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日本スポーツマスターズ2022岩手大会
軟式野球競技参加者専用

日本スポーツマスターズ
2022岩手大会
公式LINEアカウントは
こちらから▶

発行者　岩手県沿岸広域振興局

岩手
三陸の

グルメカタログ＆
観光・復興情報
2022.9.1   10.31
G o u r m e t  c a t a l o g  &
t o u r i s t  a n d  re c o n s t r u c t i o n  g u i d e b o o k

ご注文期間

※画像は詰合せイ
メージです。

海の幸の詰合せが

抽選で当たる！
お買上げいただいた

方の中から抽選で

各月６名様、計12名様
に海の幸の詰合せ

をプレゼント！

★注文時に軟式野
球競技チーム名を

ご記入ください。

★当選者の発表は
賞品の発送をもっ

てかえさせていただ
きます。

購 入 特 典
chanc

e！



楽天イーグルス
奇跡の一本松球場

大槌町営野球場

釜石市平田
総合公園野球場

宮古運動公園
野球場

大船渡市営球場

住田町運動公園野球場

東日本大震災犠牲者慰霊追悼施設であ
り、東日本大震災の犠牲者を慰霊追悼
するとともに、震災の教訓を後世に伝え
る施設です。

観光交流拠点施設であり、地域の魅力
発信やにぎわいを創出し、観光交流を
促進する拠点施設です。

Unosato Visitor CenterKamaishi Memorial Park
釜石祈りのパーク 鵜の郷交流館

うのすまい・トモス

田野畑駅

宮古駅

鵜住居駅

釜石駅

盛駅

久慈駅

東日本大震災津波伝承館　
いわてTSUNAMIメモリアル

東日本大震災津波の悲劇を繰り返さないために、

災害の事実を踏まえた教訓の伝承と、復興支援

に対する感謝の発信を目的として令和元年に開館

した施設。館内には、写真、動画、被災した実

物資料など約150点を展示しています。

開館時間 9：00～17：00
 ※入館時間は16：30まで
休 館 日 年末年始（12/29から1/3まで）、臨時休館日
入 館 料 無料
所 在 地 岩手県陸前高田市気仙町字土手影180番地
 （高田松原津波復興祈念公園内）
電話番号 0192-47-4455
U R L https://iwate-tsunami-memorial.jp/

「東日本大震災の記憶や教訓を将来に伝えると

ともに、生きることの大切さや素晴らしさを感じ

られ、憩い親しめる場」として、複数の公共施

設を一体的に配置し、地域活動や観光交流を促

進する鵜住居駅前エリアとなっています。施設は

複合施設であり、「いのちをつなぐ未来館」・

「釜石祈りのパーク」・「鵜の郷交流館」の３つ

の施設からなっています。

開館時間 9：30 ～ 17：30
 ※冬季（11月～ 2月）は、9：30 ～17：00
休 館 日 毎週水曜日・年末年始
入 場 料 無料
所 在 地 

電話番号 0193-27-5666
U R L https://unosumai-tomosu.jp/

祈りのパーク・いのちをつなぐ未来館
岩手県釜石市鵜住居町4丁目901番2
鵜の郷交流館
岩手県釜石市鵜住居町4丁目900 

うのすまい・トモス

東日本大震災津波伝承館　

いわてTSUNAMIメモリアル

Unosumai Tomosu

▶ウェブサイトはこちらから

▶ウェブサイトはこちらから

iwate tsunami memorial

釜
石
市

陸
前
高
田
市

震災伝承と防災学習のための施設であ
り、震災の出来事や教訓とすべきことを
伝えるとともに、災害から未来の命を守
るための防災学習を推進する施設です。

Tsunami Memorial Hall

いのちをつなぐ未来館
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岩手
三陸の

「さんりく旅しるべ ～いわて三陸観光ガイド～」をご覧ください。
他にも見どころたくさん！

https://sanriku-travel.jp

ウェブサイトはこちらから▶

観光・復興を   体験!

被災地の「今」を車窓から「見て」「聞いて」「感じて」
いただき、自分達の防災について「考える」列車です。

三陸鉄道の車両を貸切できます。イベント企画などにも
ご活用できます。14日前までにお申し込みください。

三陸鉄道
震災学習列車

完全予約制

三陸鉄道
貸切列車

イベント車両（お座敷車両又はレトロ車両）

三陸鉄道では、大会期間に合わせて、
参加者の皆様に楽しんでいただける
企画列車を予定しております。

詳細はホームページでお知らせしますので、
ぜひチェックしてくださいね。

一般車両

三陸鉄道公式ホームページ https://www.sanrikutetsudou.com/

乗車区間により料金が変わります。
一般車両 40,000円　イベント車両 52,000円
※片道39kmまで
　例：釡石－盛、宮古－田野畑、宮古－岩手船越など
　それ以上の距離はお問い合わせください。

料金（1両・税込）

料金（1両・税込）

列車で移動しながら、三陸鉄道社員又は沿線住民が車内
で震災の状況などをご案内します。被災状況が見える場
所では、一旦停止又は徐行運転をいたします。

震災学習列車の内容

完全
予約制

完全
予約制

［田野畑 ― 久慈間］・［盛 ― 釜石間］
一般車両 43,300円　イベント車両 51,700円
［鵜住居 ― 宮古間］
一般車両 48,340円　イベント車両 56,740円
※岩手県内の利用団体が直接申し込まれる場合、利用者補助制度をご利用
になれます。

三陸鉄道株式会社旅客営業部　
TEL 0193-62-7000

お問合せ・お申込み

三陸鉄道株式会社旅客営業部
［田野畑－久慈間］［鵜住居－宮古間］については

TEL 0193-71-1170   FAX 0193-71-1200

三陸鉄道株式会社大船渡派出所
TEL 0192-27-9669   FAX 0192-27-9677

［盛－釜石間］については

お問合せ・お申込み

岩手県沿岸地域には、震災伝承施設や観光施設が各所にあります。
少し足を延ばして、震災を学べる施設や列車で三陸を体験しませんか？観光・復興を   体験!



石灰岩層で自然濾過された弱アルカリ
性の水で、熱を加えない製法で自然の
ままの味が楽しめます。久慈ありすと釜
石まなの特製ラベルで。

三鉄龍泉洞の水

●内容量：三鉄龍泉洞の水５００ｍｌ×２４本
●賞味期限：製造日より730日
●製造者：岩泉ホールディングス株式会社

価格 3,800円（内税）
常 温

注文
番号 001
送料込

しゅわしゅわ、さわやか米崎りんごサイ
ダー。海とりんご園の風景が広がります。
濃厚な米崎りんご果汁10%。

陸前高田　
米崎りんごサイダー
（6本セット）

●内容量：米崎りんごサイダー340ｍｌ×６本
●賞味期限：製造日より1年6ヶ月
●販売者：らら・ぱれっと

価格 2,900円（内税）
常 温

注文
番号 002
送料込

酸味と甘みが舌の上でしゅわっと踊る
山葡萄サイダー、そしてクロモジのさわ
やかな香りが際立つ黒文字クラフト
コーラ、爽やか飲料セットです。

山葡萄サイダー＆
黒文字クラフトコーラ

●内容量：山葡萄サイダー３４０ｍｌ×３本
黒文字クラフトコーラシロップ２６０ｇ×１本
●賞味期限：製造日より1年
●販売者：一般社団法人 思惟の風

価格 4,000円（内税）
常 温

注文
番号 003
送料込 南北リアス線の運行再開に合わせ販売

を開始した三陸鉄道沿線の酒蔵自慢
の地酒２本セット。

鐵の道セット

●内容量：鐵の道（浜千鳥・福来）
７２０ｍｌ×各１本
●製造者：株式会社浜千鳥・株式会社福来

価格 4,100円（内税）
常 温酒類・日本酒

注文
番号 004
送料込

岩手県産ふじりんごを主体にフルー
ティーなアロマの自社畑産ナイヤガラ
を使用した微発泡のシードルとマス
カットベーリーAを主体に白系品種を
アッサンブラージュした爽やかな果実
味のロゼスパークリングの2本セット
です。

リアスワイン　
海のペティアン
（2本セット）

●内容量：海のペティアン ポムレザン2021×
１本、海のペティアン ロゼ2021×１本
●製造者：有限会社 神田葡萄園

価格 5,400円（内税）注文
番号 005
送料込

千両男山 純米酒「港に朝日、水面の
光。」には、酒米「華吹雪」を使用。口
当たりがスッキリで食中酒におすすめ。
千両男山 上撰 さんてつワンカップは
三鉄の車両イラストが目を引く、さらっと
した味わいの、上品なお酒です。

千両男山　
三鉄ラベルギフトセット

●内容量：純米酒 港に朝日、水面の光。720
ｍｌ×１本、上撰 三鉄カップ180ｍｌ×２個
●製造者：株式会社 菱屋酒造店

価格 3,000円（内税）注文
番号 006
送料込常 温酒類・ワイン 常 温酒類・日本酒

岩泉町 陸前
高田市

田野畑
村 釜石市

・
久慈市

陸前
高田市 宮古市

沿岸グルメをおうちで体 験!  岩手
三陸の

alcoho l・dr ink

沿岸グルメをおうちで体 験!  



鮮度の良い魚と、オリジナルの無添加
のタレにこだわり、１つずつ丁寧に製造
しました。解凍するだけで手軽に三陸の
漬け丼を楽しめます。

三鉄×石山水産　
三陸漬け丼の具セット

海の恵み seafood

●内容量：漬け丼の具600ｇ（カツオしょうゆ、
カツオごま、トラウトサーモンしょうゆ、トラウト
サーモンごま、タラしょうゆ、タラごま　各１００ｇ）
●賞味期限：製造日より180日間
●製造者：石山水産株式会社 大槌工場

価格 4,200円（内税）
冷 凍

注文
番号 007
送料込

肉厚のホタテ貝柱と旨味を閉じ込めた
蒸し牡蠣、水揚げし直ぐに剥き身にし
急速冷凍した採れたてのむきほやをご
賞味ください。解凍してそのままお召し
上がりいただけます。

ホタテ貝柱・蒸し牡蠣・
むきほや詰合せ

●内容量：ホタテ貝柱２００ｇ、
蒸し牡蠣２００ｇ、むきほや２００ｇ
●賞味期限：製造日より30日
●製造者：鎌田水産 株式会社

価格 4,500円（内税）
冷 凍

注文
番号 008
送料込

岩手県沖合で漁獲される魚「さんま・鮭・
ぶり」を使用して、干物や漬け魚を焼き
上げた商品です。常温保存できますの
で、お手軽にお召し上がりいただけます。

骨まで食べる三陸魚
（5種セット）

●内容量：三陸魚の山ぶどう漬焼き（さんま）×１、
三陸干物の塩焼き（さんま）×１、三陸干物の
みりん焼（さんま）×１、三陸魚のこうじ漬焼き
（ぶり・鮭）×各１
●賞味期限：製造日より150日
●製造者：TRS食品 有限会社

価格 4,600円（内税）
常 温

注文
番号 009
送料込 だしの味わいをベースに、無添加で味付

をした商品が勢ぞろい。
貰って嬉しい、食べて美味しいお品を
セレクトしました。

夏の味比べ

●内容量：木村の出汁で磯どんぶりの素９０ｇ
×２、宮古サーモン漬１００g×２、さば昆布じめ
１枚×２、いかめし１本入×２、帆立南蛮漬１００ｇ
×２
●賞味期限：製造日より９０日
●製造者：有限会社 木村商店

価格 6,800円（内税）
冷 凍

注文
番号 010
送料込

世界のブランド「吉浜干鮑」と原料が同じ
で世界で一番美味といわれる「エゾ鮑」
と、その肝を新鮮なうちにプロトン凍結。
家庭の冷凍庫でも長期間味が変わりま
せん。あわびの精「鮑肝醤油」は農林水
産大臣賞を受賞。

三陸天然あわびづくしセット

●内容量：あわび120ｇ(２～３個）、あわび肝
１５０ｇ×１袋、あわびの精１００ｍｌ×１本、あわび
剥きヘラ、軍手
●賞味期限：製造日より１８０日
●製造者：野村海産 株式会社

価格 6,000円（内税）
冷 凍

注文
番号 011
送料込 三陸の海の宝、魚介類をかわいい牛乳

瓶に詰め込んだホテル特製の瓶ドン3種
セット。ご家庭でご飯の上にぶっかける
だけで豪華海鮮丼が楽しめます。

瓶ドン・浜ノ宝（3本セット）

●内容量：浜ノ宝海鮮ミルフィーユ（イクラ・
ホタテ・メカブ）、浜ノ宝焼きウニミルフィーユ
（焼きウニ・イカ・メカブ）、浜ノ宝紅葉漬（イクラ・
トラウトサーモン）80ｇ×各１本
●賞味期限：製造日より１８０日
●製造者：浄土ヶ浜パークホテル

価格 5,000円（内税）
冷 凍

注文
番号 012
送料込

大槌町
・

山田町 大船渡
市

大槌町 山田町

大船渡
市 宮古市

沿岸グルメをおうちで体 験!  岩手三陸沿岸からおすすめの美味しいものをご紹介します。
ご自宅用はもちろん、大切な方への贈りものにもいかがですか？

お申し込み受付期間お申し込み受付期間お申し込み受付期間

2022年10月31日（月）まで
お申し込み受付期間

2022年10月31日（月）まで
お申し込み
方法



めかぶ醤油漬にあわびをトッピングした
「あわび海宝漬」。ホタテとウニを使用し
た「うに海宝漬」。茎わさびがアクセント
の「わさび漬」。三陸産ウニを練り込んだ
「黄金のうに」。中村家の人気商品の
詰め合わせです。

黄金海宝漬

●内容量：あわび海宝漬、うに海宝漬、ほたて
数の子わさび漬　各１００ｇ、黄金のうに６０ｇ
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：有限会社 中村家

価格 6,700円（内税）
冷 凍

注文
番号 013
送料込

宮古トラウトサーモンは西京漬、秋鮭は
塩麹漬にし、定番のホッケの干物をセット
にしました。素材本来の旨味・風味が際
立つよう一枚一枚丁寧に仕上げました。
加熱してお召し上がり下さい。

佐々由おまかせセット

●内容量：宮古トラウトサーモン西京漬×３、
秋鮭塩麹×３、開ホッケ（北海道）×３
●賞味期限：製造日より30日
●製造者：株式会社 佐々由

価格 5,300円（内税）
冷 凍

注文
番号 014
送料込

グラスフェッドのヤギミルクをたっぷりと
練り込んで焼き上げ、しっとりと甘さをおさ
えたカステラとヤギミルクを使用し、ひとつ
ひとつ心をこめて焼き上げた素朴で優し
いクッキーの詰合せです。クッキーは三鉄
オリジナルラベル缶でお届けします。

ヤギミルクカステラ×
クッキーセット

●内容量：ヤギミルクカステラ プレーン×１、
ヤギミルククッキー スイート×１
●賞味期限：（カステラ）製造日より１４日、
（クッキー）製造日より１８０日
●製造者：しあわせ乳業 株式会社

価格 3,500円（内税）
常 温

注文
番号 015
送料込

●内容量：あまざけ９８ｇ、大吟醸８８ｇ、抹茶
９５ｇ、甲子柿１１１ｇ、いくら醤油９２ｇ、海汐
バニラ８２ｇ、ごま９６ｇ、かまだんご１００ｇ、林檎
のキャラメリゼ８３ｇ
●製造者：株式会社 かまいしDMC

価格 4,900円（内税）
冷 凍

注文
番号 016
送料込

栗の甘露煮をつぶし自家製栗あんに
バターを混ぜて包んで焼き上げた「焼き
マロン」と自家製栗あんを小豆黄身時雨
にバターを入れた案で包んで蒸し上げた
「はぜ栗」の詰合せです。

焼きマロン・はぜ栗詰合せ

●内容量：焼きマロン5個、はぜ栗5個
●賞味期限：製造日より30日
●製造者：有限会社 中松屋

価格 3,700円（内税）
常 温

注文
番号 017
送料込

田野畑村の酪農家の厳選された新鮮
な生乳を１００％使用したアイスセット。
定番のバニラのほか、江刺りんごなど
特徴あるラインナップです。

たのはたアイスセット
（8個入り）

●内容量：たのはたアイス１２０ｍｌ×８個（バニラ・
江刺りんご・ごま・抹茶　各２個）
●賞味期限：製造日より３６５日
●製造者：一般社団法人 田野畑村産業開
発公社

価格 4,000円（内税）
冷 凍

注文
番号 018
送料込

地元釜石の原材料に徹底的にこだわり
抜き、地域の生産者さんが自信を持って
提供する素材の味を、ジェラートにしました。
釜石に構えるお店やキッチンカーで提供
している20種類を超えるフレーバーの中
から、人気の9種類を一つにまとめた釜
石の魅力が詰まったギフト。

「甲子柿」「大吟醸」から「いくら醤油」
「林檎のキャラメリゼ」まで、バラエティ
豊富な味をお楽しみいただけます。

三陸ジェラート（9種セット）

釜石市 宮古市

宮古市 釜石市

岩泉町 田野畑
村

スイーツ sweets

オンラインショップから
お申し込み（24時間受付）インターネットから F A Xから

裏面のFAX注文用紙から
必要事項を記入して
お申し込み（24時間受付）https://santetsuya.com



リピーター続出、岩手県産骨付鶏手羽
が丸ごと入ったチキンカレー。龍泉洞黒
豚を使用したポークカレー、岩手県産
牛を使用したビーフカレーとセットで。

三鉄カレーセット

グルメ

●内容量：三鉄チキンカレー２５０ｇ×２袋
三鉄ポークカレー２５０ｇ×１袋
三鉄ビーフカレー２５０ｇ×１袋
●賞味期限：製造日より１８０日
●製造者：特定非営利活動法人イーハトーブ
とりもと

価格 3,200円（内税）
常 温

注文
番号 019
送料込

あっさりスープに、こだわりの縮れ麺
「釜石らーめん」。澄んだ塩スープが
三陸そのもの「三陸磯らーめん」。
味噌と酒粕の黄金バランス「大吟醸
らーめん」。全てが一線を画すこだわり

釜石らーめん
５種食べ比べセット

の一杯「うにらーめん」。三陸の春香る
「オキアミらーめん」のセット。

●内容量：金の釜石らーめん×２、銀の三陸
磯らーめん×２、銅の大吟醸らーめん×２、うに
らーめん×２、オキアミらーめん×２
●賞味期限：製造日より１８０日
●販売者：釜石振興開発 株式会社

価格 4,300円（内税）
常 温

注文
番号 020
送料込

ホロホロになるまで煮込んだ臭味の
ない鹿肉とトマトベースのソースに味噌
を加えたコクのある和風シチューの缶詰
です。

山ジビエ缶詰（3個入）

●内容量：山ジビエ缶詰（大槌鹿のコク旨
シチュー）×３
●賞味期限：製造日より２年
●製造者：MOMIJI株式会社

価格 3,300円（内税）
常 温

注文
番号 021
送料込

岩手の大自然の中、抗生物質や合成
抗菌剤は一切使わず丹精込めて育て
られた「岩手で育てたフランス赤鶏」と
「絶品合鴨」を独自の製法で加熱加工
しました。サラダチキンデリ４種、合鴨
ロースト２種の詰合せです。
加熱済み商品ですので解凍してそのま

アマタケ・サラダチキンデリ＆
鴨ロースト詰合せ

●内容量：アマタケ・サラダチキンデリ（いぶり
がっこチーズ・林檎と無花果・はちみつレモン・
つぶつぶとうもろこし）１００ｇ×各１、アマタケ・
岩手で育てた絶品鴨（和風ロースト１５０ｇ×１、
ローストパストラミ１４０ｇ×１）
●賞味期限：製造日より１８０日
●製造者：株式会社アマタケ

価格 4,000円（内税）注文
番号 022

冷 凍送料込

岩泉名物・炭鉱ホルモン鍋に「母さん
のまろやか味噌味」が加わりました。
人気の醤油味「甘さ不要の男味」と
食べ比べをお楽しみください。

岩泉炭鉱ホルモン鍋
食べ比べセット

●内容量：岩泉炭鉱ホルモン鍋「甘さ不要の
男味」３人前４００ｇ×１、岩泉炭鉱ホルモン鍋
「母さんのまろやか味噌」３人前４００ｇ×１
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：上あめや

価格 2,600円（内税）注文
番号 023

冷 凍送料込
住田町産希少山菜「行者にんにく」使用
のソーセージ、人気の肉厚ハンバーグ・
すみた丼（豚丼）、新商品の生餃子
（こちらも行者にんにく入）をギュッと詰
めました。

ありすぽ～く
加工品人気の詰合せ

●内容量：行者にんにく入りフランク１８０ｇ×１、
行者にんにく入りウインナー１２５ｇ×１、ウイン
ナー（プレーン）１２５ｇ×１、すみた丼１４０ｇ×２、
生ハンバーグ１５０ｇ×２、生餃子（行者にんにく
入）１５個入×１
●賞味期限：製造日より６ケ月
●製造者：有限会社 ありす畜産

価格 4,000円（内税）
冷 凍

注文
番号 024
送料込

ま食べられます。お酒のお供やオード
ブルにも最適です。

宮古市 釜石市

岩泉町 住田町

大槌町 大船渡
市

gourmet

※画像は詰合せイメージです。

お買上げいただいた方の中から抽
選で各月

６名様、計12名様に海の幸の詰
合せをプレ

ゼント！
★注文時に軟式野球競技チー

ム名をご記入ください。

★当選者の発表は賞品の発送
をもってかえさせていただきま

す。海の幸の詰合せが
抽選で当たる！

購入特典chan
ce！
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