
 

 

 

 

 

①食の館（たねいち産直ふれあい広場） 

☎0194-65-5200／洋野町種市 32-95-1 

11:00～17:00／休：12/31～1/1 

  

 

 

 

 
食の館ラーメン 

1,280 円 
 

 

その時々の地元の旬の素材を味わえる、地域に愛され続け

ている食堂です。定番の「食の館ラーメン」をはじめ、「う

ま辛ラーメン」も人気メニューです。美味しい旬の素材を

お楽しみください。 

②喜利屋 ウニーク店（ひろの水産会館 3F） 

☎0194-65-5161／洋野町種市 22-133-11 

11:00～17:00／休：木曜日 

 

 

 

 

 
 

塩辛丼もおすすめ 

 
ひろの水産会館ウニークは種市ふるさと物産館及びウニ

等高度加工研修センター跡地に建てられ客船をイメージ

した、洋野町の復興のシンボルです。１階には水産物直売

所、３階に特産品や南部ダイバー関連商品等を販売してい

る物産展示コーナーがあります。 

③磯料理 喜利屋（国道 45号線沿い） 
☎0194-65-2971／洋野町種市 17-47-1 

11:00～22:00／休：木曜日 

 

 

 

 
 

ダイバー定食 

1,600 円 
 

うにと天然ほやの町・洋野町から新鮮な海産物を全国にお

届けします。 

ウニ街道祭り定番の「喜利屋重」はもちろん、天然ほやづ

くしが楽しめる「ダイバー定食」もおすすめです。 

④ドライブイン まつはし（国道 45号線沿い） 

☎0194-65-2907／洋野町種市 12-27 

11:00～17:00／休：水曜日、12/31～1/3 

 

 

 

 
 

 
 

ネギ塩 

チャーシューメン 

700 円 

 
ラーメンや定食が豊富です。ウニ街道祭りメニューはもち

ろん、店主イチオシの「磯ラーメン」や「ネギ塩チャーシ

ュー麺」もどうぞ。 

⑤侍の湯 きのこ屋（侍浜海岸） 

（宿泊施設、日帰り入浴） 

☎0194-58-2311／久慈市侍浜町向町 7-133-5 

食堂 11:00～14:00、17:00～21:00／休：木昼 

 

 

 

 

 
海を望む展望大浴場 

 
 

三陸復興国立公園岩手北端の宿です。三陸海岸の自然に囲

まれ山海の旬に洗練されたお料理でもてなします。大浴場

やロビー、２階客室からは日の出が見えます。 

⑥北三陸磯料理 魚棚(久慈郵便局前) 
☎0194-52-0606／久慈市十八日町 1-15 

17:00～22:00／休：日曜日 

 

 
 

 

 

 

 

 
北三陸の食の宝庫・久慈に開店し、お客様からのご愛顧と

温かいご支援のおかげで３０年を迎えました。旬の素材を

使って料理長が腕をふるう御料理と旨い地酒を、ゆったり

と落ち着いて過ごせる空間でぜひお楽しみください。 
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⑦御食事処 あじ屋（道の駅くじ・歴通路広場） 

☎0194-52-2839／久慈市十八日町 2-16-3 

11:00～18:00／休：不定休 

 

 

 

 
生うに丼  

2,000 円～2,500 円 

 

 
道の駅くじ「やませ土風館」の正面にある歴通路（れとろ）

広場にあるお店で、ボリュームのあるメニューがリーズナ

ブルに食べられるお店です。 

⑧鮨処 きよ田(久慈市役所近く) 

☎0194-52-0800／久慈市川崎町 5-1 

11:30～14:00、17:00～23:00／休：日曜日 

 

 

 

 

 
上にぎり寿司 

2,000 円 

 
寿司・刺身・焼き物・揚げ物ほか、新鮮な魚介類をご用意

しお待ちしております。にぎりやちらしに、そばまたはう

どんがつく９００円～のランチもおすすめです。 

⑨割烹 小龍(久慈駅から徒歩 3分) 
☎0194-53-2522／久慈市巽町 1-12 

11:00～22:00／休：不定休 

 

 

 

 

 
うなぎは一年中ＯＫ 

（予約をおすすめ） 
 

創業昭和２８年、北三陸一の伝統を誇る老舗。吟味された

素材を確かな技で仕上げます。また、先代の始めたうなぎ

は国産活うなぎを使用し、仕込みの直前まで、きれいな湧

き水の池で泳いでいます。５０年以上使い続けられている

秘伝のタレと共にお楽しみください。 

⑩お食事処 おおみ屋(国道 45号線沿い) 

☎0194-52-1155／久慈市長内町 34-26-1 

11:00～20:00／休：12/31～1/2 

 

 

 

 

 
まめぶ定食 

1,350 円 

 
北三陸で獲れた新鮮な海の幸、郷土の味「まめぶ汁」など

ふるさとの旬の食材に料理人の技と心、四季の彩りをそえ

て、多彩なメニューで皆様のお越しをお待ちしておりま

す。 

⑪久慈グランドホテル レストランアゼリア 
(久慈駅東口) 

☎0194-52-2222／久慈市川崎町 10-15 

11:30～21:00（レストラン アゼリア） 

 

 

 

 

 
日替わりランチは 

アイスバー・ 

ドリンクバー付きで 

980円 
落ち着いた雰囲気、ゆとりある充実の館内施設。ご宴会、

パーティー、ウエディング、お食事など用途に合わせて幅

広くご利用いただけます。 

⑫Ｂｉｓｔｒｏｔ くんのこ 
(久慈琥珀博物館隣接) 

☎0194-59-3881／久慈市小久慈町 19-156-134 

11:00～14:30、ﾃﾞｨﾅｰ予約制 17:30～ 

休：第 3水曜日 
琥珀の森にある BistRot く

んのこ。お客様の健康、地

元の食材にこだわり海、山

の新鮮採れたてを調理し提

供するレストラン。 

ご家族でのお食事、記念日、

誕生日、会社の方たちとの

パーティーを落ち着いた雰

囲気を楽しめます。 

近くには博物館、琥珀ショ

ップもございますので、観

光をしながらアットホーム

なレストランでお食事はい

かがですか？  
発行：久慈広域観光協議会 0194-53-5756 
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⑬リストランテＰａｓｓｏ(国道 45号線沿い) 

☎0194-52-0888／久慈市長内町 17-89-11 

11:00～16:00、17:30～20:30／休：水曜日 
オススメは、やはり

生パスタ、もちもち

とした食感が魅力。

一番人気はカルボナ

ーラ。ほかにもトマ

トソースやミートソ

ースなどの定番、中

華風から和風、スー

プパスタなど種類も 

豊富に揃っています。自家製生地のピザやリゾット、グラ

タン、ドリア、カレーなどもあります。木の温もりを感じ

る落ち着いた雰囲気で、ゆっくりと美味パスタを堪能でき

ます。  

⑭福るる(国道 45号線沿い) 

☎0194-53-2900／久慈市長内町 17-95-8 

10:00～14:00、17:00～19:30／休：火曜日 
 

 

 

 

 
 

ウニ丼(卵とじ)  

1,800 円 

そば・うどん、丼ぶり、 

定食などの他に、セッ

トメニューも豊富にご用意しております。落ち着いた雰囲

気の店内で、ご家族やご友人とゆったりとしたひとときを

お過ごしください。 

⑮小袖海女センター(小袖海岸) 
☎0194-54-2261／久慈市宇部町 24-110-2 

(食堂)10:00～15:30 

 

 

 

 
うにごはん 500 円 

 

 

 
「北限の海女」で知られる小袖海岸の観光拠点。１階は観

光案内所や産直施設、２階には海女を紹介する展示コーナ

ー、３階には軽食スペースが設けられています。 

毎年 7 月～9 月には海女の素潜り実演が行われます。 

⑯新なぎさ食堂(国道 45号線沿い) 

☎0194-62-1555／久慈市宇部町 14-262 

11:00～15:00、17:00～20:00／休：不定休 
 

 

 

 
 
 

なぎさラーメン 
 

店の一番の名物は地 

元の食材をふんだん 

に使った、その名も「なぎさラーメン」。さっぱりとした

塩味ベースのスープは、細ちぢれ麺によく絡み、具材の海

産物との組み合わせも抜群。野田村を訪れたならぜひとも

あじわっていただきたい一品です。 

⑰レストラン ぱあぷる(道の駅のだ) 

☎0194-78-4191／野田村大字野田 31-31-1 

11:00～15:00／休：水曜日 

 

 

 

 
ぱあぷるラーメン  

1,000 円 

道の駅のだ２階にある 

地元のお母さんたちが

運営している農家レストラン。オススメはのだ塩の優しい

味わいが生かされた『のだ塩ラーメン』。ほかにも、特産

品の『南部福来豚』や地元の海産物を使用したメニューな

ど、様々な「野田村の味」を楽しむことができます。 

⑱国民宿舎 えぼし荘(国道 45号線からすぐ) 
☎0194-78-2225／野田村大字玉川 2-62-28 

11:30～14:00、18:00～20:00  

 

 

 
 

のだ塩海鮮ラーメン 

750 円 

太平洋を見下ろす高 

台にあり、全客室から

三陸の海を一望。野田村ならではの海の幸をメインにした

食事は、ご予算に応じて舟盛など特別料理や季節料理もご

用意します。レストランではランチ・お夕食、また露天風

呂・サウナも完備するお風呂は日帰り入浴もＯＫ。 

発行：久慈広域観光協議会 0194-53-5756 
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⑲レストハウス うしお(国道 45号線沿い) 

☎090-2023-6947／普代村白井 19-104-13 

11:00～15:00／休：不定休 

 

 

 

 
大沢橋梁を渡る三陸鉄道

を眺めることができます 

 
場所は国道 45 号沿いの高台にあり、建物の東面には窓が

広がり、普代の青い海を見ながら食事ができます。アワビ

定食やアワビ丼、生ウニ丼などが人気。季節によってお値

段は変わりますが、産地なので庶民派価格で味わえます。 

⑳御食事処 魚定(太田名部漁港) 

☎0194-35-3011／普代村 6-29-2 

11:00～15:00／休：不定休 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

具だくさんの磯ラーメン､焼魚までつく刺身定食はおなか

いっぱいになるボリューム。浜の呑兵衛たちのために単品

メニューも充実。刺身定食は要予約。営業時間はあるもの

の客次第と語るおおらかさもお店の魅力になっています。 

㉑国民宿舎 くろさき荘（黒崎園地） 
☎0194-35-2611／普代村 2-84-4 

(食堂)11:30～14:00／休：不定休 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

断崖が連なる壮大な景色。海の青と松林の緑。そんな自然

にすっぽりと包まれ、旅をする人にくつろぎを与える宿で

す。海の恵みをふんだんに使ったお食事は、舌を十二分に

楽しませてくれます。 

㉒松乃家食堂(北山崎園地) 

☎0194-33-2026／田野畑村北山 129-5 

10:00～15:00／休：大雨の時、11月～3月 
 

 

 

 

 

 

店主は断崖直下の海で

漁を営む現役漁師です

ので、６月～８月頃に 

は自ら採った天然のウニも食べられます。また、地元の

キレイな海水を煮詰めて昔ながらの製法で作られた塩と

コクのあるたのはた牛乳で作られた「塩ソフトクリーム」

はバスガイドさんにもリピーターがいるほど人気です。 

㉓北山崎白花シャクナゲ荘(北山崎園地) 

☎0194-33-2085／田野畑村北山 129-7 

夏季 11:00～17:00(冬季 11:00～16:00)／休：不定休 

 
 

 

 

 

 

 

財団法人日本交通公社の全国観光資源評価の「自然資源・

海岸の部」で国内で唯一、最高ランクの特 A 級に格付けさ

れた北山崎。その北山崎展望台目の前が、当荘、白花シャ

クナゲ荘です。宿泊、磯料理、郷土料理店です。当荘オー

ナーは現役漁師も兼用してますので一年を通して新鮮な

海の幸をご提供しています。 

㉔北山崎レストハウス(北山崎園地) 
☎0194-33-2021／田野畑村北山 129-8 

8:30～16:00（食堂は 11月下旬から４月下旬まで休業） 
三陸復興国立公園、北

山崎展望台まで 100ｍ。

店主は漁師で、従業員

の８割は漁家で、海産

物のこと、海のことな

ど話をするのが好きな

人ばかりです。人気は

ウニとイクラが半分ず

つ盛られた磯丼、磯ラ 

ーメン、まめぶ汁、じぇじぇじぇセット。 

売店では当店の漁師が採った田野畑産の海産物を大量、

低価格でお買い得！田野畑プレミアムソフト(昆布スプ

ーン付）、まめぶソフト、まめぶ汁などが好評です。 

発行：久慈広域観光協議会 0194-53-5756 
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