
三陸自慢の「漬け」特集号

「漬け膳」と「漬け丼」
お店ごとに個性が光る

Sanriku is a treasure trove of delightful fish served with a sashimi marinade-zuke
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◦ イオンリテール株式会社
◦ 株式会社トヨタレンタリース岩手
◦ さいとう製菓株式会社
◦ 東急建設株式会社
◦ JR 東日本盛岡支社
◦ 岩手県沿岸広域振興局
◦ 岩手県県北広域振興局
◦ 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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第15号 2019年 冬号

参加店

 磯料理 喜利屋 ･･･････････････････････ p061 種市駅

 北三陸磯料理 魚棚 ･･･････････････････p082 久慈駅

 国民宿舎 えぼし荘 ･･･････････････････ p103 野田玉川駅

 国民宿舎 くろさき荘 ･････････････････ p124 普代駅

 ロレオール田野畑 ･････････････････ p165 田野畑駅

 北山崎  白花しゃくなげ荘 ･･････････ p186 田野畑駅

 善助屋食堂 ････････････････････････ p227 田老駅

 丼の店おいかわ 宮古市魚菜市場店  p248 宮古駅

 割烹 おかめ ･･････････････････････････ p269 宮古駅

 山小屋 ･･･････････････････････････････p3010 宮古駅

 三陸味処 三五十 ･････････････････････ p3211 陸中山田駅

 三陸味処 千勝 ････････････････････････p3412 大槌駅

 ポルコ・ロッソ ･････････････････････p3813 盛駅

 居酒家 里伊 ････････････････････････ p5220 盛岡駅

 れすとらん海〜kai〜 ･･･････････p4818 BRT大船渡魚市場前駅

 キャピタルホテル1000 ････････p5019 BRT高田高校前駅

 鮨 季節料理 ささき ･･･････････････････ p4215 BRT大船渡駅

BRT大船渡駅

 割烹  うら嶋 ･･････････････････････････p4416 BRT大船渡駅

 三陸おさかな食堂 ･････････････････p4014

 活魚すごう ･･････････････････････････ p4617 BRT大船渡駅

TANEICHI STATION　Kiriya

KUJI STATION　Uondana

NODATAMAGAWA STATION　Eboshi-so（Hotel）

FUDAI STATION　Kurosaki-so（Hotel）

TANOHATA STATION　L'aureole Tanohata

TANOHATA STATION　Shirobana shakunage-so（Hotel）

TARO STATION　Zensukeya-shokudo

MIYAKO STATION　Oikawa

MIYAKO STATION　Okame

MIYAKO STATION　Izakaya Yamagoya

ＲＩＫＵＣＨＵＹＡＭＡＤＡ STATION　Migoto

OTSUCHI STATION　Senkatsu

SAKARI STATION　Porco Rosso

BRT OFUNATO STATION　Sanriku osakana Shokudo

BRT OFUNATO STATION　Sasaki

BRT OFUNATO STATION　Urashima

BRT OFUNATO STATION　Sugo

BRT ＯＦＵＮＡＴＯＦＩＳＨＭＡＲＫＥＴ STATION　Restaurant Kai

BRT TAKATAHIGH SCHOOL STATION　Capitalhotel1000

MORIOKA STATION　Izakaya Sai

15th Special winter issue in 2019

Participating stores
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岩手三陸の漬けの魅力とは
世界三大漁場の一つ、三陸沖は暖流と寒流が交差するため実に豊富な生みの生き物が集まる豊穣の
海です。岩手県の三陸エリアは、その中心にあると言っても過言でありません。しかし、あまりにも
新鮮でいつでも四季折々の魚介類が手に入るため、料理は実にシンプル。代表がお刺身です。でも
生食だけでは料理のバリエーションが広がらず、独自のメニューが出てきません。それで飽きの来
ない、三陸ならではの名物化を計画しました。それが「三陸漬け膳＆丼」です。

⃝ナメタ ⃝オオメマス ⃝マスノスケ
Slime flounder Chum salmon King salmon

⃝カワハギ(ウマヅラ) ⃝スズキ ⃝スケトウダラ
File fishr Japanese sea bassr walleye pollack

⃝メヌケ・メバル・ソイ類 ⃝カナガシラ・ホウボウ ⃝メジマグロ
rose fish Gurnard Young tuna

⃝カジキマグロ ⃝キハダマグロ ⃝カツオ
Swordfish Yellow fin tuna Skip Jack

⃝イワシ類 ⃝サンマ ⃝ブリ(ワラサーショッコ )
pilchard, sardine Saury Yellowtail

⃝タイ ⃝アジ ⃝カレイ類
Sea bream Horse mackerel Plaice

⃝タナゴ ⃝ヒラメ ⃝マダラ
Surf fish Flatfish Pacific cod

⃝ドンコ ⃝ヤリイカ
Ling Spear squid

「漬け」に合う三陸の魚介類

三陸の豊かな海が育む
豊富な種類の魚を楽しめる！ごあいさつ

三陸鉄道株式会社
代表取締役社長　中村 一郎

Zuke zen & Don
Iwate Sanriku

01
POINT 

In the Sunriku region you can enjoy a wide variety of 
fish brought up by the vibrant sea of Sunriku

台風１９号の被害に遭われた皆様に、心よりお見舞
い申し上げます。また犠牲になられた方々のご冥福を
お祈り申し上げます。
三陸鉄道も甚大な被害を受け、現在復旧活動に邁進
しております。一刻も早い復旧により地域の皆様の足
として復活できますよう今後とも努力してまいります。
また大変多くの全国のファンの方々からご支援を受け
ておりますことに対し、心より厚く御礼申し上げます。

２０１９年１２月現在

駅ー１グルメ（エキイチグルメ）は、今回の発行で
第１５号となります。三陸の美味しい食材を使った料
理の数々をご紹介し、食の三陸を知っていただきたい
という趣旨で発行を続けております。三陸の食材は、
海産物のほか農産物も豊富にあり、畜産、酪農も自
然環境を生かし品質に優れた商品を打ち出しており
ます。またマツタケや山菜と言った天然物も沿岸各地
の産物として大変高い評価をいただいております。
　駅ー１グルメは、そうした三陸自慢の食材を通し、
お店の魅力や土地柄、人柄、そしてお勧めの料理を
これからも紹介してまいります。

今回の第１５号は、四季折々水揚げされる魚介類を
使い、それぞれのお店の技と新鮮な魚介類を楽しん
でいただくため、「三陸漬け膳＆丼」特集として企画
いたしました。寒流と暖流が交わる豊かな三陸の海に
は、使用する魚を特定してしまってはもったいない魚
種がたくさんあります。旬、新鮮、どんな魚介類をつ
かうのか、料理人の技によって提供する三陸自慢の

「漬け膳と丼」をお楽しみください。

Sanriku Railway Company
Message from the president : 
Ichiro Nakamura 

We at Sanriku Railway would like to express our sincere 
condolences to everyone who suffered damage from 
Typhoon Hagibis.
We pray from the bottom of our hearts that the souls of 
those who lost their lives may rest in peace. 
The Sanriku Railway was also severely damaged by the 
typhoon and is currently working on recovery activities.
Sanriku Railway will continue to make efforts to restore 
the railway for the local community by arrying out repair 
work as quickly as possible. We ould like to express our 
profound appreciation for the support we have received 
from countless Sanriku Railway fans.

This is the 15th issue of Station 1 Gourmet (Ekiichi Gourmet). 
We introduce various dishes that use delicious ingredients 
from Sanriku. We will continue to publish Ekiichi Gourmet to 
spread the knowledge of Sanriku food Sanriku has abundant 
agricultural products in addition to marine products, and 
many of its livestock and dairy products are made with high-
quality products from the natural environment.
Natural ingredients such as matsutake and wild plants are 
also highly appreciated as products from around the Sanriku 
coast.
Ekiichi Gourmet will continue to introduce the charm of 
restaurants in Sanriku, the splendour of the area and its 
people and recommended local cuisine that use the famous 
ingredients of the region.

A unique feature of this exciting 15th issue is the Sanriku 
fresh sashimi marinated rice bowl ‘zuke-don’, hich you can 
enjoy through the techniques of each restaurant and fresh 
seafood using seasonally caught seafood.
There are many species of fish in the rich Sanriku sea, where 
cold currents and warm currents meet.
Please enjoy fresh Sanriku’s coveted sashimi marinated rice 
bowl ‘zuke-don’, which uses fresh seasonal seafood.

December 2019
Ichiro Nakamura
President

About the Charm of Iwate Sanriku Fish Marinated Zuke
Sanriku offshore is one of the world’s three most extensive fishing grounds.Sanriku is a fertile area where 
abundant sea creatures gather because it is where warm and cold currents intersect. It is no exaggeration to say 
that the Sanriku area of Iwate Prefecture is in the centre of the crown jewel box of seafood. However, because 
these fresh ingredients can be easily picked from the sea, many dishes have been simplified. The representative of 
those dishes is sashimi. Raw food alone does not inspire a variety of dishes, so diverse local menu options cannot 
be obtained. Therefore, we developed a special recipe unique to Sanriku that is never boring. This recipe is called 
Sanriku Fresh Fish Marinated Rice Bowl, or in Japanese, Zuke Don.
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漬けは「膳」と「丼」それぞれ。お店によって異なるので心配な方は事前に確認を。
参加店の個性によって、使用する魚が異なり、漬けタレも異なる。それが魅力。

旬の魚をどうすれば美味しい「漬け」になるか、料理人たちが腕を振るう。合
わせタレなど企業秘密もあり、参加店ごとに違った手法が楽しみを倍加する。

Some restaurants keep their marinated sashimi recipes secret, and each restaurant 
uses a different method. Therefore, tourists in Sanriku can enjoy many kinds of 
marinated sashimi.

Restaurant with this flag are 
participating in restaurants 
Please come to the restaurant 
with this flag as a landmark

Each restaurant has a different marinated sashimi technique and recipe, letting you 
enjoy beautiful Sanriku seafood seasonally or experience a fun walk-and-eat tour.

こののぼりがある店が「岩手
さんりく漬け膳＆丼」の参加
店です。どうぞ、目印にご来
店ください。

店ごとに個性を発揮・漬け巡りも楽しく
Two types of zuke are offered: a set menu and as part of a rice bowl.

There’s a line-up of unique recipes at each 
participating restaurant.Sanriku's fresh sashimi has an excellent taste, and it’s even more 

delicious if you marinate it! Delicious Sanriku fish is waiting for you!

Sanriku chefs undergo significant training to make a lovely seasonal sashimi marinade.

豊富な三陸の魚介類が四季折々に楽しめる
漬けの手法もお店ごとに創意工夫

　寒流と暖流が入り混じる豊かな海。沿岸の様相に合わせた漁法は、定置網、
トロール、巻き網、刺し網など伝統漁法も合わせて豊富にある。また海釣りも盛
んで県内外のファンを集めている。
　居つきのロックフィッシュは、ソイやメバル、アイナメ、カジカなどの種類が
多く、アジ、サバなどの回遊魚、それを追いかけてくるカツオやマグロなどの大
型魚など四季折々楽しめる。
　豊かな漁場でしかも種類が豊富。だから三陸の魚はこれ、と定める必要はない。
その日一番の魚類を漬けにして提供、これがさんりく漬け膳＆丼だ。店ごとの個
性ある「漬け」が楽しめる。

The Sanriku Sea is a fertile sea where cold and warm currents mix. The many 
traditional fishing methods include both stationary nets and trawl nets along the 
coast. Rockfish can be enjoyed in all four seasons, including large fish such as sea 
bream and pacific cod.
The fertile Sanriku fishing grounds provide a variety of seafood. Sarika area restaurants 
serve the best fish of the day in a sashimi marinade, “ZUKE”and sashimi marinade are 
served in separate dish or in a rice bowl. In the Sanriku area, you can enjoy beautiful 
marinated sashimi made with fresh local fish. You can also see

1定置網に入ったサバや
アジ、イワシなどの大漁風
景　2沿岸の魚屋に並ぶ
一般的な風景（大半が漬
けに適している）　3さんり
くの釣り 寒鱈釣り ( 漬けの
主役 )　4さんりくの釣り 
ヒラメ ( 高級漬けに活用 )

1Amazing fishing scenery, 
s u c h  a s  m a c k e re l  a n d 
s a rd i n e s  e n t e r i n g  t h e 
stationary net 2Fresh fish 
lined up at a fish shop in the 
coastal area 3Sanriku’s 
winter cod fishing (the star 
of zuke marinated sashimi) 
4S a n r i k u  f lo u n d e r

新鮮な刺身も旨いが、
漬けにすればまた美味しい三陸に出会える

Zuke zen & Don
Iwate Sanriku

02
POINT 

参加店ごとに個性を発揮
Zuke zen & Don

Iwate Sanriku
03
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宮古市
丼の店おいかわ

宮古市魚菜市場店

●参加店
洋野町
Hirono

磯料理 喜利屋
Kiriya

久慈市
Kuji

北三陸磯料理 魚棚
Uondana

野田村
Noda

国民宿舎えぼし荘
Eboshi-so（Hotel）

普代村
Fudai

国民宿舎くろさき荘
Kurosaki-so（Hotel）

田野畑村
Tanohata

ロレオール田野畑
L'aureole Tanohata

北山崎 白花しゃくなげ荘
Shirobana shakunage-so（Hotel）

宮古市
Miyako

善助屋食堂
Zensukesya-shokudo

丼の店おいかわ 宮古市魚菜市場店
Oikawa

割烹 おかめ
Okame

山小屋
Izakaya-Yamagoya

山田町
Yamada

三陸味処 三五十
Migoto

大槌町
Otsuchi

三陸味処 千勝
Senkatsu

大船渡市
Ofunato

ポルコロッソ
Porco Rosso

三陸おさかな食堂
Sanriku osakana-shokudo

鮨 季節料理 ささき
Sasaki

割烹 うら嶋
Urashima

活魚すごう
Sugo

れすとらん海 ～ kai ～
Restaurant Kai

陸前高田市
Rikuzentakata

キャピタルホテル 1000
Capitalhotel1000

盛岡市
Morioka

居酒家 里伊
Izakaya-Sai

Zuke zen & Don
Iwate Sanriku



06 07

磯料理 喜利屋 Kiriya

天然ヒラメの漬け丼
（わさび乗せ）

Natural flounder
sashimi marinated 
rice bowl

（Wasabi topping）

磯料理 喜利屋 Kiriya
☎ 0194-65-2971 ☎ 0194-65-2971
〒028-7915 九戸郡洋野町種市17-47-1

□営 11：00 ～ 20：00 
□休 木曜日　□駐 25 台
□席 50席（テーブル席34席、お座敷4人用テーブル×4）

post code 028-7915 17-47-1 Ｔａｎｅｉｃｈｉ,Hirono-cho,Kunohe-gun
Open-close 11:00-22:00
Closed Thursday,Parking lot available(25),
50 seat (34 table and 4 japanese tatami style table)

オリジナルのタレ、 徹底こだわり、
天然ヒラメの見事な作品

The original marinade sauce has a unique recipe. 
A wonderful dish of natural flounder.

飛び切り新鮮な天然ヒラメだけを使う徹底ぶり。店主
自ら「目利き」で選別して仕入れる。捌けば質の良さ
がにじみ出るものだけを使用する。当然未入荷の時は
出せないので心配なら電話で確認を。この素材のうま
み、甘みを最大限に引き出すため、漬け方、出し方に
注意を払う。まさにここだけのプロの作品だ。漬けダ
レは当然秘密。ＪＲ八戸線、種市駅近くにある北東北
の名店。

This restaurant, close to Taneichi Station on the JR Hachinohe 
Line, serves great food that is famous among foodies. The 
chef is particular about using Sanriku local ingredients, such as 
flounder, a top-class ingredient used in the “ZUKE” marinated 
sashimi dish. The food is delicious, addictive, and reasonably 
priced. This is an exclusive restaurant that uses only fresh, 
natural produce and ingredients.

地元の食材にこだわっています。お客様に安心して美
味しく召し上がっていただきたい一心で、鮮度には特に
こだわっています。漬けにしても、天然ものを使い、こ
の魚に合わせるにはと一工夫し、もっともよい状態で
ご提供いたします。漬けのほかにもメニューは豊富で
すのでぜひお立ち寄りください。

Our restaurant is particular about using local ingredients.
We want to offer our customers only the freshest and most 
delicious fare. For the marinated sashimi ‘zuke’, we use a variety 
of fresh fish, and select the marinade that best complements 
the flavour of each. Our restaurant offers many other dishes a 
la carte besides ‘zuke’, so please visit us!

1,200円（税込） 1,200yen（include tax）

データ DATA

店主のひとこと

01 01種市駅

JR八戸線 JR HACHINOHE LINE

TANEICHI
STATION

Message from the owner
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北三陸磯料理 魚棚 Uondana

北三陸・棚漬け御膳 Kita-Sanriku
sashimi marinade 
with steamed rice

北三陸磯料理 魚棚 Uondana
☎ 0194-52-0606 ☎ 0194-52-0606
〒028-0065 久慈市十八日町1-15

□営 17：00 ～ 22：00（L.O.21：30） 
□休 日曜日　□駐 3 台
□席 40席

post code 028-0065 1-15 Juhachinichimachi, Kuji
Open-close 17：00 ～ 22：00（L.O.21：30）
Closed Sunday,Parking lot available(3)
40 seats

久慈市の名店から「これが三陸」を
プレゼンテーション

Presentation of Sanriku cuisine 
from famous restaurants in Kuji

地元にも観光客にも人気のお店。三陸の特色を活かし
たメニューが並ぶ。今回は「三陸の漬け特集」であり、
テーマに沿った見事な御膳を演出していただいた。確
かな目利きで３種の魚を厳選。魚棚独特の手法（棚漬け）
で仕上げる。漬ける時間を素材によって微妙に調整し、
最適の状態で盛り付けていく。久慈市、北三陸を代表
する名店ならではの心配り、技をお楽しみください。

Situated in the northern part of the Iwate Prefecture, Kuji 
City is a hub for sightseeing in Kitasanriku. You can reach Kuji 
City using the Sanriku Railway, JR Hachinohe Line, or buses 
and trains from the Ninohe Station. At the centre of Kuji City, 
there is a shopping centre called Michi no Eki Kuji Yamase 
Dofukan. The Japanese restaurant Uondana is located near this 
shopping centre. This restaurant has a large and diverse menu 
and is popular with both locals and tourists. A featured item 
is marinated sashimi ‘zuke’, served with steamed rice. Both the 
marinated sashimi and the delectable rice are made from local 
ingredients for your enjoyment.

お魚が大好き、和食が大好き、それならぜひ「魚棚」
へお越しください。北三陸の食材にこだわり、素材の
良さを生かした料理の数々をぜひ味わってください。
静かでゆったりと過ごしていただけますよう従業員一同
努力しております。

If you like fish and Japanese food, please come to Uondana. 
Our restaurant is proud to use ingredients from Kita Sanriku. 
We are happy to offer you a variety of dishes made from the 
freshest ingredients. We do our best to make sure that our 
guests enjoy a delicious, quiet, and relaxing meal.

2,200円（税込） 2,200yen（include tax）

データ DATA

店主のひとこと

02 02久慈駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

KUJI
STATION

Message from the owner
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国民宿舎 えぼし荘 Eboshi-so（Hotel）

四季の彩漬け丼 Seasonal sashimi
marinated rice bowl

国民宿舎えぼし荘 Eboshi-so(Hotel)
☎ 0194-78-2225 ☎ 0194-78-2225
〒028-8202　九戸郡野田村大字玉川2-62-28

□営 11：30～14：00（L.O.13：45）、18：00～20：00（L.O.19:45）
□休 無　□駐 80 台
□席 42席

post code 028-8202 2-62-28 Tamagawa, Nodamura,
Kunohe-gun 
11：30 ～ 14：00（L.O.13：45）、 18：00 ～ 20：00（L.O.19:45）
Parking lot available(80)
42 seats

食欲をそそるインスタ映え、
四季を演出する三陸の漬け

Sanriku sashimi marinated rice bowl that features 
beautiful seasonings with an appetizing Instagram.

三陸を代表する魚は秋鮭。当然イクラは誰もが大好き。
ご飯に合うように微妙な調整をしたイクラの醤油漬け
は、「えぼし荘」自慢の味だ。四季折々、その日の新鮮
な魚介類を使い、魚の漬けにイクラの漬けをのせ、季
節感と彩を演出。どんどんご飯が進む満足のメニュー
が出来上がった。

This restaurant located in a popular national hostel in Noda 
Village, on the hilltop overlooking the majestic Pacific Ocean. 
The nearest station is the Noda Tamagawa Station on the 
Sanriku Railway. It is a popular restaurant that has appeared in 
the Station-1 Gourmet booklet several times. This restaurant 
offers an assortment of dishes. Noda Village’s specialty 
scallop, the ‘araumi scallop’ from the local fish market, is 
offered as the ‘zuke’ or marinated sashimi dish.” Another 
famous dish from Eboshi-so is the ikura soy sauce marinade.

彩に工夫をこらしています。三陸の魅力は、四季折々
様々な海産物が揚がってくることです。その新鮮な魚
介類をたっぷりと使い、味にも見た目にも満足いただけ
るよう取り組んでいます。イクラや荒海ホタテはできる
限りそろえていますが、未入荷の場合はご容赦くださ
い。

Our goal is to serve you the most flavourful and colourful 
dishes. The appeal of Sanriku is that the seafood is always 
fresh and varies from season to season. Our restaurant uses 
many kinds of fresh seafood to craft dishes that look beautiful 
and taste great. As much as possible, we try to offer salmon 
roe and scallops straight from the fish market, but please 
forgive us if these ingredients are not available due to weather 
conditions.

1,200円（税込） 1,200（include tax）

データ DATA

支配人のひとこと

03 03野田玉川駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

NODATAMAKAWA
STATION

Message from the owner
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国民宿舎 くろさき荘 Kurosaki-so（Hotel）04 04普代駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

FUDAI
STATION

くろさき荘の漬け膳
三鉄湯ったり日帰りきっぷ

「漬け膳」セット

Kurosaki-so's 
special seafood 
sashimi marinated
bowl 
includes food day spa and
Sanriku Railway tickets 

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

□駐 50 台
□席 40席
□営切符の予約時（湯ったり日帰りきっぷとのコラボ）

post code 028-8351 2-84-4  Fudaimura Shimohei-gun
Parking lot available(50)
40 seats
Reservation available when purchasing a special ticket for 
Sanriku Railway

研磨を重ね、ついに納得の漬け完成。
これが普代の味

A sashimi marinated rice bowl, perfected after painstaking trials 
and conjuring the unique flavours found in Fudai village cuisine.

素晴らしい漬け膳ができました。取材担当者も大感動です。
何よりもすぐ目の前の海、その太田名部漁港から直送の
飛び切りの新鮮さと豊富な種類が強みです。何度も試作
を繰り返し、三陸鉄道の「湯ったり日帰りきっぷ」のお客
様に喜んでいただきたいという一念が生み出した三陸自慢の

「漬け膳」です。膳なので副菜も地元色満載。普代村
特産の「すきこんぶの煮物」「ふのりのみそ汁」「地場野
菜のサラダ」、お風呂上りのゆったり感をお楽しみください。

Kurosakiso in Fudai Village is a wonderful place with a 
beautiful building at the top of the uplift in the Sanriku Coast 
National Park. Although many disasters occurred in the area, 
there was no damage due to its substantial ground heights, so 
it has been active as a support base. Under Kurosakiso is Ota 
Nabe Fishing Port. Seafood caught by fixed nets in Fudaimura 
lands here every day. Because of its excellent location, you 
will be offered a selection of ‘fish of the day’ from fresh and 
abundant fish. It is a set product of the package of the Sanriku 
Railway.

とにかく「美味しかった」の一言です。薬味の種類が多く（ネ
ギ、しょうが、わさび、レモン、柚子胡椒）、漬けの魚に
合わせていただく楽しみがあります。普代村の名産品「浜
しお出汁」を隠し味に使った秘伝漬けダレは、とっても優
しく、次から次と美味しさが表れてきます。すぐ近くに太田
名部漁港があり、ずば抜けた鮮度は自慢ですね。

As for the sashimi marinade in this restaurant, you can only 
use the word “delicious.” There are a variety of toppings for 
the sashimi marinade, such as leek, ginger, wasabi, lemon, and 
peppercorn. These toppings are fun to choose according to the 
type of fish. The sauce that uses a particular soup stock, which 
is a unique product of Fudaimura, as a hidden taste has a very 
soft flavour. The freshness of the fish is impressive because of 
the Ota Nabe Fishing Port near Kurosakiso.

データ
DATA調査員のひとこと Message from the researcherMessage from the Editor

宮古発　　3,200円（税込）
From Miyako 3,200yen（include tax）久慈発　　2,600円（税込）
From Kuji 2,600yen（include tax）
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ランチ・スイーツ 

★ランチ 

 
 

ハイカラさんランチ ～特製三陸極み弁当～ 

 

ハイカラさんランチ ～いわて恵みづくし～ 

 

ハイカラさんランチ ～彩り浪漫～ 

 

ハイカラさんランチ ～いわて恵みづくし～

ハイカラさんランチ ～彩り浪漫～

 

「いわて恵みづくし」弁当は「いわて地産地消弁当」認証第 1号です。 

～特製三陸極み弁当～

 

4,000円 

  

1,500円 

 「いわて恵みづくし」弁当は「いわて地産地消弁当」認証第 1号です。「いわて恵みづくし」弁当は「いわて地産地消弁当」認証第 1号です。 

1,000円 

 

～彩り浪漫～～彩り浪漫～ 111,000000000000000000 

ランチ提供：大船渡碁石給食 

★スイーツ 

 
スイーツ BOX （プリン・くるみパイ） 

 

500円 
スイーツ提供：菓子工房おおうらや （大船渡市） 

※食材準備の都合上、乗車予定日の 3日前までに予約をお願いします。 

★記念乗車証のプレゼント  ★絵馬用ホタテ貝の販売 

★ハイカラさんアテンダントによる 

紙芝居の披露と 

沿線の見どころのご案内 

ハイカラさんとは… 

アテンダントが明治・大正時代に 

流行した矢絣模様の 

着物と袴姿で皆様をお出迎えいたします。 

三陸鉄道(株) 盛駅 

ご予約・お問合せ 

（受付時間９：００～１７：００） ＴＥＬ ０１９２－２７－１５０４ 

※画像は全てイメージです 

料  金 

円 ご 予 約 

円

ランチ提供：大船渡碁石給食
時 刻 表 

乗車区間の運賃+ご希望のランチ 

またはスイーツの料金+座席指定料金 300円 

乗車日 2か月前の 9時から電話にて受付開始 

乗車予定日の 3日前までの予約が必要です。 

車内アトラクション・サービス 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

2019年　12月 2020年　1月

発 11:30 発 13:05

発 11:40 発 13:18

発 11:49 発 13:36

発 12:02 発 13:49

発 12:20 発 13:55

着 12:30 着 14:05

盛発　釜石行き 釜石発　盛行き

盛 釜 石

唐 丹

三 陸

恋 し 浜

唐 丹

釜 石 盛

綾 里

綾 里

恋 し 浜

三 陸

2019年　12月

運転日カレンダー 

※画像はイメージです。 

三陸鉄道 ～豪華レトロ列車の旅～ 三陸鉄道三陸鉄道三陸鉄道三陸鉄道三陸鉄道三陸鉄道 ～豪華レトロ列車の旅～～豪華レトロ列車の旅～～豪華レトロ列車の旅～～豪華レトロ列車の旅～～豪華レトロ列車の旅～～豪華レトロ列車の旅～～豪華レトロ列車の旅～

　　　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

プリウスα ７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）

対物

アクア　５人乗り

　　　（税込/基本料金）

　プリウス　５人乗り

　　　（税込/基本料金）

　６，６００円～/６時間

８，８００円～/６時間

７，７００円～/６時間

１６，５００円～/６時間

※消費税10%

車両
人身傷害

　　無　制　限
　　無　制　限　※

　　時　価　額　※

1名につき3,000万円

対人
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

「ハイブリッドクラス」なら、トヨタレンタカー
レンタカーでエコドライブ。そんなお客さまが増えています。

※免責額の設定がございます。

乗用系全車ナビ
標準装備

乗用系各車種に

禁煙車設定

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
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French-style 
marinated sashimi
“Zuke”

フレンチスタイルの
漬け料理

ロレオール田野畑 L’aureole Tanohata05 05田野畑駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

TANOHATA
STATION

ロレオール田野畑 L’aureole Tanohata
☎ 080-9014-9000 ☎ 080-9014-9000
〒028-8402 下閉伊郡田野畑村明戸309-5

□営 12:00～14:00（L.O）、18:00～20:00（L.O）
　 ※ご利用日の前々日までに要予約
　（予約受付時間 15:00～17:00）

□休 不定休　□駐 10 台　□席 32席

http://laureole7.com/

post code 028-8402 309-5 Aketo, Tanohatamura,Shimohei-gun 
Open-close　12：00 ～ 14：00（L.O）、 18：00 ～ 20：00（L.O）
Reservation required two days before in advance [reservation 
reception time 15:00 to 17:00]
Closed The store has random opening hours
Parking lot available(10),32 seats
http://laureole7.com/

フランス料理の匠がコース料理に
取り込んだ「フレンチ漬け」登場

"French sashimi marinade" impeccably made by a chef who 
mastered in French cuisine. incorporated in course cuisine appeared

漬けは和食の定番料理。でも三陸を知り尽くした伊藤
シェフは海釣りが趣味で魚介類についての造詣も深い。
季節ごと、場所ごとに異なる地場の魚介類を、その日
の状態によって考えて創作する。どんなフレンチ漬け
になるか、ご予約のお客様にとっても楽しみとなること
間違いなし。三陸の魚介類に地場野菜を組み合わせた
美しい漬け料理はコースに組み入れられる。ご予約の
際にご確認ください。

"ZUKE" marinated sashimi is a classic Japanese dish. Chef Ito, 
who loves French food and knows the Sanriku region, enjoys 
sea fishing and has in-depth knowledge of seafood. He creates 
dishes using seasonal local seafood, depending on the weather 
conditions and catches of the day.
It is beautiful creation dishes such as French-style "ZUKE" 
marinated sashimi. The menu will include delicate marinade 
sashimi combining Sanriku seafood with local produce. Please 
check at the time of booking.

度重なる天災、三陸鉄道の被害、三陸沿岸の被害に心
が痛むばかりです。でも不撓不屈の精神で、きっと乗り切
り、再び立ち上がると信じています。三陸は世界にも誇れ
る食材の宝庫です。私も「食」で応援、頑張っていきます。

I was struck by the 2011 earthquake and tsunami which 
damaged the Sanriku railway line and coast. But Sanriku is an 
indomitable spirit, and I believe it will rise again. Sanriku is a 
treasure trove of ingredients that the world can be proud of. I 
will continue to improve and enjoy cooking for our guests.

ランチコース 3,000円（税込）より Lunch course 3,000yen（include tax）〜

ディナーコース 4,500円（税込）より Dinner course 4,500yen（include tax）〜

データ DATA

シェフのひとこと

※その日の調達によって料理が変わります。フレンチ漬けを
　ご希望の方はお問い合わせの時にご確認ください。

Message from the chef

予約のみ

This restaurant resavation-only
Book in ADVANCE
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北山崎 白花しゃくなげ荘 Shirobana Shakunage-so（Hotel）06 06田野畑駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

TANOHATA
STATION

三陸大漁漬け丼 Sanriku big catch 
fresh sashimi 
marinated rice
bowl

北山崎 白花しゃくなげ荘 Shirobana Shakunage-so（Hotel） 
☎ 0194-33-2085 ☎ 0194-33-2085
〒028-8402 下閉伊郡田野畑村北山崎129-7

□営 夏季10：00～17：00、冬季10：00～16：00
　※その日の宿泊状況で変更有

□休 不定休　□駐 200台（北山崎駐車場）
□席 45席

post code 028-8402 129-7 Kitayamazaki,Tanohatamura,
Shimohei-gun
 Open-close summer time 10：00 ～ 17：00,winter time 10：00
～ 16：00 Business hours may change Please check in advance 
Closed The store has random opening hours,
Parking lot available(200) Kitayamazaki parking
45 seats

三陸を代表する見事な景観
「北山崎」の遊歩道にある名店

A long-established restaurant along the Kita-Yamazaki 
promenade, stunning scenery representative of Sanriku.

高さ２００ｍの断崖絶壁「北山崎」。旅行代理店の特 A 級景観地
として岩手県観光の代表的な場所に立つ白花しゃくなげ荘。店名
は、北山崎に自生している岩手県の天然記念物に指定されている

「白花しゃくなげ」が群生しているところからつけられた。店主は漁
師であり、浜の海産物に精通し、いつ、どんな魚が、どうすれば
美味しくなるかを熟知している。浜の特産品の天然黒昆布は主役
級の出汁で、そのほか５、６種類の出汁を組み合わせている。雄
大な北山崎の景観と大漁漬け丼、最強のメニューだ。

Located in Iwate Prefecture, the scenic Kitayamazaki is made up of raised layers 
and has a 200-m cliff, making it the most popular tourist destination in Sanriku.
The scenic view of Kitayamazaki can be seen from the sea by boat.From the top 
of the hill where this restaurant is located, you can enjoy a magnificent view 
of beautiful mountains and Miyagi Prefecture. Shakunageso has been an inn, 
cafeteria and seafood restaurant since 1973. The name of the establishment is 
"Shakunage", a natural monument of the prefecture named after the flowers 
in Kitayamazaki. The food served in the restaurant is cooked by the owner, a 
fisherman who knows the charm of seafood.When travelling to Sanriku, stop 
by at Kitayamazaki, where you can enjoy this magnificent view.

お店は昭和 48 年より旅館、食堂、海鮮料理店を営業してきまし
た。四季折 、々春夏秋冬、いろいろな顔を見せる北山崎は、岩手
県を代表する有名な観光スポットです。私は「観光地」だから、と
いうメニューは提供しません。私自身漁師ですので、時には自分で
漁をした獲物でメニューを作ります。荒 し々い海で育った天然黒昆
布は北山崎の特産品です。これを使った漬け丼をお楽しみください。

This establishment has been open since 1973 as an inn, cafeteria and seafood 
restaurant.In Kitayamazaki, you can enjoy the beauty of nature in any season.
It is a famous sightseeing spot that represents Iwate Prefecture. I do not cook 
for tourists. I am a fisherman, so I sometimes cook using the fish I caught. We 
recommend natural black kelp, an exclusive product of Kitayamazaki that 
grows in the rough seas of Sanriku. Customers can enjoy the sashimi marinade 
rice bowl "ZUKE DON" using this natural kelp.

1,500円〜3,000円（税込） 1,500yen〜3,000yen（include tax）

データ DATA

店主のひとこと

（その日の材料によって）

Message from the owner



20

毎週 火・水曜日 ※毎月第 火曜日はお休み

毎週 金曜日

北
東
北
を

も
っ
と
知
り
た
い
、

遊
び
た
い
。

今度はラ・クラと、
どこに行く？
次号、2020年1・2月号の特集テーマは「アツアツ中華（仮題）」。12月25日に発売予定。

お近くの書店やコンビニエンスストアでお買い求めください。

年末年始、こたつのお供にラ・クラはいかが♪

偶数月25日　定価713円（本体価格648円）

詳しい情報は公式サイトhttp://www.rakra.jp/に掲載しています。

編集・発行　川口印刷工業株式会社 ラ・クラ編集室　TEL 019-632-2211
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善助屋食堂 Zensukeya-shokudo07 07田老駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

TARO
STATION

田老漬け丼
（イクラ乗せ）

※夏は生うに

Taro-style sashimi 
marinated rice bowl
with Ikura topping
(in summer it will be prepared with sea urchin) 

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

□営 11：30～15：00、17：30～20：00（日曜、火曜は夕方休み）
□休 水曜日　□駐 62台（道の駅たろう内駐車場）
□席 24席

post code 027-0307 2-5-1,Taro, Miyako,
Open-close 11：30 ～ 15：00、 17：30 ～ 20：00（Closed on 
Sunday and on Tuesday evening）
Closed Wednesday,Parking lot available(62)Michi No Eki Taro 
parking ,
24 seats

田老の名店「善助屋」の
一押し漬け丼登場

Taro's famous restaurant “Zensukeya” is the most recommended; 
sashimi marinated rice bowl finally appeared on their menu.

宮古市田老の「善助屋」といえば、エキイチの常連で、
あまりにも有名な「どんこの唐揚げ丼」が看板メニュー。
主人が漁師、 店主の秋子さんは漁業組合婦人部会員。
そのためいつも田老の海から新鮮な魚が入荷する。季節
によって美味しい魚は変わってくるので、その日の水揚げ
で、 店主の目にかなった素材を使用する。 色合いと味に
徹底的にこだわった漁師の家ならではの豪華版。夏は家
で採取した生うにを漬けに乗せるとのこと。

The Great East Japan Earthquake severely damaged the 
Taro district, and Zensukeya's dwellings and shops wholly 
destroyed. It was a long way from the temporary store to the 
main store, but "Donko Karaage" was reputed and supported 
the revival. The typhoon Hagibis No. 19 was hit again by the 
flood, but it survived by nature. "Akiko's pickled salmon", 
named after the owner, Madam, is an excellent marinated fish 
sashimi born from the sea of Taro. The marinated fish varies 
depending on the season. This recipe is a gorgeous meal 
topped with fresh sashimi marinade topped with "how much" 
from winter to spring and "raw sea urchin" from summer to 
autumn.

台風１９号でお店には大量の泥水が入ってきました。何度も
災害に合っていますが、何度でも立ち上がります。津波は
恐怖ですが、大好きな田老の海、その恵みをたくさんの人
に広めていきたいと頑張っています。

A large amount of muddy water entered the store in Typhoon 
No. 19. I have met disasters many times, but I get up again and 
again. The tsunami is fearful, but I'm working hard to spread 
my beloved Taro sea and its blessings to many people.

1,600円（税込） 1,600yen（include tax）

データ DATA

店主のひとこと

Message from the owner
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Oikawa08 08丼の店おいかわ 宮古市魚菜市場店 宮古駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

MIYAKO
STATION

真だら漬け丼・
しじみ汁付き

Pacific cod sashimi 
marinated rice bowl
served with corb
shell miso soup

丼の店おいかわ 宮古市魚菜市場店 Oikawa
☎ 0193-62-2380 ☎ 0193-62-2380
〒027-0072 宮古市五月町1-1 宮古市魚菜市場内

□営 8：00～16：00
□休 水曜日（魚菜市場の定休日と同じ）
□駐 106台（乗用車103台、大型バス3台）
□席 18席（魚菜市場の共有スペース（休憩スペース）のテーブルも
一部使用可）

post code 027-0072 1-1 Satsukicho, Miyako,Miyako City Gyosai 
Market
Open-close 8：00 ～ 16：00
Closed Wednesday (same as regular holiday at Gyosai Market)
Parking lot available(106)
18seats

港町ならではの鮮度を「漬け丼」に
仕立てました

The “fresh sashimi marinade rice bowl” has been 
tailored to embrace the freshness unique to a port town.

宮古の真だらは水揚げ量日本一に輝いたこともある宮古を
代表する魚。目の前の海で朝一で獲れたその真だらを丼
ぶり専門店が自信をもって漬け丼でご提供します。淡白な
たらの味を損なわない漬け丼は試行錯誤の一品です。魚
菜市場内にある店なので、新鮮な材料がすぐに手に入り
ます。「真だら漬け丼」、お勧めです。

Located in the centre of Iwate Sanriku, Miyako City is about 90 
kilometres from Morioka City, the prefectural capital. Miyako 
City has three of the world’s most extensive fishing grounds, 
and the fish market at Miyako City is full of freshly caught fish 
every day. Cod is one of the most common fish in Miyako City, 
which boasts the largest catch in Japan. The white flesh of cod 
is delicious in any dish, whether used for sashimi or deep-fried. 
This restaurant's marinated sashimi rice bowl ‘zuke don’ is 
made according to a secret recipe using fresh ingredients from 
the Miyako market.

水揚げされたばかりの真だらの刺身は、弾力がしっかりし、
うま味成分も強い。鮮度が落ちやすい魚ですが、その日に
使えるメリットを活かし、最高の状態で提供できます。たら
のうまみを引き出した当店ならではの人気メニューです。も
みじおろしがアクセントになっていますよ。荒天などで入荷
できないときは、ほかのメニューもたくさんあります。

Freshly caught cod is a white fish with strong elasticity and a 
potent umami flavour. Cod is difficult to keep fresh, but we can 
take advantage of our proximity to the fishing grounds to offer 
cod at its best. Our restaurant’s menu is inspired by the flavour 
of fresh cod. But on days when we are unable to receive cod 
due to bad weather, there are plenty of other delicious fish 
dishes.

1,200円（税込） 1,200yen（include tax）

データ DATA

店主のひとこと Message from the owner
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Okame09 09割烹 おかめ

おかめ漬け丼 A special local fish
marinated rice
bowl Okame-style

割烹 おかめ Okame
☎ 0193-62-2456 ☎ 0193-62-2456
〒027-0084 宮古市末広町1-18

□営 11：30～14：00、17：00～21：00
□休 月曜日　□駐 2台、最寄りの駐車場（駐車サービス券を発行）
□席 32席（テーブル席20席、小上がり4席×3）
http://www.okame.fhd.jp/top.html

post code 027-0084 1-18 Suehirocho Miyako
Open-close 11：30 ～ 14：00、 17：00 ～ 21：00
Closed Monday,Parking lot available(2),
32 seats
http://www.okame.fhd.jp/top.html

これが老舗の自慢の味。
代々続いた醤油麹がたまらない

 This is a well-established taste. The soy sauce 
has lasted for generations and is so delicious!

宮古市民ばかりではなく、三陸沿岸にその名をしられ
ている名店「おかめ」は、昭和初期に米麹屋として開業。
その麹を切らさずに代々引き継いでいるため、「秘伝の
醤油麹出汁」が出来上がる。まさに老舗、ここだけの味。
使用する魚はその日の仕入れによって決めるが、２種
類程度を組み合わせて「漬け汁」にからめる微妙な手
加減がおいしさを引き立てる。

Long-Run and authentic restaurant in Miyako City. Opened as 
a seasoning store in the early Showa era. Today, it is loved by 
many citizens as a restaurant. The seasoning of this restaurant 
is the treasure of this restaurant. Combining this issuance 
seasoning with soy sauce, we make sashimi marinade sauce. 
This cooking method enhances the taste of fish ingredients. 
Pickles are usually pickled, but this restaurant mixes with fresh 
fish and seasonings. This creamy marinade sauce intertwined 
with fresh sashimi then the fish adds flavour.  And this is the 
“original taste of this restaurant”.

創業したときは米麹屋でした。その麹はいまでも受け継い
でいます。醤油麹は体に優しい発酵食品で「おかめ」自
慢の調味料です。海のことですから時化や漁師さんの都
合で食材が入荷できないときもあります。「漬け」以外のメ
ニューもたくさんありますので、ぜひ宮古へお越しの際はお
立ち寄りくださいませ。

When it was founded, it was a seasoning store. The seasoning 
at that time was still inherited. The soy sauce used in this 
restaurant is a fermented food that is gentle on the body. This 
soy sauces are the pride and joy of Okame. Our restaurant uses 
natural fish, so there are times when we cannot access the 
ingredients due to the weather and fishermen's circumstances.
There are many dishes other than sashimi marinade, however. 
Please drop by our restaurant when you come to Miyako.

1,200円（税別） 1,200yen（Tax not included）

データ DATA

女将のひとこと

宮古駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

MIYAKO
STATION

Message from the Madam
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Izakaya Yamagoya10 10山小屋

本日の漬け茶漬け Today's special: 
Zuke-Chazuke

山小屋 Izakaya Yamagoya 
☎ 0193-63-3721 ☎ 0193-63-3721
〒027-0084 宮古市末広町3-3

□営 17：30～24：00（L.O. 23:00）
□休 月曜日　□駐 無
□席 20席

post code 027-0084,3-3 Suehirocho,Miyako,
Open-close 17：30 ～ 24：00（L.O. 23:00）
Closed Monday,none,20seats

漬けと茶漬けと２回味わえる You can taste not only sashimi marinated rice 
bowl but also boiled rice with fish stock soup.

年間を通して鱈の水揚げ量日本一、二位が宮古市。宮
古市の顔ともいえる魚です。年間を通して安定して入荷で
きるので、漬けのベースは鱈にしますが、その日の状況によっ
ては別の魚も使います。夜の店なので、お酒を飲んだあと
の締めとして、またおつまみとしても最高です。だし汁をセッ
トしていますので、ご飯を半分残して温かいだし汁をかけて
２度楽しめるようになっています。大衆酒場の地元の大衆
魚でつくる漬け、最高に美味しいですよ。

Miyako, located in the centre of the Iwate coast, has 
been damaged by the Great East Japan Earthquake and 
many typhoons. However, despite these difficulties, it is a 
central coastal city that has been reconstructed through 
effort. Izakaya Yamagoya is a place where you can enjoy 
cod sashimi marinated the most common catch of Miyako. 
Please enjoy it as a snack for some extra fun after drinking. 
If cod is not available, you may substitute another fish.

夜のみの居酒屋さんですが、とっても居心地がよく地元の
お客さんばかりではなく、震災復旧の関係者の方も多く集
まるお店です。お酒のあとの締めにはぴったりの漬け丼で、
半分食べたあとにお茶漬けにしていただきました。とっても
幸せな気持ちになりました。漬けに乗っている白ゴマや大
葉、みょうががぴったりと合っています。魚は主に「宮古の
鱈」ですが、その日によって変わります。居酒屋メニューも
豊富ですよ。

This izakaya is open only at night. It is a very comfortable 
place, so not only local customers but also many people who 
came to recover from the disaster gathered here. The sashimi 
marinade is perfect after a drink. After eating half of this 
sashimi marinade bowl, I ate the rest with ochazuke. Then I felt 
delighted. The sashimi marinade topped white sesame seeds, 
chopping leaves, and aromatics is very delicious. The fish used 
for the sashimi marinade in the winter is mainly cod caught in 
Miyako, but the type of fish varies depending on the season. 
The restaurant also has an á la carte menu.

780円（税込） 780yen（include tax）

データ DATA調査員のひとこと

宮古駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

MIYAKO
STATION

Message from the Editor
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Migoto11 11三陸味処 三五十

三五十名物・山田の
生ホタテ漬け丼

Migoto original 
Yamada fresh
scallop sashimi
rice bowl

三陸味処 三五十 Migoto
☎ 0193-82-3510 ☎ 0193-82-3510
〒028-1342 下閉伊郡山田町川向町6-43

□営 11:30～14:30、17：00～22：30（L.O）
□休 不定休　□駐 4台
□席 103席（2階に60名入る宴会場あり）

post code 028-1342,6-43 Kawamukaicho, Yamada, 
Shimohei-gun
Open-close 11:30 ～ 14:30、 17：00 ～ 22：30（L.O）
Closed The store has random opening hours,
Parking lot available(4)
103 seats Available a banquet room

満を持しての復活漬け丼 Fully revitalized marinated rice 
bowl with fresh seafood.

ホタテだけの漬け丼は全国的にも珍しい。それだけ山
田湾のホタテは自慢できる逸材。ホタテ本来の甘み、
旨味を逃すことなく、白醤油でアレンジした漬けは、ホ
タテのすべてが入り食感も楽しめる。さらに、三五十
の看板ともいえるアカモクが乗った実にみごとな三陸
の味。さらに先代の教えで、「ご飯の質は落とすな」の
通り、花巻市東和町の契約農家に直接持参してもらう。
この組み合わせ、満足間違いなし。

Yamada Bay is located in the centre of the Rias coast in Sanriku, 
Iwate.In this beautiful sea with extremely clear water scallops, 
oysters, and sea squirts are cultivated to get excellent quality. 
The Migoto restaurant uses a marinated rice bowl with only 
freshly picked scallops as its menu. Marinated rice bowls with 
scallops, one of Sanriku’s representative marine products, can 
be tasted only here. These rice bowls are gently finished so 
everyone, from children to the elderly, can eat deliciously.

三陸鉄道リアス線の陸中山田駅前にあるので、宮古市在
住の私にはお酒を飲んでも気軽に行けるお店です。聞くと
ころによると、震災前からずっと人気のお店だったそうです。
料理の種類はとても多く、小さいお子さんでも十分楽しめ
るようです。漬けにも強いこだわりを持っています。なによ
りも大好きな三陸の海を知ってもらいたいと熱い情熱が伝
わってきました。

The 350 Restaurant is located in front of Rikuchu-Yamada 
Station on the Sanriku Railway Rias Line, so it is a shop I can 
drink at even if live in Miyako City. This restaurant has been 
popular since before the earthquake. There are so many 
different types of dishes that children can enjoy. This shop 
takes great pride in its marinated sashimi. The chef of this 
restaurant is always working hard and passionately to show 
off the beauty of Sanriku's sea.

1,800円（税別） 1,800yen（Tax not included）

データ DATA

調査員のひとこと

陸中山田駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

RIKUCHU
YAMADA
STATION

Message from the Editor
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Senkatsu12 12三陸味処 千勝大槌駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

OTSUCHI
STATION

（その日の魚の名前）
の漬け丼

Marinated fresh
catch of the day &
rice bowl 
"ZUKE DON "

三陸味処 千勝 Senkatsu
☎ 0193-42-6540 ☎ 0193-42-6540
〒028-1121 上閉伊郡大槌町小鎚27-3-4
シーサイドタウン1階マスト元気村内　

□営 11：00～14：30、16：30～20：00
□休 水曜日　□駐 有（シーサイドタウンマスト駐車場）
□席 70～80席（マスト元気村フードコート内）

post code 028-1121,27-3-4 Kozuchi,Otsuchi, Kamihei-gun
Sea Side Town Mast
Open-close 11：00 ～ 14：30、 16：30 ～ 20：00
Closed Wednesday,Parking lot available at Sea Sike Town Mast
70 seats

見た目と味を追求し続けてきたら
こうなった

When the chef pursued the beauty and taste of 
cooking, this fantastic cuisine finally came out!

料理人の目利きは実に確かだ。その日最高の魚類の中か
ら、適度な脂の乗った魚を選ぶ。脂がのりすぎても足りな
すぎでも漬けは美味くならない。その見極めは楽しい。だ
からお客さんも満足する。秘密の漬けダレは自慢の出汁だ
が、彩りが単調になるため、漬けの上には、ミョウガやラ
ディッシュ、大葉、かいわれ大根、長ネギ、菊の花などをトッ
ピングし、見た目も美しくレイアウトする。大型ショッピング
センターの 1 階にあるため、気軽に立ち寄れる。

The Great East Japan Earthquake damaged Otsuchi town. 
This restaurant is located in Mast, a large shopping centre that 
was safely rebuilt after the Great East Japan Earthquake. The 
restaurant is famous for its casual atmosphere; the big secret 
is that you can eat authentic fresh Sanriku fish in a relaxed 
atmosphere. The restaurant chef knows how to prepare 
fresh fish. For this reason, the fish used in ZUKE changes 
daily depending on what is available at the fish market. Many 
customers look forward to delicious seasonal seafood at this 
restaurant.

大槌町民憩いの場所「マスト元気村」のフードコート内に
あるため、気取らずに気軽に楽しめます。この日は漬けで
は珍しい「鯖」を使っていました。親方さんのセンスという
か、彩りがとっても素敵でした。脂の乗り具合で、写真の

「鯖の漬け」は１２月には終了してしまいそうですが、その
時に一番美味しい魚を使うので楽しみに、と言っていまし
た。楽しみです。

The restaurant is located in "MAST", a place where Otsuchi 
residents can relax. On the day of our interview, the chef used 
mackerel, a rare fish type in marinades. It was a lovely dish 
whose colours reflected the chef’s creativity. Depending on 
the fish condition, the photo in this booklet will be completed 
in December. However, because this restaurant uses the 
most delicious fish of the season, you can eat delicious fish 
whenever you visit.

1,100円（税別）前後 1,100yen（Tax not included）

データ DATA

調査員のひとこと Message from the Editor



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

八戸市

久慈市野田村野田村普代村普代村普代村 野田村
山田町山田町釡石市

大船渡市

住田町住田町住田町
陸前高田市

釡石市

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
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Polco Rosso13 13ポルコ・ロッソ盛駅

三陸鉄道リアス線 SANRIKURAILWAY RIAS LINE

SAKARI
STATION

本日のカルパッチョ “Italian Style Zuke”

Today’s fresh fish 
carpaccio

ポルコ・ロッソ Polco Rosso
☎ 0192-26-0801 ☎ 0192-26-0801
〒022-0003 大船渡市盛町字町10-1

□営 11：30～15:00（L.O.14：00)、18：00～21：00（L.O.）
□休 火曜日　□駐 3 台

□席 18 ～ 22 席

post code 022-0003 10-1 Machi,Sakaricho, Ofunato
Open-close 11：30 ～ 15:00（L.O.14：00)、18：00 ～ 21：00（L.O.）
Closed Tuesday,Parking lot available(3),
18seats

ブラボー！三陸愛あふれる
ここだけのカルパッチョ

Bravo! Chef Sanriku, love is here!

イタリアの漬けといえばカルパッチョ。ポルコ・ロッソのコー
スの一皿目だ。毎朝大船渡の市場で仕入れてきたばかり
の鮮魚をマリネするというぜいたくな一品。三陸は、世界
三大漁場のひとつであり山の栄養がダイレクトに入るリアス
式の海岸だ。三陸気仙の海の幸と豊かな山の幸が一緒に
なれば無敵。ここにしかない「食財」を使って唯一無二の
メニューを提供する。シェフは、三陸の恵みを生かしている
のではなく生かされていると言う。故郷・大船渡へのリスペ
クトと感謝のひと皿だ。

This excellent Italian restaurant is about a 3-minute walk 
from Sanriku Railway’s Kamaishi Station after getting off at 
the final stop at Sheng Station. Open the restaurant door, 
and it looks like an Italian trattoria. A cheerful chef who loves 
jokes welcomes you with a smile. Carpaccio is the freshest 
Italian fish dish. "Today's Carpaccio," one of the dishes using 
fresh Sanriku fish that is delicious enough as it is, is so fresh 
and delicious that it will not betray your expectations. It is 
recommended to check with the restaurant in advance about 
the kind of food you want to eat, as daily purchases determine 
the restaurant menu for the day. Enjoy Porco Rosso's cuisine, 
which combines Italian chef skills.

三陸の気仙地方は海の幸に恵まれたところ。その素晴らし
い食材を大事に、ちょっとだけ仕事をしカルパッチョを作り
ます。三陸の磯、潮風を感じるような料理を目指しています。
ぜひ三鉄に乗って三陸に遊びに来てください。

Sanriku's Kesen region is blessed with seafood. I cherish 
the beautiful ingredients. We create carpaccio by cooking 
only such fresh ingredients. We aim for Italian cuisine that 
incorporates the feeling of the Sanriku sea and the sea breeze. 
Please come to Sanriku via Santetsu.

3,000円〜10,000円（税別） 3,000〜10,000yen
The price of the course meal

（Tax not included）
データ DATA

シェフのひとこと

シェフのおまかせコース料理

Message from the chef
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Sanriku Osakana-Shokudo14 14三陸おさかな食堂BRT
大船渡駅

JR大船渡線

BRT
OFUNATO
STATION

こだわりの逸品

地魚まかない丼
A special gem of 
local fish marinated
rice bowl

三陸おさかな食堂 Sanriku Osakana-Shokudo
☎ 0192-47-5309 ☎ 0192-47-5309
〒022-0002 大船渡市大船渡町野々田10-3 キャッセン大船渡内

□営 11：00～15：00（L.O）（夜は予約のみ） 
□休 火曜日、毎月第２水曜日　□駐 キャッセン大船渡の駐車場

□席 100席

post code 022-0002 10-3,Nonoda,Ofunatocho, Ofunato,
Kyassen Ofunato
Open-close 11: 00-15: 00 (L.O) (Dinner is open for reservations 
only)
Closed Tuesday, 2nd Wednesday of every month
Parking lot available at Kyassen Ofunato,100seats

驚くほどのコスパと、
これぞ三陸の味

Great cost performance and
great Sanriku taste！

3 種類の新鮮な旬の魚を使った漬け丼に、小鉢 2 品とあ
ら汁がつく豪華版。米は紫波産の減農薬米を使う。漬け
汁は、自家製の出汁をベースに組み合わせ、美味しさをと
ことん追い求める料理人の心意気が存分に発揮されてい
る。「まかない」とネーミングされているが、決して手を抜
かない愚直さこそがお店のモットーだ。旬、目利き、味付
け、この価格で本当に？と思ってしまう。ぜひ足を運んでく
ださい。

Osakana Shokudo a facility of the fish factory in Ofunato, 
is in a good location where fresh, seasonal ingredients are 
always available. At the Osakana Shokudo restaurant, the chef 
preserves the deliciousness of the fantastic Sanriku seafood 
and adds the finishing touches to the cuisine .Although 
surprisingly inexpensive, the ingredients used at this restaurant 
are always first class. This restaurant is a gem that will no 
doubt satisfy. The editors of EKI-1 Gourmet also recommend 
this restaurant.

大船渡の港に水揚げされたとびきり新鮮な魚介類をお刺
身にして販売している「おさかなファクトリー」の中にあるお
店です。ですから「漬け」も鮮度重視は当然です。減農
薬米を使用し、おなかいっぱい食べていただきたく、副菜
とご飯と味噌汁は食べ放題となっています。

This shop located in a fish factory that sells fresh seafood 
caught at the Ofunato port. Therefore, it is natural that the 
‘zuke’ is should use fresh seafood .This restaurant also uses 
rice with reduced pesticides. We want customers to bring a 
healthy appetite so that they can enjoy the all-you-can-eat 
side dishes, rice and miso soup.

682円（税別） 682yen（Tax not included）

データ DETA

店主のひとこと Message from the owner

JR OFUNATO LINE



42 43

Sasaki15 15鮨 季節料理 ささきBRT
大船渡駅

JR大船渡線 JR OFUNATO LINE

BRT
OFUNATO
STATION

お楽しみ
「さんりく漬け丼」

Today’s special
Sanriku sashimi
seafood rice bowl

鮨 季節料理 ささき Sasaki
☎ 0192-26-3719 ☎ 0192-26-3719
〒022-0002 大船渡市大船渡町茶屋前3-2-2110
キャッセン大船渡　フードヴィレッジ内

□営 11：30～14：00、17：00～22：30（L.O.22：00） 
□休 月（月曜日が祝日の時は火曜日）、第2、第3のどちらかの週で
月・火の休みあり

□駐 キャッセン大船渡の駐車場　□席 40席

post code 022-0002 ,3-2-2110,Chaya mae,Ofunato cho, 
Ofunato
Open-close 11：30 ～ 14：00、 17：00 ～ 22：30（L.O.22：
00）Sunday and Bank Holiday 22：00 まで（L.O.21:30)
Closed Monday (Tuesday when Monday is a public holiday), 
Mondays and Tuesdays closed in either the second or third 
week,
Parking lot available at Kyassen Ofunato,40 seats

単なる漬け丼ではない、
楽しみはご飯の中、美味しい、びっくり

It’s not just a seafood marinara bowl, 
and the fun is delicious in rice

その日の旬の魚介類が７，８種類も入る豪華版。単なる
漬け丼の域を超えた作品のような漬け丼。その盛り付
けもまた素晴らしい。鮨職人の腕がふんだんに発揮さ
れている。ヒラメやカンパチなど高級魚も惜しげもな
く入る。（その日によって）副菜がまた三陸を強調して
くれる。なんとホタテの貝殻にホタテの漬けが出てく
る。数量限定は仕方のないところ。ご飯の中にも楽し
みが・・・

Ofunato City was severely damaged by the Great East Japan 
Earthquake. Cassen Ofunato was subsequently born as a 
symbol of reconstruction, and the store was constructed 
there. It is a famous store that represents Ofunato. This 
lovely place offers 7.8 kinds of seafood of the day, carefully 
selected by artisans. The side dishes are also appetizing, and 
the scallops are picked up on their shells. The ‘look’ is also 
fantastic. The secret is hidden in the rice. It is fun to discover 
this secret after eating.

お客様が喜んでくれることが何よりも嬉しいです。ご飯の中
には、びっくりする仕掛けもあり、楽しく、美味しく味わっ
ていただけます。「漬け」は、その日の最高の状態の魚介
類を使うので、水揚げがないときは提供できません。ご了
承ください。

What makes us happy about our restaurant is more than 
anything else. Some of the sashimi marinade rice is amazing. 
We believe that your customers will greatly enjoy our 
restaurant's cuisine. Since the sashimi marinade uses the most 
delicate fresh fish, we cannot provide sashimi marinade when 
no fish are caught. We ask for your understanding.

2,000円（税別） 2,000yen（Tax not included）

データ DATA

店主のひとこと

Message from the owner
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Urashima16 16割烹 うら嶋

三陸魚介まるごと

海鮮漬け丼
Marinated a variety
of Sanriku sea food
Sashimi set menu

割烹 うら嶋 Urashima
☎ 0192-27-0118 ☎ 0192-27-0118
〒022-0002 大船渡市大船渡町字野々田22-18

□営 11：30～13：30、17：00～21：30
□休 日曜日　□駐 8台

□席 41席（カウンター7席、テーブル6席×2、4席×1、
お座敷8席、6席、4席）

post code 022-0002 22-18 Nonoda Ofunatocho, Ofunato,
Open-close 11：30 ～ 13：30、 17：00 ～ 21：30
Closed Sunday,Parking lot available(8)
41 seats

１０種類以上のネタが丼の上を彩る。
うら嶋といえば海鮮漬け丼

Urashima special seafood marinated rice bowl 
using more than ten kinds of fresh seafood.

大船渡魚市場や前浜など、常に新鮮な魚介類が入る好
立地を生かした海鮮漬け丼は、うら嶋の大人気メニュー
の一つ。季節の魚介類を 10 種類から 12 種類もいれる
豪華版で、旬の三陸が丸ごと詰まっている。しかもリー
ズナブルに設定。漬け丼の盛り方がうら嶋流だ。漬け
の下のご飯にのりとタレが重ねてあるからどんどん箸
が進んでいく。昭和 51 年の開店時からの看板メニュー。
まさに三陸を代表する漬け丼。

Ofunato, located in the southern part of Iwate Prefecture, is a 
fishing base that features the Ofunato Fish Market, which was 
reconstructed after the Great East Japan Earthquake and supplies 
most of the seafood from Sanriku. The restaurant Urashima is 
known as a well-established restaurant that has fans all over the 
region. The special dish that Urashima has been offering for 43 
years is the Marinated Seafood Rice Bowl. 
Please enjoy the luxury of this superior fresh variety of regional 
seafood.

うら嶋といえば「海鮮漬け丼」というほど有名なメニューで
した。お客様の手間暇を省いて楽しく、美味しく食べてい
ただきたい、という店主の気配りがうれしいですね。当然
鮮度は抜群の上、種類の豊富さが豪華さを増しています。
食べ終えたあとの満足感に浸りつつ、「また行きたいな」と、
帰り道の独り言でした。

The special menu of the Urashima restaurant is Seafood 
Marinated Rice Bowl. The restaurant chef uses fresh fish for 
sashimi and puts it on the rice. This recipe was born out of the 
restaurant’s desire to allow customers to enjoy fish easily and 
deliciously. Naturally, the freshness of the ingredients in this 
restaurant is outstanding, and the variety of fish makes Seafood 
Marinated Rice Bowl a very luxurious dish. You will be highly 
satisfied after eating at this restaurant that you will soon come 
back and eat the same dish. I am sure this restaurant is worth 
visiting.

2,100円（税込） 2,100yen（include tax）

データ DATA

調査員のひとこと

Message from the Editor

BRT
大船渡駅

JR大船渡線 JR OFUNATO LINE

BRT
OFUNATO
STATION
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Sugo17 17活魚 すごう

三陸づけ膳 Sanriku fresh
seafood marinade
with steamed rice

活魚すごう Sugo
☎ 0192-27-8886 ☎ 0192-27-8886
〒022-0002 大船渡市大船渡町字新田50-10

□営 11：30～14：00、17：00～21：00 
□休 月、年末・年始　□駐 30台（大型バスも可）

□席 102席（個室・カウンター・テーブル）

post code 022-0002 50-10 Shinden.Ofunatocho, Ofunato,
Open-close 11：30 ～ 14：00、 17：00 ～ 21：00
Closed Monday ,New Year's holiday
Parking lot available(30)
102 seats

自慢の膳には
三陸の美味がぎっしり

The proud cuisine rich
in Sanriku deliciousness

漬けの魚はその日の材料で決めるが、冬はベースに鱈
を使用する。膳なので、三陸の美味を集めて盛り合わ
せた。いまや貴重なサンマの煮物は、取材担当者が感
動した美味しさ。そのほか、イカ大根、いさだの山椒煮、
小女子のくぎ煮、漬物の盛り合わせと箸を休める暇が
ない（担当者）。満足と満腹が幸せ感を高めてくれる。
ゆっくりのお食事にはぜひ「漬け膳」を。

This restaurant consists of 102 seats and is famous for 
representing Ofunato where you can take a large bus. As 
indicated by the live fish and store name, fresh and high-
quality ingredients are constantly procured. Pickled rice 
cakes are placed on top of rice, but there are rice and 
pickles in ‘rice pickled rice’. The side dishes are provided 
separately. The main dish is fresh pickles, but the dishes 
that decorate the bowl are really fun. This is a gem 
recommended by food editors for those who want to 
enjoy satisfaction and fulfilment together.

撮影の後、試食をさせていただいています。漬けはさすが
に活魚をあつかっているだけに鮮度、捌き方、味、どれも
大満足でした。最初は半分だけご飯で食べて、残りは出
汁のきいたお茶漬けにしていただきました。小鉢も多いので
楽しめるし、お腹も満たされるし、大満足の試食でした。

After taking a picture of this dish, I happily devoured it. This 
restaurant specialises in dishes with fish as the main ingredient. 
The store knows the diversity of fish, so they cook the recipe 
using fresh fish and the best cooking methods. At first, we ate 
only half of the marinated fish and then another half in the bowl 
of rice poured by fish soup(Chazuke).
It was a great combination. This restaurant provides many 
side dishes when you order marinated sashimi. It made me 
completely happy and satisfied.

1,800円（税別） 1,800yen（Tax not included）

データ DATA

調査員のひとこと

Message from the Editor

BRT
大船渡駅

JR大船渡線 JR OFUNATO LINE

BRT
OFUNATO
STATION
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Restaurant Kai18 18れすとらん海 ～kai～

紅白丼 Fish market red
and white sashimi 
marinated rice
bowl

れすとらん海 ～ kai ～ Restaurant Kai
☎ 0192-27-9939 ☎ 0192-27-9939
〒022-0002 大船渡市大船渡町永沢209 大船渡魚市場3階

□営 7：00～9：30、11：00～14：30（L.O.14：00)
　※市場が休みの日は11：00～14：30（L.O.14：00) 

□休 水曜日　□駐 魚市場の駐車場

□席 40席（多目的ホールも使用可）

post code 022-0002 209 Nagasawa Ofunato-cho, 
Ofunato Fish market 3F
Open-close 7：00 ～ 9：30、 11：00 ～ 14：30（L.O.14：00)
※ Fish market closing day 11：00 ～ 14：30（L.O.14：00)
Closed Wednesday,Parking lot available(Fish market)
40seats

食欲をそそるコントラスト、
しかも美味、これが市場食堂

Appetizing sashimi colour contrast, it's delicious, 
the best part of a fish market cafeteria!

ご覧くださいこの見た目。赤と白のコントラスト、そし
て白身魚の上に乗ったたっぷりの白ごま。煮切り醤油
の香ばしさがますます食欲を注ぎます。大船渡魚市場
の３階にあり、行き来する船や港の景色を眺めながら
紅白の漬け丼をいただけます。なぜか「めでたい」雰
囲気も伴います。ご飯とみそ汁は自由におかわりできま
すので、どんどん食べてください。

Ofunato City was damaged several times by the Great East Japan 
Earthquake and the subsequent typhoon. Still, the positive and 
bright Ofunato character is alive. The Ofunato Fish Market, which 
has become brilliant, is always lively. Japanese prefer red and white. 
Many of these reds and whites used during celebrations. Japanese 
people use these crimson and white colours for various dishes. This 
sashimi marinade rice bowl uses tuna to express the red colour and 
the white colour in the rice bowl. Appetite comes out more by the 
colour of the marinade topping. If you order marinated sashimi from 
this store, you can enjoy all-you-can-eat rice and miso soup.

とにかく見た目が素敵です。インスタ映えする「紅白」の盛
り付けに感動しつついただきました。煮切り醤油にゴマを
加えた漬けタレが口いっぱいに広がり、そこからどんどん食
欲が増してきました。ご飯とお味噌汁が食べ放題。大満
足と感動が一度にやってきました。

This dish is colourful and looks delicious. I was impressed by the 
beautiful arrangement of the red-and-white combination. It was 
‘Instagrammable’. This restaurant’s unique marinated sauce recipe 
has a delicate aroma of soy sauce, which increases one’s appetite. 
The restaurant provides all-you-can-eat rice and miso soup. 
You can experience both great satisfaction of the stomach and 
excitement of the exquisite taste.

1,500円（税込） 1,500yen（include tax）

データ DATA

調査員のひとこと

Message from the Editor

BRT 大船渡
魚市場前駅

JR大船渡線 JR OFUNATO LINE

BRT OFUNATO
FISH MARKET 

STATION
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Capital Hotel 1000

Restaurant AZERIA19 19キャピタルホテル1000

レストラン「アゼリア」
BRT

高田高校前駅

JR大船渡線 JR OFUNATO LINE

BRT TAKATA
HIGH SCHOOL

STATION

キャピタルホテル1000の

四季折々漬け丼
（冬号）

C a p i t a l  H o te l  1 0 0 0 
original winter seasonal 
sashimi marinated rice 
bowl 

キャピタルホテル1000
レストラン 「アゼリア」

Capital Hotel 1000
Restaurant AZERIA

☎ 0192-55-3111 ☎ 0192-55-3111
〒029-2205 陸前高田市高田町字長砂60-1

□営 11：30～14：30（L.O.14:00） 
□休 無　※貸切が入る場合があるので要確認　

□駐 40台　□席 36席

http://www.capitalhotel1000.jp

post code 029-2205 60-1 Nagasuka, Takatacho, Rikuzentakata 
Open-close 11：30 ～ 14：30（L.O.14:00）
 Please check in advance as there may be a banquet reservation.
Parking lot available(40),36seats
http://www.capitalhotel1000.jp

３種３漬け汁、
四季折々のシリーズ漬け丼

Seasonal series marinated
sashimi rice bowl

三陸の魚介類は四季折々異なり、それぞれの魅力が詰
まっている。キャピタルホテル 1000 では、旬がもっと
も美味しくなるように、素材に合わせて漬け汁も変え、
お客様が楽しめるように工夫している。冬の代表的な
魚の一つ「鱈」。これも単なる漬け汁だけではなく、さ
らに昆布締めすることでうまみがグーンと増す。漬け
丼に合うお米は当然ご当地の宝「たかたのゆめ」を使
用。これがキャピタルホテル 1000 流。ただし冬シリー
ズは鱈が入手できないときは「中止」となる。これも粋。

Capital Hotel 1000, located on the hill that represents 
Rikuzentakata City, was adjacent to the Tapic building that was 
one of the remains of the Great East Japan Earthquake.The Great 
East Japan Earthquake substantially destroyed Capital Hotel 
1000, but now it has been rebuilt on the hills of Rikuzentakata. 
This hotel combines business and tourism. Furthermore, this 
hotel has a strong commitment to the local area and always has a 
strong commitment to cooking with the motto ‘Local production 
for local consumption. ‘Capital Hotel 1000 Seasonal Pickled 
Salmon’ is a four-yearly selection of fish caught in each season. 
The winter series is based mainly on Sanriku’s cod.

三陸は素晴らしい漁場でいい魚介類がいっぱいありますの
で、ぜひそれを使った漬け丼を食べていただきたいです。
この「四季折々漬け丼」については、いろんな味が楽しめ
ます。ぜひいらしてください。

Sanriku has a beautiful fishing ground with a variety of superior 
seafood.I would like to recommend to customers to order the 
sashimi marinated rice bowl called Iwate Sanriku Zuke Don, a 
dish that uses fresh seasonal seafood from Sanriku. This dish 
uses various kinds of fresh fish. Come to our restaurant and 
enjoy the fantastic Sanriku fresh fish.

1,980円（税込） 1,980yen（include tax）

データ DATA

料理長のひとこと
Message from the Chef
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Izakaya Sai20 20居酒家 里伊

※材料によって若干変更あり

里伊風
「漬け丼定食ランチ」

数量限定

Sai style sashimi 
marinated rice
bowl lunch set

居酒家 里伊 Izakaya Sai
☎ 019-656-6167 ☎ 019-656-6167
〒020-0874 盛岡市南大通1丁目10-17

□営 17：00～24：00（火～土）、15：00～21：00（日）、
　 12：00～14：00（木・金） 

□休 月曜日・第２・３日曜日　□駐 無

□席 60席

post code 020-0874 1-10-17 Minamiodori, Morioka
Open-close 17:00 ～ 24:00 (Tuesday to Saturday), 
15:00 ～ 21:00 (Sunday), 12:00 ～ 14:00 (Thursday and Friday)
Closed Monday, second and third Sunday,none,
60 seats

盛り付け、味、価格　
満点の漬け丼ランチ

A great satisfying lunch with a 
reasonable price.

店内を見渡すといたるところに三陸鉄道グッズやポス
ターがあふれている三鉄応援の店。連日老若男女でに
ぎわう繁盛店です。安くてうまくて三陸直送の新鮮な
魚介類も豊富にそろった人気店。まさに三陸沿岸の内
陸出張所みたいなお店です。昼のランチは木曜、金曜
の２日間だけですが、大人気メニューが「漬け丼定食」
です。複数の鮮魚がその日の材料となります。もちろ
ん夜の部も「漬け」は酒肴として注文できます。

Sanriku coastal seafood is sent directly from Kamaishi and Miyako 
to this restaurant every day so that you can enjoy fabulous fresh 
seafood straight from the coast. The restaurant features not only 
fish dishes but also a variety of new local vegetable dishes. Most 
customers order the accessible dish ‘dashimaki tamago’. The 
owner is from Kamaishi City, and his parents were affected by 
the tsunami following the Great East Japan Earthquake. Because 
I support my hometown, I always dream of revitalising it, so I still 
participate in food events on the Sanriku coast. This restaurant 
is filled with Sanriku Railway–related goods, and the posters are 
masterpieces. Thanks to this restaurant’s support, there are more 
Sanriku Railway fans in Morioka City.

三陸鉄道を勝手に応援する会の会員として、三鉄と三
陸の応援を続けています。三鉄のリアス線１６３キロの
開通は大きな喜びとなりましたが、台風１９号で再び打
撃を受け不通になり悲しい思いですが、「めげない三鉄」
を応援し続けていきます。

We continue to support Santetsu and Sanriku through the 
Sanriku Railway. Sanriku Railway’s opening of the 163 km Rias 
line was a great pleasure. Sadly, however, the Sanriku Railway 
was hit again by Typhoon Hagibis and was cut off. It is a 
shame,but I will continue to support the Sanriku Railway and the 
Sanriku coastal area by channelling the spirit of never giving up.

850〜1,200円（税込） 850〜1,200yen（include tax）

データ DATA

店主のひとこと Message from the owner

盛岡駅

JR山田線 JR YAMADA LINE

MORIOKA
STATION
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素晴らしい三陸鉄道・三鉄写真館 The wonderful Sanriku Railway / Santetsu Photo Gallery

大槌ー吉里吉里　大槌川橋梁を渡るレトロ調車両・お座敷車両の団体列車

吉浜ー唐丹　秋の吉浜と36-700形

陸奥白浜ー鮫　新型車両輸送

撮影者：冨手 淳

陸中山田駅　三鉄が来た！宮古駅構内　新型車両８両連結！

磯鶏ー宮古　早池峰山と三鉄車両

白井海岸ー堀内　大沢橋梁を行く旧お座敷車両のこたつ列車 白井海岸ー堀内　36－500形試運転
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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）

エキイチは、駅とそのエリアで一番おすすめできるお店という意味です。駅ー１（エ
キイチ）グルメは２０１１年３月の第１号発行から、今回で第１５号となりました。東
日本大震災から９年目を迎えようとしています。その間、２０１７年の台風１０号被害、
２０１９年の台風１９号被害と災害は続いています。多くの方 の々ご苦労がありますが、
駅ー１グルメは、そんなときでも三陸の美味しい料理を広め、多くの方 に々味わって
いただきたいと活動を続けています。調査員はボランティアです。掲載のお店は、毎
号テーマを設定し、そのテーマに合ったお店に参加していただいています。したがって
広告ではありません。三陸沿岸を食で応援していこうという三陸鉄道の方針が基本と
なっています。「三陸は美味しい」を調査員の合言葉に、これからも活動を続けてま
いります。

Eki-Ichi describes the most highly recommended restaurants in the Sanriku Railway 
Station and Sanriku area. The current Eki-1 (Eki-Ichi) gourmet booklet is the 15th edition 
since the booklet was first issued in March 2011.
We are currently preparing to commemorate the passing of nine years since the Great 
East Japan Earthquake. Meanwhile, the serious damage that the 2017 typhoon and the 
2019 Typhoon Haggis caused continues to afflict the Sanriku coast. Given the difficult 
circumstances, many locals are having a hard time. The Station-1 Gourmet Booklet has 
continued its activities based on the belief that, even in such a serious situation, it can 
make the world aware of Sanriku's delicious food, enabling many people to enjoy the 
area's wonderful ingredients.
The team that edits the gourmet booklet comprises unpaid volunteers. The shops 
listed in the booklet set the theme for each issue, and participating restaurants match 
that theme.
These booklets are not issued for advertising purposes.
The basic policy of the Sanriku Railway Company is to support the Sanriku coast by 
focusing on food. The volunteer editorial staff will continue to publish this booklet 
under the slogan “Sanriku is delicious”.

駅-1グルメ調査隊

駅-1グルメ運営委員会

会　長 中村　一郎

会　員 五日市　知香

宇夫方　杏奈

海山　宙也

北村　美和子

久保　秀吉

郡司　文人

里舘　徹

髙橋　匠

滝山　秀樹

千葉　隆治

中嶋　英俊

畑田　健司

三河　和貴子

皆川　哲也

向井　義勝

村上　富男

山蔭　康明

吉田　真二

鷲塚　由美子

プロデューサー 草野　悟

三陸の食の魅力を徹底取材
Thorough coverage of the appeal of Sanriku food 

EKI-1 （EKI-Ichi） Gourmet Volunteer Editor


