南部潜りが有名になった。その南部も
ぐりが獲ってくる天然ホヤは、「はまなす亭」の看板食材
となり、ホヤラーメンやホヤパスタなど、他では食べられ
ない魅力で溢れている。

宿泊施設が少ない洋野町に、待望の宿泊施設（ゲストハウス）が誕生。
エキイチ常連の天然ホヤ、ウニ料理で有名な「はまなす亭」の敷地
内に新設。食事は「はまなす亭」で自由に選べるのも嬉しい。見本
となる夕食メニューとして、「洋野町のうにめし定食1,500円」（税込）
を撮影。ボリュームたっぷりのうにめしがリーズナブルな価格で楽し
める。※ゲストハウスは、自炊や野外バーベキューも可能

洋野町種市に、洋野町種市に、
念願のゲストハウス誕生！念願のゲストハウス誕生！
しかも人気の料理店が併設。しかも人気の料理店が併設。

岩手三陸自慢の
美味しすぎる
小さな宿特集 ゲストハウスはまなす亭

洋野町のうにめし定食
1,500円（税込）

〒028-7914
岩手県九戸郡洋野町種市第22地割131-3
営   チェックイン15：00、チェックアウト
10：00（施錠22：00）

休  なし　泊  個室2つ、二人部屋1つ、相
部屋1つ　駐  約20台無料

ゲストハウス
はまなす亭 
☎ 0194-65-2981

JR 八戸線

種市駅
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女将さん手作りの手工芸品にも注目。吊る
し雛、押絵、木目込み人形などどれもが可

愛らしく、色鮮やかで、見ているだけで「ほっこり」とし
てしまう。親せきの家に遊びに来たかのような、心温ま
る宿。すぐそばを三鉄が走るため、三鉄の見える部屋を
指定する人もいるとか。

ご夫妻と息子さん、そして親族の方々がスタッフとして運営して
いる小さな宿。清潔感に溢れ、館内にはゆったりとした和みの
時間が流れる。料理の評判は「噂」となっており、お客さんい
わく「食べきれないほどだけど、とっても美味しいので完食する」
と。朝食も夕食も、可能な限り三陸の食材を使い、三陸ならで
はのおもてなしが満載の宿。

海の近くにあった宿は被災。2016年に再建し、海の近くにあった宿は被災。2016年に再建し、
心のこもった美味しい料理は今や口コミで心のこもった美味しい料理は今や口コミで
評判に。三陸の良さが詰まったお勧めの宿。評判に。三陸の良さが詰まったお勧めの宿。

岩手三陸自慢の
美味しすぎる
小さな宿特集 三陸の宿 蔵

夕食一例
（季節の食材を使っています）

〒028-1101
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目
19-18
営   チェックイン15：00、チェックアウト10：00
休  なし　泊  ツイン3部屋、和室2部屋　
駐  10台

三陸の宿 蔵 
☎ 0193-44-2105

三陸鉄道リアス線

吉里吉里駅

● 1泊2食  8,800円（税込）から

お宿紹介
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「オール三陸絆御膳」は、三陸の旬、海の
幸と山の幸がぎっしりと並べられた宿自慢の

名物御膳。取材のこの日は、季節のお造り、サーモンの
ホイル焼き、ホタテのバター焼き、蟹グラタン、いくら、
めかぶ、きりたんぽ鍋、ホヤ塩辛、山の幸の天ぷら、さ
らにオリジナル餃子までびっしり。栄養士資格を持つ女
将さんが考える身体にも優しい料理の数々。ちょっと量
が多いというかたは、「美味少量プラン」もあります。

幕末から続く老舗旅館。震災から再起。宿泊料金に含まれる朝
夕食は、三陸の食材をふんだんに取り入れた料理。夕食は15、
6皿ほどに盛られた料理が美しく配膳。そこにいつもニコニコと
優しく親切に対応してくれるご夫婦がいる。「また来たい」とリ
ピーターが多いことに納得。三陸の小さな宿、そこに三陸の愛
が詰まっています。食後の手作りデザートも大満足。

リピーターが多い理由は、リピーターが多い理由は、
心のこもった豪華で美味しい夕食と、心のこもった豪華で美味しい夕食と、
オーナーご夫婦のお人柄。オーナーご夫婦のお人柄。

岩手三陸自慢の
美味しすぎる
小さな宿特集 小川旅館

オール三陸絆御膳

〒028-1121
岩手県上閉伊郡大槌町小鎚26-131-1
営   チェックイン16：00、チェックアウト
10：00

休  なし　泊  30名　駐  20台

小川旅館 
☎ 0193-42-2628

三陸鉄道リアス線

大槌駅

●オール三陸絆プラン
   1泊2食 10,500円（税込）から
●美味少量プラン
   1泊2食  8,800円（税込）から
※事前予約で食事のみも可能

お宿紹介
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三鉄ファンクラブ
会員募集中！

◎個人会員 １年 3，000円 ５年 14，000円
◎家族会員（４名まで） １年 6，000円 ５年 28，000円

会費

◎１日フリー乗車券付きファンクラブ会員証
家族会員の方には、その人数分を発行します。
フリー乗車券の有効期限は、翌年度の3月31日までです。
ファンクラブ会員証は年度ごとの更新となります。

◎会員向け会報「さんてつ笑顔だより」を年４回発行

特典
見本

【お問合せ・申込書送付先】
〒027-0076 岩手県宮古市栄町４

三陸鉄道株式会社 三鉄ファンクラブ係 宛
TEL 0193-62-8900 ＦＡＸ 0193-63-2611

日までです。

◎会員向け会報「さんてつ笑顔だより」を年４回発行

◎郵送又はFAX
三陸鉄道のホームページから申込書をプリントし、三鉄ファンクラブ係ま

でお送りください。会費納入のための払込用紙を郵送いたします。
◎三鉄オンラインショップ

右のQRコードからお申込みください。
お支払いはクレジットカード又は銀行振込となります。

申込方法

三鉄オーナーも募集中です。
詳しくは三陸鉄道ホームページをご覧ください。
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rakraの通販サイト

「rakra商店」

風間浦鮟鱇

rakraとは、楽・暮（ラク・くらし）
日常の生活をラクに、楽しく、暮らすための上質な情報をお届
けしている北東北エリアマガジンです。rakra商店は、取材で出
会った地元の隠れた逸品を
ご紹介している通販サイトです。

青森県風間浦村で獲れる「きあんこう」は、濃厚なあん肝だけ
でなく、身や皮、ヒレなどをまんべんなく楽しめるのが魅力だ。
東日本で最大の鮟鱇漁獲量を誇り青森県内で2番目の多さを
誇る「青森県下北郡風間浦村」。毎年60トンほどの鮟鱇が水
揚げされる。また、風間浦の鮟鱇は「風間浦鮟鱇」として2014
年に地域団体商標へ登録もされている。

青森［駒嶺商店］

風間浦鮟鱇 あんこう鍋セット

「風間浦鮟鱇 あ
んこう鍋セット」
はrak r a商店で
購入できます！

風間浦鮟鱇

三鉄ファンクラブ
会員募集中！

◎個人会員 １年 3，000円 ５年 14，000円
◎家族会員（４名まで） １年 6，000円 ５年 28，000円

会費

◎１日フリー乗車券付きファンクラブ会員証
家族会員の方には、その人数分を発行します。
フリー乗車券の有効期限は、翌年度の3月31日までです。
ファンクラブ会員証は年度ごとの更新となります。

◎会員向け会報「さんてつ笑顔だより」を年４回発行

特典
見本

【お問合せ・申込書送付先】
〒027-0076 岩手県宮古市栄町４

三陸鉄道株式会社 三鉄ファンクラブ係 宛
TEL 0193-62-8900 ＦＡＸ 0193-63-2611

◎郵送又はFAX
三陸鉄道のホームページから申込書をプリントし、三鉄ファンクラブ係ま

でお送りください。会費納入のための払込用紙を郵送いたします。
◎三鉄オンラインショップ

右のQRコードからお申込みください。
お支払いはクレジットカード又は銀行振込となります。

申込方法

三鉄オーナーも募集中です。
詳しくは三陸鉄道ホームページをご覧ください。
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駅 -1グルメ事務局
三陸鉄道株式会社内　駅-1グルメ係
〒027-0076　岩手県宮古市栄町４番地
TEL 0193-62-8900  FAX 0193-63-2611
（担当：村上 富男・皆川 哲也）

苦労と喜びと

三陸鉄道が発行する駅－１（エキイチ）グルメは、調査から
始まり、すべて調査員の取材、撮影が基本となっています。プ
ロのカメラマンを使うことはなく、自身の携帯カメラで撮影し
ます。掲載料金などはいただきません。取材時の料理代金も
お支払いいたします。調査員が店主と話し、料理を撮影しま
す。限られた印刷原稿の文字数の中で、魅力を簡潔に引き出
し、読者にアピールします。それだけに、自分で取材したお店
や料理には愛着が出てきます。発行後「お客さんが増えると
いいなあ」とドキドキしながら見ています。多くのお店の方か
ら「掲載していただきとっても嬉しい」とお言葉をいただくこ
とが、なによりの励みになります。三陸の主役は「食」にあり、
三鉄はずっと応援してまいります。

駅-1グルメ発行委員会　事務局長　村上 富男

会　長

石川　義晃

会　員

五日市　知香

伊藤　千寿子

菊池　弘充

北村　美和子

中居　智子

畑田　健司

服部　真里

松田　純子

皆川　哲也

村上　富男

山蔭　康明

米澤　泉

鷲塚　由美子

プロデューサー

草野　悟

駅－1グルメ
発行委員会

Sanriku Marke
ting Action Par

ty

ＳＭＡＰＳＭＡＰ
駅
エキイチ

－１グルメ調査隊
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編集長、Copy : 草野 悟　Stylist : 五日市 知香　カメラ ： 八幡 泰寛　取材 ： 駅-1グルメ調査隊

モデル : 松田 楓、中居 咲良　Print : 川口印刷工業株式会社  吉田 浩二

駅 -1グルメ応援隊

駅-１グルメ事務局
三陸鉄道株式会社内　駅-１グルメ係

〒027--0076　岩手県宮古市栄町４番地
TEL：0193--62--8900　FAX：0193--63--2611（担当：村上富男・皆川哲也）

●ＪＲ東日本盛岡支社

● 株式会社トヨタレンタリース岩手

● 岩手朝日テレビ

● 株式会社アクセス

● 岩手県沿岸広域振興局

● 岩手県県北広域振興局

● 岩手県三陸鉄道強化促進協議会

● いわて観光キャンペーン推進協議会

● 公益財団法人 岩手県観光協会

● 三陸ジオパーク推進協議会

● 川口印刷工業株式会社

● 三陸鉄道株式会社

● 三陸鉄道を勝手に応援する会
（順不同）
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