
三陸を元気にするパワー女子

男子もよろこぶ 女 子 力ランチ特 集

第16号　2020年　夏号
三陸鉄道は三陸の「美味しい」を応援

女子
力ランチで

三陸を

楽し
みましょう！
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第16号 2020年 夏号
参加店

 きのこの駅 ･･････････････････････････p041 JR有家駅

 KENSOH ･･･････････････････････････p052 久慈駅

 北三陸食彩レストラン NAO ････････････ p063 久慈駅

 HIBIKI SHOKUDO ･･･････････････ p074 久慈駅

 苫屋･･････････････････････････････････p095 陸中野田駅

 ピーターズ・カフェ ････････････････ p106 普代駅

 国民宿舎くろさき荘･･････････････ p117 普代駅

 チャリカフェ････････････････････････ p2921 大槌駅

 まごころ食堂  ･･･････････････････････ p128 田野畑駅

 ヒカリ食堂  ･････････････････････････p3022 釜石駅

 カフェ ポンテ （Ponte） ･･････････････ p139 岩泉小本駅

 喫茶店まきば ･･･････････････････････ p3123 JR小佐野駅

 ACQUA MONTE ･･････････････････ p1410 岩泉小本駅

 Café assam ･･･････････････････････ p3224 JR松倉駅

 善助屋食堂･････････････････････････ p1611 新田老駅

 創作農家レストラン こすもす ･･････････ p3325 JR洞泉駅

 浄土ヶ浜レストハウス 浜処うみねこ亭 ･･ p1712 宮古駅

 Yuki Grandpa ･････････････････････p3426 盛駅

 Restaurant KATUYAMA････････････ p1813 宮古駅

 Hy's cafe ･･･････････････････････････ p3527 BRT大船渡駅

 Community Café Tsubomi ･･････････ p2820 大槌駅

 里伊･･････････････････････････････････ p4132 JR盛岡駅

 山田湾ベーカリー ･････････････････p4335 陸中山田駅

 ごち ･･････････････････････････････････ p2015 宮古駅

 けせんのだいどころ Kerasse ･･････････p3829 JR上有住駅

 ふく留 ････････････････････････････････ p2116 磯鶏駅

 グルメハウスシンコー ･･････････････ p2518 陸中山田駅

 カフェレストラン  クローバー ･･････････ p3930 BRT脇ノ沢駅

 道の駅 やまびこ館 ････････････････ p4233 JR川内駅

 BOULANGERIE café LAIT DE CHEVRE ･･ p19宮古駅14

BRT大船渡駅 Cafe de Curry KOJIKA ･･････････････ p3628

 釜揚げ屋 ････････････････････････････ p2417 陸中山田駅

 三陸旬肴酒場 四季海郷 ･････････････ p2619 陸中山田駅

 NAGASAWA COFFEE ･･･････････p4031 JR上盛岡駅

 BOULANGERIE café LAIT DE CHEVRE ･･p4334 宮古駅

別腹女子の大好物　三陸で見逃せない「パン」
パン・スイーツ特集
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緊急事態宣言は解除となったものの新型コロナウイルスの収束には、まだ一定の時間がかかり
そうな状況です。それでも、徐々に往来が緩和されるなど、日常生活や地域経済の回復に向け
た取組が動き始めてきました。これまで三陸鉄道をご支援いただいておりました多くの皆様も、
大きな被害にあわれていることに、心よりお見舞い申し上げます。

今回の駅-１グルメの発行は、新型コロナウイルスの渦中でありますが、三陸沿岸は元気である
こと、美味しい食材は変わらず三陸にあることを皆様にお知らせする意味と、沿岸の食を生業
としているお店を多くの皆さんにご利用いただくことを目的に、第１６号として発刊することとい
たしました。

四季折々、三陸は海、山、川の自然の恵みにあふれ、たくさんのお店が三陸の個性を発揮してお
ります。鎮静化はもう少し先ですが、ご夫婦や恋人同士、少人数のお仲間どうしで、三陸鉄道の
旅と、三陸沿岸の駅-１グルメを訪ねる旅をお楽しみいただければありがたく存じます。美しい
三陸、美味しい三陸、心が洗われる絶景、夏から秋にかけての素晴らしい三陸を体感しにお越
しくださいませ。

駅-1グルメ発行委員会　会長　中村　一郎

三陸鉄道は、三陸の「美味しい」を応援しています
This is a message from Sanriku Railway Company CEO Nakamura.

Sanriku Railway always encourages and promotes Sanriku’s local products.
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三陸の女性は強い・三陸の女性はたくましい・三陸の女性はめげない
など、三陸沿岸の女性に対する評価は「強い」がキーワードのようです。
でも、今回の「女子力」は、三陸の「美味しい」を見つける眼力です。

「美味しい」は当たり前。
そのうえで「綺麗」「かわいい」「健康」「美容」「安心」などの要素も。
それが三陸女子たちの女子力で見つけてきた「三陸自慢のメニュー」。

しかもランチ限定です。
男子も喜ぶ女子力ランチ、どうぞお召し上がりください。

16号のテーマ
「女子力」とは

ジャ
ンプ

するほど、素敵なランチ
In this special issue, 
we focus on women’s
empowerment, beauty,
and healthy lunches
which might assist
with coronavirus!
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ポルチーニ茸の和風パスタ
（森のスープ・森のヨーグルト付き）きのこの駅

Kinokonoeki

きのこの駅
☎ 0194-67-3660
〒028-7905 九戸郡洋野町
有家9-13-7

□営 11:00 ～ 16:00
□休 水曜日 　□駐 10 ～ 15 台
□席 12席 ※団体利用の場合別室の利用可

きのこの食文化を継承！ 
長根商店が提供する絶品きのこのお食事処
This is the restaurant of a famous mushroom producer 
in the town of Hirono. Here, you can enjoy a variety of 
delicious mushroom dishes.

長根商店が運営する「きのこの駅」のランチは、まる
でアワビのような食感の「三陸あわびたけ」を贅沢に
使用したメニューが特徴的。今回いただいたポルチー
ニ茸と三陸あわびたけを贅沢に使用した醤油ベースの
パスタは、ほかのお店では味わえない絶品です。

セットとなる「森のヨーグルト」は、洋野町産の牛乳
を使用したヨーグルトに、なんとシソ漬けの三陸あわび
たけをトッピング！不思議な食感ですが、そのおいしさ
は癖になってしまいます。

データ 調査員のひとこと

1,000円
（税込）

JR 八戸線 有家駅1
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ポルチーニ茸の和風パスタ
（森のスープ・森のヨーグルト付き）

きのこの食文化を継承！ 
長根商店が提供する絶品きのこのお食事処

短角牛カレーランチ

☎ 0194-66-8668
〒028-0061 久慈市中央3丁目32番地

□営 11:00 ～ 24:00
□休 月曜日 　□駐 無
□席 19席

久慈の短角牛、しかもヘルシーな
赤身を使った特製カレー
This restaurant is just a few steps from Kuji Station and 
offers authentic Kyoto cuisine in a beautiful atmosphere 
using local fresh ingredients.

京都から地域おこし協力隊で応援に。そのまま久慈に
移住し開店した店主。久慈市におしゃれで小粋な空間
が生まれた。田村牧場から届く短角牛の赤身でつくる
カレーにスープ、サラダなど女子も喜ぶセットメニュー。

三鉄久慈駅から徒歩 2 分。メニューも多彩でしかもお
しゃれな空間とくれば、女子の興味は当然盛り上がっ
てきます。京風しょうゆラーメン、京風たまごサンドも
評判です。さらにポイントは開店から提供の全国各地
のウイスキー。ハイボール好きの昼飲み女子も大満足
です。あまちゃんで御馴染みのまめぶ汁もありますよ。

データ調査員のひとこと

900円
（税込）

三陸鉄道リアス線 久慈駅 2
Highball Bar ＆ Dining
KENSOH
Highball Bar & Dining KENSOH

Highball Bar ＆ Dining
KENSOH
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佐助豚と青豆大豆の
トマト煮込み北三陸食彩レストラン NAO（ナオ）

Kitasanrikusyokusai Restaurant NAO

北三陸食彩レストラン
ＮＡＯ　（ナオ）
☎ 0194-66-9927
〒028-0061 久慈市中央3丁目1番地1F

□営 11:30～13:30・18:00～21:00
□休  火曜日・他不定休あり 　□駐無
□席 20席

久慈に新しい洋風レストランオープン、
こんなお店を待っていた
This brand-new restaurant is just a few minutes from 
Kuji Station and offers a menu that includes a variety of 
local ingredients.

おしゃれな空間でありながら、スタッフの人柄で気軽
で気楽な雰囲気。地元食材を大事にし、四季を大切に
したいとオーナーさん。野菜たっぷりのソースと自家製
パン、佐助豚との相性を計算しつくしたメニューです。

メインメニューはもちろんですが、冷製スープのビシ
ソワーズにも感動。ついつい長居をしてしまいたくなる
ゆったり感、スタッフの笑顔がまた素敵。一人で来て
も気にせず過ごせます。久慈駅から徒歩１分。街のや
さしい洋食屋さん。列車の待ち時間にもご利用くださ
い。

データ 調査員のひとこと

1,000円
（税込）

三陸鉄道リアス線 久慈駅3
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HIBIKI SHOKUDO
HIBIKI SHOKUDO

HIBIKI SHOKUDO
☎ 0194-52-8460
〒028-0055 久慈市巽町1-32

□営 11:30 ～ 14:30・17:30 ～ 20:30
□休 月曜日・第 1 火曜日
□駐 2 台（ロイヤルＰ2 番・7 番 )
□席 15席

5種類のソースから選べるって、
女子にはたまりません。しかもヘルシー
The healthy chicken dishes come with local wheat 
pancakes and are strongly recommended. They are 
sturdy and tasty.

写真は「トマトソース」を選択。濃厚そうに見えて実
はさっぱり。チキングリルは当然ヘルシー。カロリー表
示も女子にはうれしい、求めていたメニュー。台風 10
号で大きな被害を受けた両親のお店が閉店、そこに新
たな魅力で開店した復活のお店。

インテリアを奥様が担当し、同級生が調理担当。3 人
のスタッフのセンスと気持ちの結晶。何とも言えない
癒しの空間。とにかくついゆったりしてしまう。他にも
地元食材を生かしたスイーツも女子に人気です。地元
食材をとても大事にするお店は、駅から５分の至近距
離です。

データ調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 久慈駅 4菜彩鶏のチキングリルプレート
南部小麦のパンケーキ 選べるソース付き

1,100円（税込）

600円（税込）



　　　おすすめハイブリッドレンタカー

ハイブリッド車は
満タン返し不要

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

※アクアとヤリスは岩手県内で生産された車両です

0191-23-0100

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

ハイブリッド車で岩手をドライブ！ トヨタレンタカー

お客様に安心してご利用して頂くため、レンタカーの車内清掃･消毒を強化しております

※免責額の設定がございます。

0193-22-0100

対人

0197-65-0100

トヨタレンタカーの保険付保内容

（利用中のトラブル等、迅速に対応致します。）

安心の補償内容

0193-64-0100

車両
人身傷害

　　無　制　限
　　無　制　限　※

　　時　価　額　※

アクア　５人乗り

　　　（税込/基本料金）

　ヤリスHV　５人乗り

　　　（税込/基本料金）

　６，６００円～/６時間

６，６００円～/６時間

※消費税10%

　プリウス　５人乗り

　　　（税込/基本料金）

アルファードＨＶ ８人乗り

　　　（税込/基本料金）

1名につき3,000万円

対物

８，８００円～/６時間

１６，５００円～/６時間

乗用系全車ナビETC

標準装備

レンタカー車内消毒

を強化しております

満タン返却不要の

「ハイブリッド燃費精算」

もご利用いただけます。

岩手県内店舗間

乗り捨て無料

トヨタレンタリース岩手ホームページ

http://tr-iwate.com/
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日替わりランチ（ドリンク付き）
南部福来豚を熟成させ、健康効果の高いエゴマの葉で包まれた
「葉巻きソーセージ」

苫屋（とまや）
Tomaya

苫屋

〒028-8201 九戸郡野田村大字野田5-22

□営 9:00 ～ 18:00 頃
※現在は新型コロナウイルスの影響で
　10:00 ～ 17:00 頃に短縮営業中

□休 月曜日 　□駐 3 台
□席 テーブル2台、囲炉裏

※問い合わせは手紙かはがき

※ランチは予約なしでOK　団体の場合は事前にお手紙で予約を

1通の手紙が繋ぐ「苫屋」には
世界中から訪れる人が後を絶たない

This cafe is run by a couple who have travelled all over 
the world and whose lunch is popular in Noda Village.

ゆったりとした時間は極上の寛ぎと癒しで、訪れる人を
惹きつける。完全無農薬・不耕起栽培で育った野菜が
お膳に乗る「苫屋」のランチは奥深い。自家製パン（南
部小麦とエゴマ）を、囲炉裏の揺らぐ炎で炙っていた
だくのは格別のおいしさだ。

世界中を旅してきたご夫婦が魅せられた野田村。ご予
約は手紙のみだが、それがまた人気を呼んでいる。囲
炉裏を囲んで味わう日替わりランチは、普段の生活で
は感じられない、日常の忙しさに忘れていた時間を体
験できるかも。

データ調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 陸中野田駅 5
1,100円

（税込）
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6 オープンサンドプレート
（ドリンク付き）
※日替わりなので、オープンサンドとは限りません

ピーターズ・バーグ ピーターズ・カフェ
Petersburg,Peterscafe

ピーターズ・バーグ ピーターズ・カフェ
☎ 0194-36-1799
〒028-8332 下閉伊郡普代村9-5-3
 普代村観光センター内

□営 10:30 ～ 15:00（ランチ 11:30 ～ 13:30）
□休 土曜・日曜・祝日 
□駐 10 席・小上がり　□席 普代駅駐車場

三鉄普代駅の有名カフェ。
多機能事業所として地域の顔に
Peter’s Cafe, a multi-functional office, is popular for 
its cheerful, fun atmosphere and is supported by local 
residents.

季節の野菜、旬を大事に色とりどりの野菜たちがプレー
トの上で躍っています。この日はとっても美味しいオー
プンサンド。三鉄で久慈や宮古に向かう時など、ちょっ
と降りて昼食を楽しむのもお勧めです。地元の海藻な
どを入れた「海鮮しおラーメン」も美味しいです。

NPO 法人ハックの家（田野畑村）が運営する多機能事
業所で、地元に長く愛されてきました。店内では、ピー
ターズバーグの利用者さんたちが手作りした商品（花
咲き織り・バスボムなど）も展示販売されています。
こちらもぜひ手に取っていただきたいです。

データ 調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 普代駅
750円

（税込）
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三鉄湯ったり日帰りきっぷ
「普代のてまり寿司」
※地物を使用しておりますので、中身が異なる場合があります。

国民宿舎くろさき荘
Kurosaki-so（Hotel）

国民宿舎くろさき荘
☎ 0194-35-2611
〒028-8351 下閉伊郡普代村2-84-4

□営切符の予約時
　（湯ったり日帰りきっぷとのコラボ）

□休 無 　□駐 50 台　□席 40席

海、白い灯台、くつろぎのお風呂、
そして地場産てまり寿司・欲張りだな・・
The hotel offers a magnificent view of the Pacific 
Ocean. Enjoy its dishes, which feature fish, and a bath 
with an ocean view right in front of you.

今回のテーマ「女子力ランチ」に真っ向勝負の料理長
渾身のメニュー。新鮮、彩、ボリューム、普代の 3 拍
子で演出された「お得で満足」が湯ったり日帰りきっ
ぷにセットされた。欲張り女子も大満足のランチ登場。

試食いたしました。味は文句なく、その上このボリュー
ム、しかもヘルシー食材が中心なので、遠慮なく完食
しました。くろさき荘の大浴場から見える白い灯台、食
べてお風呂に入って、もう大満足です。三鉄の旅がさ
らに楽しくなってきます。

データ調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 普代駅 7
宮古発3,400円（税込）

久慈発2,800円（税込）

三陸鉄道の
往復きっぷと

ランチのセット
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牛乳ラーメン（小鉢付き）
まごころ食堂
Magokoro Shokudo

まごころ食堂
☎ 0194-34-2003
〒028-8401 下閉伊郡田野畑村
尾肝要39-16

□営 11:00 ～ 15:00 
□休 水曜日・年末年始　□駐 30 台
□席 19席

田野畑村の魅力を注ぎ込んだ、
コクと旨味が絶妙の　牛乳ラーメン
This restaurant offers milk ramen, a healthy, gentle 
speciality cuisine made from local fresh milk.

三陸鉄道田野畑駅から 15 分程度にある産直プラザ尾
肝要・その隣にあるのが「まごころ食堂」。約 20 年前
に開店した老舗食堂。田野畑村の特産である牛乳と田
野畑村の塩、そして地元の野菜から作られる牛乳ラー
メン。食欲女子には大盛も。

田野畑村をこよなく愛していた先代のご主人が考案し
たそうです。美容にも健康にも優れたスープを作りた
いと、特産の牛乳を主体に、鶏ガラとホタテから出汁
をとったある意味贅沢なスープです。あっさりとした
スープは、最後の一滴まで飲み干したくなりますよ。

データ 調査員のひとこと

600円
（税込）

三陸鉄道リアス線 田野畑駅8
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龍泉洞黒豚のワンディッシュ
グリル野菜とビーンズを添えてカフェ ポンテ

Cafe Ponte

カフェポンテ（Ponte）
☎ 0194-31-1000
〒027-0501 下閉伊郡岩泉町
岩泉字府金55-5

□営 9:00 ～ 17:00
□休 無 　□駐 龍泉洞と共有
□席 28席・テラス12席

インスタ映え最高！岩泉産野菜が
踊りだす見事なデコレーション
Ryusendo is a limestone cave that is the pride of Japan. 
Sample the fresh water, clean air and local vegetables.

屈指の透明度を誇る龍泉洞。横を流れる清流と、緑に
囲まれた別次元のレストラン。それだけで癒しの空間
を満喫できるのに、このランチのカラーコーディネート
はすごすぎる。女子のハートをしっかりとキャッチ。春
からの「美と健康と食欲」の新メニュー。

主役は龍泉洞黒豚の生姜焼きながら、彩野菜たちのす
ばらしさ、5 種のビーンズがパスタを取り囲み、それだ
けで女子力全開の一品。清冽な空気の中、瀬音を聞き
ながらのランチ。そのオシャレ感も最高です。自慢の
岩泉ヨーグルトもついています。

データ調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 岩泉小本駅 9
1,050円

（税込）
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ACQUA MONTE
ACQUA MONTE

ACQUA MONTE
☎ 0194-32-3733
〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松50-2

□営 11:00 ～ 14:00
□休 月曜日 　□駐 8 台
□席 16席

旬のホヤを使った夏パスタ
グルメ女子にプレゼンテーション
Hoya is one of Sanriku’s remarkable local ingredients. 
This restaurant located in Iwaizumi specializes in hoya 
pasta.

微妙で高度な火加減が、「ホヤ」本来の風味と味を守り、
それ以上のうまみを引き出す。三陸の食材にほれ込ん
でいるシェフから提案の一品。ホヤと組み合わせる野
菜は、旬を楽しめるよう、いろいろと工夫している。三
陸の旬をパスタで楽しんでいただきたい。

セットのデザートが目的という女子は多い。ティラミス、
パンナコッタ、どちらもシェフ手作りの人気のデザート
です。もちろん主役はパスタ。「女子力アップ」という
テーマに、ホヤを選んでいただきました。夏野菜との
相性も良く、ほどよい火加減がたまりません。

データ 調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 岩泉小本駅10 三陸ホヤのニンニクオイルパスタ
セット（サラダ・パン・飲み物）

デザート（ティラミス 460円（税込）・パンナコッタ 410円（税込））

デザート

上：パンナコッタ
下：ティラミス

1,200円（税込）

380円（税込）



三陸海岸の魅力は、景観美とおいしい「お魚」。

親潮と黒潮がぶつかる世界有数な漁場でとれた「お魚」を

特製のたれに漬けました。

刺身、焼魚、煮魚では味わえない「おいしさ」を

ぜひ、ご堪能ください。

｠

～「笑顔を届ける」三陸鉄道と「おいしさを届ける」石山水産のコラボ～

〒027-0076 岩手県宮古市栄町４番地
TEL 0193-63-7738　FAX 0193-63-2611

三陸鉄道株式会社
経営企画部  物産担当

三陸ホヤのニンニクオイルパスタ
セット（サラダ・パン・飲み物）

デザート（ティラミス 460円（税込）・パンナコッタ 410円（税込））
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善助屋食堂
Zensukeya-shokudo

「こんなに食べられな～い」という
女子もペロッと平らげる夏メニュー
Try the cold noodles made of wakame seaweed, a 
specialty of Miyako City, on the summer menu.

田老の誇り真崎わかめとメカブがたっぷりと入った冷
たいわかめ麺に名物「どんこ丼」のミニサイズがつい
た欲張りセット。麺かどんこ丼か、悩むなら全部まとめ
てセットでいかが。善助屋から新夏メニュー登場です。
新田老駅近く。

決して大食い女子でない私も夢中で完食したセットで
す。わかめ麺は、メカブを入れた出汁につけていただ
くと、もう箸が止まりません。ミニサイズながら、あの
名物どんこ丼もしっかりいただけます。欲張り大好きで
す。

データ 調査員のひとこと

1,350円
（税込）

三陸鉄道リアス線 新田老駅11 善助屋の欲張り夏セット
（ミニどんこの唐揚げ丼・ざるわかめ麺のセット・

真崎わかめサラダ付き）

善助屋食堂
☎ 0193-87-2054
〒027-0307 宮古市田老2-5-1

□営 11:30～15:00・17:30～20:00
□休 水曜日 ※日曜日・火曜日は夕方休み

□駐 62台（道の駅たろう内駐車場）
□席 24席（テーブル12席・座敷8席・カウンター4席）
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トマトバジル味噌ラーメン浄土ヶ浜レストハウス
浜処うみねこ亭
Jyodogahama Resthouse
Hamadokoro Uminekotei

浄土ヶ浜レストハウス
浜処うみねこ亭
☎ 0193-62-1179
〒027-0001 宮古市日立浜町32

□営 10:30 ～ 14:30
□休 無 　□駐 300 台
□席 120席

浄土ヶ浜の名のもと、決して手を
抜かず、美味しいものを作り続ける
This restaurant’s basil miso, the creation of local 
celebrity chefs, is amazingly tasty, and Jyodogahama 
beach is stunning.

岩手県トップクラスの観光地の中にあるレストハウス。
お客様はほとんどが観光客。だからこそ、また来て食
べたい、と思っていただけるように日々努力し続ける。
イタリアン風のトマトバジルソースに自家製肉味噌を加
えた斬新な発想。健康と美容を考えた一品。

かなり美味。また行きたい、また食べたいと「やみつき」
になるのがわかります。最後の一滴までスープを飲み
干しました。鶏むね肉のチャーシューに、水菜、バジル、
トマト、ベーコン、粉チーズ、すべての組み合わせがとっ
てもヘルシーで絶妙です。

データ調査員のひとこと

750円
（税込）

三陸鉄道リアス線 宮古駅 12
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本日のパスタランチ
（日替わり）
※写真は、赤皿貝のトマトソースパスタ（スープ、サラダ、デザート、コーヒー付き）

Restaurant KATUYAMA
Restaurant KATUYAMA

大人女子も大満足、
宮古の本格的なイタリアンの名店登場！
This long-established Italian restaurant in Miyako City 
offers spaghetti with lots of local ingredients. It is highly 
recommended.

日替わりは、その日の旬の素材を生かすため。パスタ
は 4 ～ 6 種類の中から選べる。自家製のデザートも本
格的。三陸沿岸を代表するイタリアンのお店。多くの
ファンを持つ名店。地元食材を知り尽くしたシェフの日
替わりソースが楽しみ。

この日は、赤皿貝と八幡平マッシュルームを使ったトマ
トベースのソース。旨味が凝縮し、パスタと絶妙に絡
む素晴らしいパスタでした。ランチも最高ですが、夜
は大人女子のワインを楽しむお店としても人気。ワイ
ンリストも豊富です。

調査員のひとこと

平日1,375円（税込）

土日1,540円（税込）

三陸鉄道リアス線 宮古駅13

Restaurant KATUYAMA
☎ 0193-62-0022
〒027-0085 宮古市黒田町6-29

□営 11:30 ～ 14:00（LO）・18:00 ～ 21:00（LO） 
□休 水曜日 ※営業時間外も相談可
□駐 5 台
□席 29席（テーブル24席・カウンター5席）

データ
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ブーランジェリー カフェ
レ・ド・シェーブル
BOULANGERIE café LAIT DE CHEVRE

BOULANGERIE café
 LAIT DE CHEVRE
☎ 0193-65-9161
〒027-0084 宮古市末広町8-1

□営 8:00 ～ 23:00 ※当面は 19:00 閉店

□休 無 　□駐 無
□席 16席

大人女子も大満足、
宮古の本格的なイタリアンの名店登場！

しあわせ牧場から新食文化の提案・・
宮古の肉と言えば「ヤギ」
Happy Farm presents a new food culture.
It introduces the excellent goat meat of Miyako.

ストレスのない自然放牧で美味しい乳製品を造り続け
ている「しあわせ牧場」の新たな挑戦、宮古駅近くに「ヤ
ギ肉」をメインにしたフレンチビストロを開店。まるで
外国の店舗のようなスタイリッシュでおしゃれなお店。
パン店、カフェ、ビストロと時間割で営業もユニーク。

初めて食べた「ヤギ肉」は、とっても柔らかくて甘み
があり、カレーをまろやかに美味しくしていました。低
カロリー、高タンパク質のヤギ肉は、沖縄県ではポピュ
ラーですが、東北ではまだなじみが薄い食材です。新
提案のお店が三陸に新しい風を運んできました。

データ調査員のひとこと

1,000円
（税込）

三陸鉄道リアス線 宮古駅 14素揚げ野菜の入った
ヤギカレー
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ごち御膳（食材により時々提供）
この日は海鮮炊き込みご飯と宮古の特産「トラウトサーモン」のグリルごち

Gochi

ごち
☎ 080-3325-2169
〒027-0052 宮古市宮町2丁目2-1

□営（火～土）11:30 ～ 14:00・
　   （金・土）18:00 ～ 22:00

□休 日曜日・月曜日　※相談可
□駐 無　□席 14席

手の込んだ料理の数々、栄養も、
味覚も、品数も・・「ごち」です
The restaurant offers a variety menu items made using 
local seasonal ingredients.The creations and hospitality of 
its woman chefs create a warm, welcome atmosphere.

料理大好き店主のお店。地元野菜、旬の食材を徹底研
究し、彩はもちろんひと手間、ふた手間をかけ料理に
没頭している。季節を大事にした旬の御膳（松茸御膳
やひなまつり御膳など）はじめ、スパイスの効いたカレー
など、楽しくて珍しいメニューも多数。

店主は女性料理人。お客様を大事にする姿勢が、多く
のファンをつくっています。週末は居酒屋として夜の営
業もしており、創作料理のコースが人気です。「ごち御
膳」は、その日に「良い食材」がある時に出されますので、
事前にご確認ください。

データ 調査員のひとこと

1,200円前後
（税込）

三陸鉄道リアス線 宮古駅15
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ふく留
Fukutome

ふく留
☎ 0193-77-3531

〒027-0023 宮古市磯鶏沖10-1

□営 11:30 ～ 13:30・17:00 ～ 21:00
 　（LO20:30）

□休 水曜日 　□駐 5台　□席 22 席 ※カウンター・座敷あり

※人数が多くなる際はご予約お願いします。

女子は寿司が好き、女子はキレイが好き、
女子は美味しいが大好き
When in Sanriku, you can’t go wrong with Barachirashi 
Sushi, which is full of the charms of Sanriku.

なんという美しいちらし寿司。心を奪われてしまうバラ
ちらしには、三陸自慢の魚介類を中心に、10 種類以上
が盛られ、見た目も美しく、しかもヘルシーこの上ない。
新鮮なサラダ、デザートもついて、税込 1,000 円、ま
さに女子力爆発メニュー。

磯鶏駅から徒歩 3 分の立地にあります。ランチメニュー
は 8 種類ありますが、とにかく女子に大人気はこのバ
ラちらし寿司。こんなに贅沢をして主人に悪いわ・・
罪悪感が・・お隣のご婦人グループから聞こえてきま
した。うまくてお得な満足ランチです。

データ調査員のひとこと

1,000円
（税込）

三陸鉄道リアス線 磯鶏駅 16
ふく留セットバラちらし
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冷やしサラダ磯うどんの
トマトジュレ添え
じゃがいものかき揚げ付き

釜揚げ屋
Kamaageya

釜揚げ屋
☎ 0193-82-2173
〒028-1321 下閉伊郡山田町
山田4-5-1

□営 11:00 ～ 15:00
□休 月曜日 　□駐 12 台
□席 30席

女子でなくても大喜び、うどんにトマト
ジュレって？ 興味津々の夏メニュー
The salad udon noodles, which are made from three types 
of seaweed from Yamada Bay, are highly recommended. In 
addition, the special tomato juleps are nutritious and delicious!

山田の名店「釜揚げ屋」から、女子力アップの新メニュー
登場。トマトジュレにはグレープフルーツ果汁が入り、
3 種類の海藻（わかめ、めかぶ、まつも）の上できら
きらと輝いています。低カロリーでしかも夏向き、女子
だけじゃもったいない。男子も遠慮なくいただきます。

かき揚げ付きの豪華版。もともと釜揚げ屋の天ぷらに
は定評があり、特にじゃがいものかき揚げは香りが高く、
それだけで食欲が増してきます。さくっと揚がったじゃ
がいもが口の中でとろける感じは、何とも言えません。
うどんとの相性もぴったり。ぜひ出汁にひたして召し上
がれ。

データ 調査員のひとこと

880円
（税込）

三陸鉄道リアス線 陸中山田駅17
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グルメハウスシンコー
Gourmet house Shinko

グルメハウスシンコー
☎ 0193-82-2306
〒028-1342 下閉伊郡山田町
川向町7-5

□営 11:00 ～ 15:00・17:00 ～ 20:30
□休 水曜日　□駐 4 台
□席 30席

山田に帰ってきたら、まずシンコー、
一度食べたらまたシンコー
The pride of the local community, this restaurant has 
been beloved of the people of Yamada for a long time. 
Everyone can enjoy this casual restaurant.

山田を離れた人も、帰ってきたらシンコーに、忘れられ
ない味は健在。子供から大人まで幅広いファン。山田
湾の牡蠣をふんだんに使ったボリュームたっぷりのス
パゲティに女子も大満足。オーナーご夫婦の温かいお
もてなしも味わいのひとつ。

ランチメニューは種類が多く、いつもチョイスを悩み
ますが、今回は一押しの女子力メニュー「山田の牡蠣」
を選びました。グラタンのホワイトソースも絶品で捨て
がたいのですが、さらに捨てがたいのが「チョコレート
パフェ」、これは外せません。甘党男子にもおすすめ。

データ調査員のひとこと

1,000円
（税込）

三陸鉄道リアス線 陸中山田駅 18三陸山田産の牡蠣を使用したスパゲティセット
（サラダ・コーヒー（ホット/アイス）付き）※ランチのみ1日限定5食
サイドメニュー　グラタンセットもお勧め
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穴子天丼
（みそ汁、 小鉢、 香の物付き）

Sanrikusyunkousakaba Shikimisato

何十年も足し続けた自慢のタレ、
それだけで食欲女子はノックダウン
This highly recommended restaurant serves extra-large 
tempura made from fresh eel caught locally in Yamada 
Bay.

穴子の天丼にかけるタレは、姉妹店「初音」でタレに
こだわり続けてきた店主のこだわり。このタレを、揚げ
たての大きな穴子にかければ、最強の「美味」となり、
もう箸が止まらなくなる。海も山も三陸の素晴らしい食
材にほれ込んできた店主の思いが伝わるお店。

三陸鉄道 陸中山田駅の目の前にあり、三鉄で出かけて
も迷うことは全くない。山田の海の幸も皆様にぜひ味
わってほしいと、「海鮮丼」800 円もお勧めです。とに
かく、まるまる一匹、大きな穴子がドーンと丼の上に鎮
座する盛り付けは圧巻。食欲女子参集。

データ 調査員のひとこと

750円
（税込）

三陸鉄道リアス線 陸中山田駅19
三陸旬肴酒場 四季海郷

三陸旬肴酒場
四季海郷（しきみさと）
☎ 0193-81-2630
〒028-1342 下閉伊郡山田町
川向町6-15

□営 11:00～13:30・17:00～22:00
□休 日曜日 
□駐 有（共同店舗棟オール駐車場）　□席 30席



消毒液の設置 マスク、手袋の着用 接触防止
飛沫防止シート

お客様が触れるところは

入念に消毒

列車内は常に換気
密閉空間ではありません

お客様に安心してご利用い
ただけるよう感染拡大防止
に努めてまいります。
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タコライスCommunity Café Tsubomi
Community Café Tsubomi

Community Café Tsubomi
☎ 0193-27-7559
〒028-1131 上閉伊郡大槌町大槌
第23地割字沢山10-38

□営 10:00 ～ 17:00（LO16:00）
□休 月・火・土・日曜日・祝日
□駐あり※近隣に駐車スペースあり　□席 16席

女子力いっぱいのお母さんたちに人気
のお店。タコライスは一押しメニュー
This business is located in the Otsuchi-cho area, where damage 
from the tsunami was severe. The cafe serves as a healing 
place for local mothers, and taco rice is a popular menu item.

靴を脱いでお店に入る。店内にはベビーチェアやキッ
ズトイも。タコライスは、特に女子人気が高く、テイク
アウトも多い。ご飯の上に躍っているのは、トルティー
ヤチップス、トマト、チーズ、レタス、手作りミートソー
ス、一緒に口に運べば皆さん「美味しい！」と笑顔に。

可愛らしい外観、お家のようなお店で初めての人もく
つろげます。タコライスは人気ですが、私の一押しド
リンクが「シェイク」です。いろいろな種類がそろい、
その日の気分で選んでみてはどうですか。金曜日のテ
イクアウトお惣菜（週替り）もお勧めです。

データ

810円
（税込）

三陸鉄道リアス線 大槌駅20

調査員のひとこと
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チャリカフェ
Chari cafe

チャリカフェ
☎ 0193-27-5888
〒028-1117 上閉伊郡大槌町
末広町12-14

□営 11:00 ～ 17:00　□休 不定休 
□駐あり※店舗向かい、おしゃっち駐車場をご利用ください。

□席 12席・オープン席4席・2階テラス席4席

まさしくまさしく、女子力のための
メニュー、その名も「美しくなる」・・・
This restaurant offers a curry that is very popular with 
women and uses many soybeans to enhance their 
beauty.

店を始めたころからの人気メニュー。ネーミングがい
かにも面白い。たくさんのスパイスとグツグツと煮込ま
れた蒸し大豆がポイント。当然美容にも健康にも、し
かも美味しいとくれば言うことなし。サイドメニューも
魅力的な品ぞろえ。三鉄大槌駅から至近距離。

取材は男子です。おもわず女子力満開の「美しくなる」
にひかれて注文しました。ネーミングもユニークですが、
何よりも美味しくて健康的、これは男子だって望むとこ
ろです。サイドメニューの鶏むね肉の黒酢炒め、これ
もヘルシーながら美味。最高でした。

データ調査員のひとこと

750円
（税別）

三陸鉄道リアス線 大槌駅 21
美しくなるカレー
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釜石ミッキーファームの
健康野菜サラダランチ
全粒粉のパン（オリーブオイル付き）・ヨーグルト・ホットビネガードリンクのセット

ヒカリ食堂
Hikari Shokudo

ヒカリ食堂
☎ 0193-27-7475

魚河岸テラスの人気店、美味しいと
評判。三陸魚介類メニューも豊富
This popular restaurant is located in Kamaishi City’s 
new Fish Market Terrace. The healthy vegetable salad 
lunch is very popular.

人気スポットとして定着した「魚河岸テラス」。人気の
ヒカリ食堂からのプレゼンテーションです。釜石ミッ
キーファームで育てた飛び切り新鮮な野菜をボリュー
ムたっぷりに盛り付けたまさにヘルシーランチです。
ペット連れも OK の席あり。一緒にランチを楽しめます。

大きなボウル一杯のサラダの中には、健康の優良食材
の鶏ムネ肉がたっぷり入り、すりおろした野菜ドレッシ
ングが飽きることなく食欲を進めてくれます。女子力の
テーマに応えてくれた店員さんに感謝です。お魚を中
心としたランチメニューも豊富です。

データ 調査員のひとこと

900円
（税込）

三陸鉄道リアス線 釜石駅22

〒026-0012 釜石市魚河岸3番3
魚河岸テラス2F

□営 11:30～14:00（LO13:30）・17:30～22:00
       （LOフード21:00・ドリンク21:30）

□休 日曜日夜・月曜日 　□駐 普通車25台・大型バス2台 　□席 40席
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喫茶店まきば
kissaten Makiba

喫茶店まきば
☎ 0193-23-7887
〒026-0034 釜石市新町9-11

□営 9:00 ～ 18:00
□休 土曜日 　□駐 無
□席 25席

オイル不使用、貝出汁スープのスパゲッティと、
ここだけの生トマトジュース
This cosy coffee shop offers a wide variety of delicious 
homemade menu items that are beloved of the people 
of Kamaishi.

ランチなので、主役はスパゲティながら、店主の一押
しは「生トマトジュース」。熟したトマトを丸まる 1 個、
新鮮レモンと一緒にジューサーに。油を使わないスパ
ゲティは、三陸の豊かな風味の赤皿貝、ホタテ、シュ
ウリ貝からとった出汁を絡めたもの。これが女子力。

熱くるしい男子ですが、この女子力ジュースは夏に最
高です。このジュースを飲めば「さわやか感」充実、
仕事もはかどります。釜石中央インターのすぐ横、便
利な立地で、いつも大勢のお客さんがランチを楽しん
でいます。男子も喜ぶ女子力ランチはここ。

データ調査員のひとこと

JR 釜石線  小佐野駅 23海鮮スパゲティ
※海鮮スパゲティの素材は、季節によって変わります。

生トマトジュース
850円（税込）

400円（税込）
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アフタヌーンティー
3 段プレート
お好きな紅茶 or コーヒー付き

Café assam
Café assam

Café assam
☎ 0193-27-7010
〒026-0055 釜石市甲子町
第10地割159-169

□営 11:30 ～ 15:00（LO14:30）
□休 日曜日・月曜日 　□駐 3 台
□席 20席

貴婦人の午後のひととき、優雅な
アフタヌーンティーがありました
Enjoy authentic afternoon tea in Iwate Sanriku amidst a 
magnificent view.

女子力、これ以上の満足感があるでしょうか。まるで
イギリスの貴婦人のように、3 段重ねのプレートには、
優雅と食欲、味の 3 拍子を満足させるうっとりがぎっ
しり。紅茶はお店の名前であるアッサムのほか 6 種類
の中から。三陸でアフタヌーンティーをどうぞ。

調査員は男子ですが、「優雅さ」は私にもわかります。
ここに女子を誘いお食事をしたら、きっと私の点数は
グーンとアップ間違いなしです。女子ばかりでなくても、
この 3 段プレートの中身は、お腹も十分に満足させて
くれます。欠点は、「仕事をしたくなくなる」です。

データ 調査員のひとこと

1.750円
（税込）

JR 釜石線  松倉駅24
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創作農家レストラン こすもす
Sosakunoka Restaurant Cosmos

さすがの地元愛に満ちた農家レストラン・
健康・美容・食欲 ◎御膳
Volunteers involved in the Great East Japan Earthquake 
gather at this restaurant, which supports the community 
and serves local food.

東日本大震災以降、多くの方々を応援してきた「こす
もす」。イベントも度々開催し、支援の輪を広げています。

「地産地消・野菜たっぷり」がお店のコンセプト。その
通りの主菜、副菜が 10 種類以上並びます。その準備
の手間暇のため予約となってしまいます。

釜石市の特産「甲子柿」のスイーツ開発など、メディ
アにも数多く取り上げられてきました。オリジナルス
イーツも見逃せないですね。その日、その時の食材を
大事にし、肉、魚、野菜など多彩なメニューが並びます。
ゆったり、満足、それが「こすもす」です。

データ調査員のひとこと

1,500円
（税込）

JR 釜石線  洞泉駅 25
こすもす御膳（コーヒー付き）
※前日までに要予約

創作農家レストラン
こすもす
☎ 0193-27-3366
〒026-0055 釜石市甲子町
第5地割72-2

□営 11:30～16:00（LO15:30）・
　  16:00以降予約制

□休 日曜日 　□駐 10 台　□席 20席
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まぐろ・アボカド たらこマヨネーズ丼
自家製ジンジャーエールYuki Grandpa

Yuki Grandpa

Yuki Grandpa
☎ 0192-47-4850

ビタミン、ミネラル、葉酸、鉄分たっぷり、
お肌も喜ぶ、女子力大満足ランチ
Situated near Sakari Station, this restaurant serves 
healthy detox cuisine.

アボカドとマグロが見事に融合した見た目も美しい丼
のランチ。当然味はばっちり。その上、女子が喜ぶ栄
養成分にこだわった「Yuki Grandpa」の定番メニュー。

三鉄盛駅の真ん前にあり、時間を気にせずゆったりと
過ごせます。おしゃれな店内で美味しいランチ、これっ
て点数高いですよね。ランチは見た目以上にボリュー
ムがあります。私の一押しは「自家製ジンジャーエー
ル」。思わず拍手。

データ 調査員のひとこと

三陸鉄道リアス線 盛駅26
950円（税込）

490円（税込）

〒022-0003 大船渡市盛町舘下2-26

□営 月・水～土曜 11:00 ～ 22:00・日曜日 11:00 ～
　 21:00・ランチ 11:00 ～ 14:00

□休 火曜日
□駐前3台・後ろ5台　□席 1階27席・2階5～20名団体予約席あり
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Hy’s cafe
Hy’s cafe

Hy’s cafe
☎ 0192-26-1303

この価格、この見た目、このボリューム、
しかもラーメンなのにサラダって
Salad ramen has been the restaurant’s most popular 
dish since it opened 20 years ago. It is healthy and 
tasty.

約 20 年、変わらず人気を続けているロングセラー。そ
の名は「ラーメンサラダ」、写真をご覧ください。山と
積まれたサラダの下に、麺が見え隠れしています。罪
悪感なしでたっぷりと遠慮なく食べてください。レタス
たっぷりの低カロリーの女子も白旗。

キャッセン大船渡の名物カフェです。オープン以来 20
年間、ずっと人気を続けているメニューってすごすぎ
です。本格的なアイスクリームマシーンでつくる極上
のアイスクリームは、そのためにやってくるファンも多
いと、私も納得しました。オムライスもいいですよ。

データ調査員のひとこと

JR 大船渡線 BRT 大船渡駅 27
ラーメンサラダ

〒022-0002 大船渡市大船渡町野々田10-3-5250
キャッセン大船渡　モール＆パティオ内

□営 11:00 ～ 17:00
□休 月曜日（不定休）
□駐 キャッセン大船渡の駐車場　□席 27席

650円
（税込）
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女子力 UP！
お得なランチセット
～三陸いちごのアイスクリーム付き～

Cafe de Curry KOJIKA
Cafe de Curry KOJIKA

Cafe de Curry KOJIKA
☎ 0192-47-4777
〒022-0002 大船渡市大船渡町
字野々田23-1

□営 11:00～14:30（LO）・
　 17:30～20:30（LO）

□休 月曜日 　□駐 12 台　□席 38席

可愛い、とお隣の席の方が・・・女子の
ハートをとりこにしてしまうセット
This restaurant specializes in curry that is popular with 
girls. Its stylish space and curry sets create a relaxing 
atmosphere.

大船渡で親子 3 代続くカレーの専門店。地元の食材に
こだわり、美味しさを追求し続けてきました。「ゆっく
りしていただきたい」と店長のお言葉。素敵な空間に
身を横たえて、女子力アップまちがいなしのランチを
食べれば、もうそこは幸せの園。

外観もおしゃれでとっても目立つ建物です。店に入る
と「ゆったり」とした空間に、いつまでも居たいと思っ
てしまいます。カレー専門店ながら、デザートのこだわ
りも女子力アップに貢献してくれます。もちろん「男子」
も OK ですよ。

データ 調査員のひとこと

1,200円
（税別）

JR 大船渡線 BRT 大船渡駅28



北東北の楽しい情報をたくさんお届けいたします！
お友達登録はこちらから！

お友達登録方法

QRコードで
登録する場合

ID検索から追加
登録する場合

お友達募集中

お友達登録していただくと、北東北の楽しい情報や
お得な情報をお届けします！

@ p v z 7 2 2 1 r

 LINEの「友だち一覧」より右上の「+」をタップして
ください。
「友だち追加」から「検索」を選択し、上記IDをご入
力ください。
北東北エリアマガジン rakraのアカウントが表示さ
れたら「追加」タップしてください。

 LINEの「友だち一覧」より右上の「+」をタップして
ください。
「友だち追加」からQRコードを選択し、上記QRコー
ドを読み取ってください。
北東北エリアマガジン rakraのアカウントが表示さ
れたら「追加」タップしてください。

1

2

3

1

2

3

L I N E  I D : @ p v z 7 2 2 1 r

rakra vol.101　7月25日（土）発売予定
お求めは、お近くの書店またはコンビニにて
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てづくりハンバーグのロコモコ
おすすめ ありすポークのロース丼けせんのだいどころ Kerasse

Kesennodaidokoro Kerasse

けせんのだいどころ Kerasse
☎ 0192-22-7828

自然豊かな住田町、自然の滋味
「ありすポーク」、よってKERASSE
The restaurant is situated beside the Kesen River and 
is just 3 minutes from Ofunato Station. The salad bar is 
the most popular lunch menu in this restaurant.

山と川、自然豊かな住田町。有住（ありす）、響きのよ
いネーミングのありすポークを牛肉とブレンドしてつ
くるハンバーグの美味しさは、女子でなくても大満足。
心のこもったサービスと、ゆったりと流れるランチタイ
ムのバランスが最高。住田に行ったら、すぐ KERASSE

まち家世田米駅、レストラン Kerasse では、デザートと
地元野菜をふんだんに盛り付けたサラダバー、スープ・
ドリンクバーがあり、味とボリュームとお得感、女子力
には欠かせない 3 要素を兼ね備えた住田のレストラン。
ランチタイムに合わせて住田に向かうのも一考。

データ 調査員のひとこと

JR 釜石線 上有住駅29
1,000円（税込）

1,000円（税込）

〒029-2311 気仙郡住田町世田米字
世田米駅13

□営 11:00 ～ 14:30（LO14:00）
　 ディナー 18:00 ～ 22:00（LO21:00）

□休 不定休　□駐 20台　□席 35席（室内20席・テラス席15席）
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金曜日限定 ミートドリア・和風パスタ
おすすめ 選べる洋食プレートカフェレストラン クローバー

CafeRestaurant Clover

カフェレストラン クローバー
☎ 0192-55-3775

迷うほど美味しそうなメニューが並ぶ。
震災後も多くの人が集う名店
Locals love this Rikuzentakata restaurant is for its 
delicious seafood and vegetable dishes.

陸前高田の「クローバー」と言えば、牡蠣のグラタン
が有名だが季節限定。それでも旬の食材を生かしたメ
ニューが多く、どれもすべてが「美味しそう」とうなっ
てしまう。家族連れ、女子会、夫婦。ビジネスと多彩
な人たちが出入りする陸前高田を代表する名店。

自家栽培を基本とする地場野菜のサラダは、新鮮で彩
り豊かで、女子は間違いなく高得点。金曜限定のラン
チは特にお勧めしたい。チーズたっぷりのミートソース
とご飯の組み合わせが最高。どんな好みでも見つかる
メニューの豊富さもポイントが高い。

データ調査員のひとこと

JR 大船渡線 BRT 脇ノ沢駅 30
880円（税込）

1,290円（税込）

〒029-2206 陸前高田市米崎町和方125-1

□営 11:00 ～ 15:00（LO14:30） ランチ 11:00 ～ 14:00 
　 ディナー 17:30 ～ 21:00（LO20:30）

□休 木曜日・第 3 水曜日
□駐 30台　□席 35席
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スチームミルク
ＮＣチーズケーキNAGASAWA COFFEE

NAGASAWA COFFEE

NAGASAWA COFFEE（ナガサワコーヒー）
☎ 019-681-6868

田野畑村の山地酪農牛乳を使用している
盛岡のコーヒー店
Take your coffee with a splash of some famous local 
milk.

カフェラテなどミルクを使う商品には、すべて三陸の「田
野畑山地酪農牛乳」を使っています。コーヒーとの相
性も抜群で、とことんほれ込んだ牛乳なのです。盛岡
でぜひ三陸の自慢の風味を味わってください。

コーヒー豆の、焙煎、抽出、提供まで一連の工程をす
べて店内で行っている本格的なお店です。食事メニュー
はありませんが、季節ごとの手作りスイーツも魅力的
で、何度行っても楽しみがあります。店内の商品は全
てテイクアウト可能なので、三陸への旅のお供にもお
ススメです。

データ 調査員のひとこと

JR 山田線 上盛岡駅31
500円（税別）

450円（税別）

〒020-0066 盛岡市上田1丁目11-23

□営 11:00 ～ 20:00
□休 木曜日　□駐 3台
□席 18席 
　 ※現在8席。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、座席数を制限しています。
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里伊
Sai

里伊
☎ 019-656-6167

里伊の人気ランチ（漬け）が女子力で
パワーアップ！　彩、味も最高
This Japanese restaurant in Morioka supports the Sanriku 
Railway. Zuke, which is full of local vegetables and fresh 
Sanriku fish, is a very popular dish at lunchtime.

毎週木曜、金曜がランチデーの里伊。待ちわびたファ
ンが駆けつける人気店だ。今回は、店主自慢の彩サラ
ダで見た目も、栄養も、味も、兼ね備えた漬け膳風。
とにかく漬けの鮮度が素晴らしく、盛岡にいながら三
陸の飛び切り新鮮定食を味わえる。

店主の伊勢さんの腕が光ります。この素敵なサラダみ
たいな盛り付けの中に、今回は旬の魚介５品が埋もれ
ていました。ボリュームもたっぷりで、食欲女子も大
満足です。その日の仕入れによって漬けとサラダの種
類が変わります。

データ調査員のひとこと

JR 山田線 盛岡駅 32

〒020-0874 盛岡市南大通1丁目10-17

□営  17:00 ～ 23:30（火～土）・
　 15:00 ～ 21:00（日）・
　  12:00 ～ 14:00（木・金）

□休  毎週月曜日・隔週日曜日　□駐無　□席 60席

1,200円
（税込）

里伊「三鉄駅‐1メニュー」女子力ランチ
三陸鮮魚漬けの旬香彩野菜の「菜の花オイル」掛け定食
※木・金毎日5食程度・鮮魚はその日の仕入れから4、5種類とサラダ



別腹女子の大好物
三陸で見逃せない「パン」

パン・スイーツ特集
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八戸市

久慈市
洋野町野田村普代村田野畑村宮古市

岩泉町

山田町大槌町釡石市
大船渡市

気仙沼市
住田町

階上町
陸前高田市

知識が変われば、景色が変わる。
～そんな体験をご用意しています～

三陸ジオパーク推進協議会  ホームページ：http://sanriku-geo.com/
電話：0193-64-1230　Fax：0193-64-1234 Facebook：Sanriku.Geopark

隠れた人気の黒豆パン。シンプルながら、
飽きの来ないロングセラー
Kuromame bread is the most popular bread here. It 
is made from rich local black beans.

旧川井村の特産品は、この黒平豆という黒豆の品種。
甘さを抑えて、黒豆の特色が出るように何度も試行
錯誤。パン 1 個に入る黒豆は 11 個。実は計算されつ
くされた数。日々進化続ける「黒豆パン」。運が良け
れば、焼き立てに出会うことも。

道の駅 やまびこ館
☎ 0193-85-5011

データ

〒028-2513 宮古市川内8-2

□営 8:30 ～ 17:30
□休 無　□駐 95台

黒豆パン
道の駅 やまびこ館
Michinoeki Yamabikokan

JR 山田線 川内駅33
120円（税込）



別腹女子の大好物
三陸で見逃せない「パン」

パン・スイーツ特集

別腹女子の大好物
三陸で見逃せない「パン」

パン・スイーツ特集
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大震災の経験から生まれた大きなパン。
緊急時には重宝

ヤギのミルクをたっぷり使ったここだけの
「ヤギミルクパン」が宮古に登場

This bakery’s popular breads, developed after the 
Great East Japan Earthquake, can be stored for up to 
a week at room temperature.

The brand-new milk bread uses fresh, creamy local 
free-range goat milk.

デニッシュ生地で仕上げた「福幸リング」は、直径
20 ｃｍの大きなパン。常温で 1 週間ほど長持ち。し
かも美味しい。開店当初からの人気のパン。このほ
か常時 20 ～ 30 種類のパンが所狭しと並び、多くの
お客さんが出入りしています。笑顔があふれる店内
です。

田老にある自然放牧の「しあわせ牧場」でのんびり
と元気に育ったヤギさん達のミルクは、さらっとした
口当たり、癖のない豊潤さが特徴。しっとりして優
しい甘さのある食パンです。他にも、かわいらしく、
女性が喜ぶようなパンばかりで人気が出そう。注目
間違いなしの新店です。

山田湾ベーカリー

BOULANGERIE café LAIT DE CHEVRE

☎ 0193-81-1003

☎ 0193-65-9161

データ

データ

〒028-1332 下閉伊郡山田町中央町4-13

□営 8:30 ～ 18:00
□休 不定休・年末年始休みあり　□駐 5台
□席 8席 ※新型コロナウイルスの影響により、現在イートインスペース使用不可

〒027-0084 宮古市末広町8-1

□営 8:00 ～ 23:00 ※当面は 19:00 閉店

□休  無 　□駐 無
□席  16席

福幸リング

ヤギミルク生食パン
（ヤギ生クリーム入り）

山田湾ベーカリー

ブーランジェリー カフェ

レ・ド・シェーブル

Yamadawan Bakery

三陸鉄道リアス線 陸中山田駅

三陸鉄道リアス線 宮古駅

35

34

650円（税込）

 1斤 800円（税込）
BOULANGERIE café LAIT DE CHEVRE
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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）

　駅 -1 グルメ調査隊（Sanriku　Marketing　Action　Party）
の第１６号の任務は、三陸のランチを代表するメニューを「女子
力目線」で調査することでした。新型コロナウイルスの猛威の渦
中での「発行」決断でしたが、三陸のすばらしさ、おいしさは
不滅であり、新型コロナウイルスにも負けない力強い三陸のグル
メであることを証明したいという調査隊の熱い思いが「発行」を
後押ししました。
　駅 -1グルメのランチは、「旨い・おいしい」は当然のことなが
ら、「健康」「美容」「栄養」「美的」「ボリューム」「お得」など、
欲張り女子力目線で試食を重ね、エントリーメニューとして登録
いたしました。どれも「三陸が自慢できるメニュー」です。きれ
いな三陸の空気に触れて、三陸のランチを楽しんでいただけれ
ば嬉しい限りです。ぜひ「全店制覇」に挑戦してください。

駅-1グルメ調査隊

駅-1グルメ発行委員会

会　長 中村　一郎

会　員 生田　枝利香
五日市　知香
伊藤　千寿子
小原　かずさ
菊池　啓
菊地　浩記
葛尾　淳哉
駒木　豊広
酒井　淳
佐々　悠
佐々木　真一
佐々木　恒人
里舘　徹
杉本　海友
鈴木　理美
杣　亨
高木　章浩
高橋　進
滝山　秀樹
千葉　隆治
豊田　涼介
中居　智子
野々浦　美紗希
畑田　健司
藤田　真帆
松田　純子
三浦　寿希哉
三上　克好
三河　和貴子
皆川　哲也
向井　義勝
村上　富男
最上　敬
森　達也
山蔭　康明
米澤　泉
鷲塚　由美子

プロデューサー 草野　悟

調査隊（SMAP）の第16号「女子力ランチ」調査
EKI-1 （EKI-Ichi） Gourmet Volunteer Editor



〒027-0052 岩手県宮古市宮町1丁目1-80

三鉄ツーリスト
お問合せ
資料請求先

●営業時間１０：００～１７：３０
●定休日 土曜・日曜・祝日

☎ 0193-71-1170
三陸鉄道ホームページ
https://www.sanrikutetsudou.com/

三陸鉄道 で検索！

メーターを気にせず定額で乗れる！

駅から、宿から自由にスタート！

※当面は、岩手県民の方限定の発売となります。
９月１日以降は下記へご連絡ください。

当コースは当書面からのお申し込みは承っておりません。
詳しくは当社ホームページをご覧いただくか、資料をご請求いただいたうえでお申し込みください。

詳しい内容についてはホームページをご覧いただくか、
お電話にてお問合せください。

２日間乗り降り自由乗車券付き！
（盛～宮古間 または 宮古～久慈間）

全３１種類のコースをご用意！
宮古早まわりコース１台４名利用の場合 4,800円～

宮古よくばりコース１台２名利用の場合 11,600円
お一人様当たり
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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

◦ 石山水産株式会社

◦ 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）


