
 

・鍋街道祭り対象メニューが売り切れになる場合や、 
 店舗が臨時休業となる場合がございます。来店前に
 店舗へお問い合わせをお勧めいたします。

・各店舗のメニュー提供期間にご注意ください。
・営業時間、定休日、特典の有無は店舗により異なり
 ます。

・旬の食材を使用したメニューに関しては、掲載の提
 供期間内であっても、荒天や不漁、価格変動等により
 食材が確保できない場合は、提供を終了することがあ
 りますので、予めご了承願います。

参加店には
のぼりが立て
られています

問合せ
応募先

〒028-0061 岩手県久慈市中央 3-38-2
久慈広域観光協議会

「北三陸ご当地鍋街道祭り」事務局行
TEL　０１９４－５３－５７５６
FAX　０１９４－６６－８００６
H  P　http://www.kuji-tourism.jp/
Facebook　うにすけさん
Twitter　@unisuke_san

三陸鉄道の乗車券やグッズ、北三陸
の食材を抽選でプレゼント！

開催期間中、掲載の参加店において「鍋
料理」メニューご注文でスタンプを進
呈します。精算時にスタンプ台紙を提
示してください。スタンプは台紙１枚
につき１店舗１個まで、最大３店舗分
押印できます。
応募は、スタンプ台紙兼応募ハガキに
必要事項を明記し、アンケートにご記
入の上、切手を貼って郵送してくださ
い。記入のない応募は無効とさせてい
ただきます。

※スタンプ台紙兼応募ハガキは、参加店
　に設置しております。
※お一人様何枚でもご応募いただけます。
※ご記入いただきました個人情報は厳重
　に管理し、賞品の発送に関してのみ使
　用させていただきます。
※賞品の発送をもって当選の発表とさせ
　ていただきます。

スタンプ３店舗 三陸鉄道乗車券＆グッズ
10,000 円相当 ２ 名様

スタンプ２店舗  ５ 名様

スタンプ１店舗 10 名様

三陸鉄道

「リアス線」

2019 年３月 23 日

163 キロ新開通

出発進行！
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スタンプ台紙は

参加店に
設置してるよ～♪

スタンプラリーについて

三陸鉄道乗車券
2,000 円相当

北三陸の食材
1,000 円相当
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【協力】

洋野町・久慈市

野田村・普代村

田野畑村

三陸鉄道（株）

鉄道沿線 冬の “あったか鍋” さあ、実食！！



 

⑪福るる 
☎0194-53-2900 
久慈市長内町 17-95-8 

久慈駅から車で 10分 

○営 11:00～14:00/17:00～20:00 

○休火曜日 

●イチオシ鍋 

冬季限定鍋焼きうどん ほか 

     1,100円～1,580円 

（５名以上は前日要予約） 
※休業日は都合により変更と 

 なる場合があります。 

⑥鮨処 きよ田 
☎0194-52-0800 
久慈市川崎町 5-1 

久慈駅から徒歩 7分 

○営 11:30～14:00/17:00～23:00 

○休日曜日 

●イチオシ鍋 

豆乳たんたんきよ田鍋（～2/28） 

（要予約） ３人前 5,400円 
 

●その他のおすすめ鍋 

牛モツ鍋 ３人前 4,800円 

カモ鍋 ３人前 4,800円 

 

⑬国民宿舎えぼし荘 
☎0194-78-2225 
野田村大字玉川 2-62-28 

堀内駅から徒歩 35分 

陸中野田駅から車で 10分 

○営 11:30～14:00(L.O 13:45) 

18:00～20:00(L.O 19:30) 

●イチオシ鍋 

贅沢うにしゃぶしゃぶ定食 

（３日前要予約）    3,500円 
 

※日帰り入浴 12:00～21:00 

水曜日のみ 16:00～21:00 

田野畑村（Ｔａｎｏｈａｔａ） 

洋野町 

洋野町役場 

種市庁舎 

アグリパークおおさわ 

たねいち産直 

ふれあい広場 

大野海成段丘 

久慈渓流 

小袖海岸 

久慈琥珀 

内間木洞 

十府ヶ浦 

野田玉川鉱山跡 

普代水門 黒崎 

鵜ノ巣断崖 

道の駅おおの 

野田村役場 

もぐらんぴあ 

サッパ船 

アドベンチャーズ 

普代村役場 

田野畑村役場 

道の駅くじ 

道の駅たのはた 

久慈市役所 

アンバーホール 

⑤
☎0194-52-1155 
久慈市長内町 34-26-1 

久慈駅から徒歩 20分 

○営 11:00～20:00 ○休 12/31、1/1  

●イチオシ鍋 

海鮮まめぶ鍋御膳（～2/28） 

      1,800円 

●その他のおすすめ鍋 

豚キムチ鍋うどん（～2月末） 

       850円 

鍋焼きうどん（～2月末） 

       800円 
【特典】ドリンクバー 

 

久慈市 

野田村 

普代村 

田野畑村 

久慈市 

北三陸ご当地鍋街道祭り 

※駅からの所要時間はおおよその目安となります。 

※旬の食材を使用したメニューに関しては、掲載の提 

 供期間内であっても、荒天や不漁、価格変動等により 

 食材が確保できない場合は、提供を終了することがあ 

 りますので、予めご了承願います。 

※各店舗のメニュー提供期間にご注意ください。 

※団体や多人数でのご利用は事前予約をおすすめします。 

北山崎 

普代浜園地 

キラウミ 

②喜利屋
☎0194-65-5161 
洋野町種市 22-133-11 

ひろの水産会館３Ｆ 

種市駅から徒歩 10分 

○営 11:00～16:00 ○休木曜日 

●イチオシ鍋 

海賊鍋（～3/31） 1,500円 

 

③磯料理 喜利屋 
☎0194-65-2971 
洋野町種市 17-47-1 

種市駅から徒歩 20分 

○営 11:00～19:00 ○休木曜日 

●イチオシ鍋 

海賊鍋（～3/31） 1,500円 
●その他のおすすめ鍋 

ホタテ定食 1,800円 

北三陸セット 1,500円 

 

道の駅くじ 

三陸ジオパーク ジオサイト 
ジオパークとは、「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公

園（パーク：Park）」とを組み合わせた言葉で、「大

地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、丸ご

と楽しむことができる場所をいいます。 

三陸ジオパークは平成２５年９月に日本ジオパー

クとして認定されました。 

平成 30 年 12 月 15 日～平成 31 年 3 月 31 日 

⑭いち龍食堂 
☎0194-35-2653 
普代村 14-111-15 

普代駅から徒歩 10分 

○営 11:00～15:00/17:00～20:00 

○休不定休  

●イチオシ鍋 

なべ焼きうどん（～3/31） 

   720円 

 

⑯ くろさき荘 
☎0194-35-2611 
普代村 2-84-4 

普代駅から車で 10分 

○営要予約 

11:30～14:00/17:00～20:00 

○休不定休(団体貸切時は休み)  

●イチオシ鍋 

ふだいの浜潮だし はちはい鍋 

（～3/31） 

（要予約） ５人前 3,000円 
※追加料金 500円でシメの 昆布ラー 

メン or 昆布うどん 提供可。 

【特典】食後の入浴料半額 

 

※日帰り入浴 13:00～21:00 

火曜日のみ 16:00～21:00 

⑮御食事処 魚定 
☎0194-35-3011 
普代村 6-29-2 

普代駅から徒歩 30分 

○営 11:00～15:00 ○休不定休  

●イチオシ鍋 

漁師なべ「おおた鍋」定食 

1,180円 

１日限定５食（前日要予約） 

 

鍋料理を食べてスタンプを集めよう！ 
（掲載メニュー以外の鍋メニューも対象です） 

スタンプ台紙兼応募ハガキは、参加店に設置しております 

⑦久慈グランドホテル 

レストランアゼリア 
☎0194-52-2222 
久慈市川崎町 10-15 

久慈駅から徒歩 5分 

○営 11:30～14:00/17:30～20:40(L.O) 

●イチオシ鍋 

いちご煮鍋セット(～3/31) 

 3,000円 
【特典】ドリンクバー＆アイスバー 

いわて 

④うまもの屋食堂 
☎0194-52-8482 

久慈市夏井町鳥谷 7-65-1 

陸中夏井駅から徒歩 20分 

久慈駅から車で 10分 

○営 11:00～15:00 ○休土・日・月曜日 

●イチオシ鍋 

もち団子汁（～3/31） 650円 

 

①はまなす亭 本店 
☎0194-65-2981 
洋野町種市 22-131-3 

種市駅から徒歩 7分 

○営 11:00～15:00 ○休火曜日、年末年始 

●イチオシ鍋 

海鮮鍋焼きうどん 1,300円 

（冬季限定） 

 種市海浜公園 

⑩  福次郎 
☎0194-52-7183 
久慈市本町 3-28 

久慈駅から徒歩 7分 

○営平日 18:00～1:30(L.O) 

日祝 17:30～11:30(L.O) 

○休毎週火曜日、第４水曜日 

●イチオシ鍋 

くじホルモン鍋 756円 

⑨  山海里 
☎0194-66-9111 
久慈市中町 2-5-6 

(道の駅くじ・やませ土風館) 

久慈駅から徒歩 8分 

○営

○休 12/31、1/1 

●イチオシ鍋 

自家製 魚介つみれ鍋（～3/15） 
（魚の種類は時期のよって変わります） 

550円 
●その他のおすすめ鍋 

まめぶ汁 480円 

 

⑧北三陸磯料理 魚棚 
☎0194-52-0606 
久慈市十八日町 1-15 

久慈駅から徒歩 10分 

○営 17:00～22:00(L.O 21:30) 

○休日曜日 

●イチオシ鍋 

北三陸うに鍋（～3/31） 

（前日までに要予約） 

 １人前 1,200円 

 ３人前 3,300円 

 ５人前 5,000円 
【特典】ちょっぴり「ウニ金平糖」 

 

種市駅 

陸中夏井駅 

久慈駅 

陸中野田駅 

⑫ ぱあぷる 
☎0194-78-4191 
野田村大字野田 31-31-1 

(道の駅のだ) 

陸中野田駅から徒歩 1分 

○営 11:00～15:00 ○休水曜日 

●イチオシ鍋 

鍋焼うどん（～2/28） 

    800円 

 

堀内駅 

普代駅 

道の駅のだ 


