
トモエタクシー 田屋町1－30－29
TEL 0194－53－5251

久 慈 タ ク シ ー 小久慈町36－25－39
TEL 0194－52－3131

ヒカリ総合交通 小久慈町36－25－39
TEL 0194－52－3333

陸中観光タクシー 十八日町2－30
TEL 0194－53－4321

当店の琥珀製品は、「あまち
ゃん」に登場したトンネル
（当社の琥珀採掘坑道）から
採掘した天然の琥珀原石を自
社で大切に研磨・加工した
100％久慈産の逸品です。自
信をもってお勧めします。

「くんのご」by上山琥珀工芸
久慈市中町2‒5‒6 
道の駅くじ「やませ土風館」内
TEL 0194‒52‒0589
FAX 0194‒66‒9166

陸中海岸国立公園
い わ て 久 慈
陸中海岸国立公園
い わ て 久 慈

久慈商工会議所 http://kujicci-iwate.jp/
一般社団法人 久慈市観光物産協会　　久慈市観光案内所 中町2－5－6　TEL0194－66－9200

TEL0194‒52‒1000 FAX0194‒52‒1051

久慈商工会議所
一般社団法人 久慈市観光物産協会

駅裏にそびえ立つホテル
ご宿泊・お食事・ご宴会にどうぞ
久慈市川崎町10‒15　☎52‒2222　フリーダイヤル0120‒10‒2225
●アクセス/久慈駅から徒歩で約５分
●客室料金/シングル6,750円～、ツイン13,000円～●カード/JCB､VISA､ﾏｽﾀｰ他

久慈グランドホテル

バス・トイレ付和室。法人限定1室2名以上（割引有）
久慈市中の橋1‒20　☎53‒5111 FAX53‒3271●アクセス／久慈駅から徒歩で約3分
●客室料金／素泊まり 5,200～9,000円、夕食1,300円、朝食900円、弁当500円
　　　　　　※滞在割引あり、部活割引あり
●カ ー ド／VISA、JCB、DC、UC、デビット、マスター他多数

日本一の白樺林と四季折々の自然美を眺望できる平庭山荘と
欧風感あふれるウッディなコテージ白樺村
久慈市山形町来内20‒13‒1　☎72‒2700 FAX72-2701●アクセス/久慈駅から車で40分
●客室料金/１泊２食付シングル7,550円～10,130円●疲れた体は、
しらかばの湯でゆったり癒して下さい。●カード／DC、VISA

ホテル 福乃屋

久慈駅正面。便利さとくつろぎを提供。
久慈市中央3‒2　☎53‒5281　予約専用/フリーダイヤル0120‒53‒5281
●アクセス／久慈駅から徒歩で約1分
●客室料金／シングル5,600円～6,500円●カード／VISA　他

久慈ステーションホテル

久慈市中央2‒11　☎52‒8111 ●アクセス/久慈駅から徒歩で約２分
●客室料金／シングル6,000円、ツイン10,800円
●カード／JCB、VISA、マスター　他

久慈第一ホテル

センターハウス　平庭山荘

東北随一pH10.8の強アルカリ性温泉でお肌つるつる。
のんびりと山の幸、海の幸をお楽しみください。
久慈市山根町下戸鎖4‒5‒1　☎57-2222  FAX57-2225●アクセス/久慈駅から車で20分
●客室料金/１泊２食付 ビジネス6,500円 レギュラー7,500円～
ホームページ http://beppinnoyu.com

新山根温泉　べっぴんの湯

普通車（4人乗り）5,000円　ジャンボ（9人乗り）8,000円1時間コース
久慈駅　　 小 久 慈 焼　　 久慈琥珀博物館　　 久慈駅
久慈駅　　 三船記念館　　 久慈渓流不老泉　　 久慈駅

Ａ プラン
Ｂ プラン

ビジネスに、レジャーに、観光に
抜群の利便性と快適さ。

市内観光
タクシー
プ ラ ン

久慈くる宿なび久慈地区
旅館ホテル空室情報

　産直野菜と特産品を販売しております。
　定食が好評の「レストラン食楽」もご利用く
ださい。

ふるさと物産センター

久慈市山形町川井8‒13‒14 TEL 0194‒72‒3131
●アクセス　道の駅白樺の里やまがた内

岩手きずな号

岩手県北バス久慈営業所

久慈市川崎町16‒5 TEL 0194‒53‒5200
●アクセス　ＪＲ久慈駅より徒歩５分　久慈市役所向い

「北三陸のホンモノ」を揃え、贈り物や詰合せなどご要望
にお応えいたします！観光案内や休憩施設、コインロッカ
ーも完備しております。

駅近アンテナショップ　大判小判

久慈市中央3-1 TEL 0194-52-3538
営業時間:午前9時～午後6時(水曜日定休日)
●アクセス　三陸鉄道久慈駅、ＪＲ久慈駅より徒歩1分

「まめぶ汁」も
あります! 観るだけで元気になる!!

海女丼の食べ方動画公開中➡

「しっとり洗顔石鹸３ヶセット」は、しっと
り、すべすべのお肌ケア。洗い上がりもす
っきりとし、ツッパリ感のない石鹸の詰め
合わせ。「べっぴんの湯プチギフト」は、
しっとり、すべすべのお肌ケア。プレゼン
ト用にセット化した商品です。「久慈･にほ
んみつばちのはちみつ飴」は、地元の人
が育てたにほんみつばちが集めた蜂蜜を
使い、昔ながらの製法で作られた商品、携
帯しながら楽しめるパック入り飴。「久慈･
山ぶどうワイン飴」は、地元産山ぶどうワ
インを使い、昔ながらの製法で練り上げ
た山ぶどうのほのかな香り、味のする商
品。

久慈市山根町下戸鎖4‒5‒1
TEL 0194‒57‒2222 FAX 0194‒57‒2225新山根温泉 べっぴんの湯

道の駅くじの道の駅くじの
あ ま どん♬

♪
海の幸を食べるなら～♬

♪
海の幸を食べるなら～ 海女丼海女丼!!

やませ土風館
地場食材レストラン山海里

TEL（0194）52-2289 事務局
街の駅久慈（　　　） TEL0194-52-2289　FAX0194-61-1879

株式会社街の駅・久慈
久慈市中町二丁目5-1

久慈のお土産を選ぶならココ!
物 産 館「土 の 館」

道の駅
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三 河 交 通 観 光 中央2－13
TEL 0194－53－6161

北三陸と首都東京を結ぶ夜行バス＊好評運行中＊
＊予約制運賃　
片道6,000円
～ 9,600円
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第20回全国菓子博覧会　全菓博大賞受賞
第23回全国菓子博覧会　技術優秀賞受賞
第24回全国菓子博覧会　技術優秀賞受賞

久慈市十八日町2‒1
TEL0194‒52‒3555 FAX0194‒52‒7159

「海女の塩プリン」は、海水が結晶化してできた「プレミアムのだ塩」を使用、口の中に入れて
とろ～りなめらかなプリンに仕上げました。「銘菓ぶすのこぶ」は、小豆を一昼夜糖蜜にねかせ、
じっくり炊き上げた「粒あん」に「特性バター時雨種」をまぶし、高温でさっと焼きあげた沢菊
の代表銘菓です。「銘菓十段」は、黄味あんを乳菓で包んで焼き上げました。久慈市名誉市民の
柔道家、三船十段の柔道の伝統にも劣らず真心込めて作り上げた銘菓十段です。

「海女の塩プリン」は、海水が結晶化してできた「プレミアムのだ塩」を使用、口の中に入れて
とろ～りなめらかなプリンに仕上げました。「銘菓ぶすのこぶ」は、小豆を一昼夜糖蜜にねかせ、
じっくり炊き上げた「粒あん」に「特性バター時雨種」をまぶし、高温でさっと焼きあげた沢菊
の代表銘菓です。「銘菓十段」は、黄味あんを乳菓で包んで焼き上げました。久慈市名誉市民の
柔道家、三船十段の柔道の伝統にも劣らず真心込めて作り上げた銘菓十段です。

久慈市旭町8‒2‒2
TEL0194‒52‒3710 FAX0194‒52‒2808

久慈市湊町20‒12‒1 
TEL 0194‒53‒2441 FAX 0194‒53‒0063

久慈市湊町20‒12‒1 
TEL 0194‒53‒2441 FAX 0194‒53‒0063

南部地方に伝わる昔ながらの体に優しい自然
食品。懐かしい味わいをお届けします。

まめぶ味
新発売

「海女の塩どら」は、
三陸海岸と北限の
海 女をイメージし、
手作り直煮製塩法の
のだ塩を使用し、皮に
は太平洋の波をイメ
ージした焼印を施して
います。「黒豆ケーキ」
は、岩手の厳選素材を
原材料にこだわって作
ったホームメイドケーキ
です。「山ぶどうゼリー」
は、岩手県産の山ぶどう
果汁に、寒天・砂糖を加え
たシンプルなゼリーです。

清林堂菓子舗

ドリームアップ

洋菓子ミリオンベル ㈲総合農舎山形村 あすリード本舗

らーめんの千草

㈱ 福　　来 呉服 えんどう

株式会社
岩手麺製造本舗

岩手県ふるさと認証食品観光みやげ品指定

「きぶどうジャム」は、県内産
山ぶどうのソース状ジャム。ヨ
ーグルト等に混ぜてお召し上
がりいただけます。「完熟山の
きぶどう」は、より完熟した県
内産山ぶどうだけを使用した
100％ストレートジュース。酸味
が弱く、自然な甘さを有する深
いコクが特徴。「山のきぶど
う」は、鉄分、ポリフェノールの
多い山ぶどう果汁100％のスト
レートジュース。

阿部煎餅店
久慈市小久慈町19‒156‒133

TEL 0194‒59‒3821 FAX 0194‒59‒3515

㈱ 佐幸本店

「琥珀ボールペン」は、グリップ部分に特殊技術
によるプレスアンバー使用。軸色はシルバーの
他、ブラック、ピンク、ブルーの計４種。「琥珀の
森せっけん」は、琥珀末に仕上げた材料をミネラ
ルたっぷりのせっけんの中に融合し、肌を整え保
湿の効果を生み出します。

優良ふるさと食品中央コンクール
農林水産大臣賞受賞

久慈市湊町19‒26‒7 TEL 0194‒53‒2740

原料は小麦粉に健康食品のゴマ。子供やお年
寄りまで味わえるよう、柔らかく焼き上げて
います。

短角牛の旨味を凝縮、
特製和風しょうゆだ
れが短角牛の旨味を
引き出しています。

短角牛の旨味をたっ
ぷりじっくり煮込ん
であるので肉も柔ら
か。甘口、中辛、辛
口あり。

三陸産のうにとあわびを使用し、米は
岩手県産米ひとめぼれを使用した原料
にこだわった雑炊です。

久慈の海女さん
をイメージした
当店オリジナル
キ ャ ラ ク タ ー
「くじっこ海女
ちゃん」を南部
せんべいにプリ
ントしました。

今まで見たことのない
イカの姿がインパクト
です。
楽しみながら味わえる
新しい干しイカをご賞
味ください。

久慈市中町2‒5‒6 道の駅くじ「やませ土風館」内
TEL･FAX 0194‒61‒1877

くるみと蜜とバター生クリームをソフトクッキー
で挟んだ菓子。

久慈市の郷土料理
「まめぶ」をイメージした
お菓子です。黒糖パフにクルミ入り塩バターを
サンドして「まめぶ」の味わいを演出しています。

久慈市十八日町2‒22
TEL 0194‒52‒3377
FAX 0194‒52‒3377

久慈市中央2‒12 久慈駅から徒歩3分
TEL･FAX 0194‒52‒1352

◆まめぶっせ◆◆まめぶっせ◆

◆ねじれイカ◆

南部地方に伝わる昔ながらの、体に優しい
自然食品。懐かしい味わいをお届けします。
南部地方に伝わる昔ながらの、体に優しい
自然食品。懐かしい味わいをお届けします。

久慈市川崎町8‒8
TEL 0194‒53‒1524 FAX 0194‒53‒1524

久慈市川崎町8‒8
TEL 0194‒53‒1524 FAX 0194‒53‒1524

四 作 商 店

久慈市山形町の郷
土料理、まめぶ汁
に入っている小麦
団子、中に鬼くる
みと黒砂糖が入っ
ています。

久慈市中央3‒37 TEL 0194‒52‒2617 久慈市夏井町鳥谷7‒65‒1
TEL0194‒52‒8482
FAX0194‒61‒1105

久慈市夏井町鳥谷7‒65‒1
TEL0194‒52‒8482
FAX0194‒61‒1105

◆田村牧場短角牛
　　　ビーフカレー◆
◆田村牧場短角牛
　　　ビーフカレー◆

◆いちご煮雑炊◆

◆田村牧場短角牛
　　　　ジャーキー◆
◆田村牧場短角牛
　　　　ジャーキー◆

ヨイニク

久慈市長内町32‒15‒2 TEL･FAX0194‒61‒4129久慈市長内町32‒15‒2 TEL･FAX0194‒61‒4129

久慈市長内町29‒29‒5
TEL 0194‒61‒1116 FAX 0194‒52‒1032㈲北三陸天然市場

久慈市×岩手大学×北三陸天然市場が一緒に作った一夜
干しです。天然ハーブエキスと特別な乾燥製法で日持ち
を実現し、ふっくらジューシーに仕上げました。塩分控
えめで魚本来の美味しさを味わっていただけます。北三
陸の美味しい魚を〝そのまんま〟に食卓に届けます！ 

久慈市×岩手大学×北三陸天然市場が一緒に作った一夜
干しです。天然ハーブエキスと特別な乾燥製法で日持ち
を実現し、ふっくらジューシーに仕上げました。塩分控
えめで魚本来の美味しさを味わっていただけます。北三
陸の美味しい魚を〝そのまんま〟に食卓に届けます！ 

◆潮騒の一夜干しセット◆◆潮騒の一夜干しセット◆

久慈市山形町霜畑12-105
TEL 0194‒75-2929 FAX 0194‒75-2930

久慈市長内町18-14-1
TEL 0194-52-7086 FAX 0194-52-7089

岩手県久慈市山形町の特産である短角牛を素
材に「安心で美味しい」をテーマに作りました。
短角牛の素材の味をお楽しみください。
※保存料等は使用しておりません。

塩ウニの製造工程で生み出される「カゼ水」を
スープにたっぷりと使用したので、ウニの風味
をお楽しみいただけます。

◆うにラーメン◆◆うにラーメン◆

久慈市二十八日町1‒10
TEL 0194‒53‒6997 FAX 0194‒53‒6997

久慈市大沢9‒42‒2
TEL 0194‒55‒3111㈹ FAX 0194‒52‒7159

昭和23年創業、50年以上地域に愛されてき
たラーメンです。自家製の麺と鶏の旨味の詰
まった一杯をご家庭でもお楽しみください。

千草の手作りラーメンセット 熟成した細切り縮れ麺と、エビ、カニ、ホタテ
のエキスをたっぷり使用したスープで三陸海
岸をイメージ。

熟成した細切り縮れ麺と、エビ、カニ、ホタテ
のエキスをたっぷり使用したスープで三陸海
岸をイメージ。

家庭でも本格的なラーメンが楽しめます。

久慈市小久慈町2-2-15
TEL 0194‒53‒3121 FAX 0194‒53‒3700

福
来
大
吟
醸

久慈市宇部町5‒31
TEL 0194‒56‒2221
FAX 0194‒56‒2222

飲む人、売る人、造る人の幸せを願って造
られた、香味のバランスがよいお酒です。

ＮＨＫ朝の連続テ
レビ小説「あまち
ゃん」で使用され
たものと同じ絣で
作った海女衣装の
絣半纏です。

久慈市二十八日町1‒17 TEL 0194-52-2327

あまちゃん
絣半纏
（赤帯付）

岩手久慈っこ本舗

老舗 佐々木煎餅店

まめぶの家 碁石商店

いわて短角牛 
厚切りビーフシチュー

いわて短角牛 
すじ肉ごろごろカレー

いわて短角牛 
ごはんの素

いわて短角牛 
厚切りビーフシチュー

いわて短角牛 
すじ肉ごろごろカレー

いわて短角牛 
ごはんの素
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第20回全国菓子博覧会　全菓博大賞受賞
第23回全国菓子博覧会　技術優秀賞受賞
第24回全国菓子博覧会　技術優秀賞受賞

久慈市十八日町2‒1
TEL0194‒52‒3555 FAX0194‒52‒7159

「海女の塩プリン」は、海水が結晶化してできた「プレミアムのだ塩」を使用、口の中に入れて
とろ～りなめらかなプリンに仕上げました。「銘菓ぶすのこぶ」は、小豆を一昼夜糖蜜にねかせ、
じっくり炊き上げた「粒あん」に「特性バター時雨種」をまぶし、高温でさっと焼きあげた沢菊
の代表銘菓です。「銘菓十段」は、黄味あんを乳菓で包んで焼き上げました。久慈市名誉市民の
柔道家、三船十段の柔道の伝統にも劣らず真心込めて作り上げた銘菓十段です。

「海女の塩プリン」は、海水が結晶化してできた「プレミアムのだ塩」を使用、口の中に入れて
とろ～りなめらかなプリンに仕上げました。「銘菓ぶすのこぶ」は、小豆を一昼夜糖蜜にねかせ、
じっくり炊き上げた「粒あん」に「特性バター時雨種」をまぶし、高温でさっと焼きあげた沢菊
の代表銘菓です。「銘菓十段」は、黄味あんを乳菓で包んで焼き上げました。久慈市名誉市民の
柔道家、三船十段の柔道の伝統にも劣らず真心込めて作り上げた銘菓十段です。

久慈市旭町8‒2‒2
TEL0194‒52‒3710 FAX0194‒52‒2808

久慈市湊町20‒12‒1 
TEL 0194‒53‒2441 FAX 0194‒53‒0063

久慈市湊町20‒12‒1 
TEL 0194‒53‒2441 FAX 0194‒53‒0063

南部地方に伝わる昔ながらの体に優しい自然
食品。懐かしい味わいをお届けします。

まめぶ味
新発売

「海女の塩どら」は、
三陸海岸と北限の
海 女をイメージし、
手作り直煮製塩法の
のだ塩を使用し、皮に
は太平洋の波をイメ
ージした焼印を施して
います。「黒豆ケーキ」
は、岩手の厳選素材を
原材料にこだわって作
ったホームメイドケーキ
です。「山ぶどうゼリー」
は、岩手県産の山ぶどう
果汁に、寒天・砂糖を加え
たシンプルなゼリーです。

清林堂菓子舗

ドリームアップ

洋菓子ミリオンベル ㈲総合農舎山形村 あすリード本舗

らーめんの千草

㈱ 福　　来 呉服 えんどう

株式会社
岩手麺製造本舗

岩手県ふるさと認証食品観光みやげ品指定

「きぶどうジャム」は、県内産
山ぶどうのソース状ジャム。ヨ
ーグルト等に混ぜてお召し上
がりいただけます。「完熟山の
きぶどう」は、より完熟した県
内産山ぶどうだけを使用した
100％ストレートジュース。酸味
が弱く、自然な甘さを有する深
いコクが特徴。「山のきぶど
う」は、鉄分、ポリフェノールの
多い山ぶどう果汁100％のスト
レートジュース。

阿部 煎 餅 店
久慈市小久慈町19‒156‒133

TEL 0194‒59‒3821 FAX 0194‒59‒3515

㈱ 佐幸本店

「琥珀ボールペン」は、グリップ部分に特殊技術
によるプレスアンバー使用。軸色はシルバーの
他、ブラック、ピンク、ブルーの計４種。「琥珀の
森せっけん」は、琥珀末に仕上げた材料をミネラ
ルたっぷりのせっけんの中に融合し、肌を整え保
湿の効果を生み出します。

優良ふるさと食品中央コンクール
農林水産大臣賞受賞

久慈市湊町19‒26‒7 TEL 0194‒53‒2740

原料は小麦粉に健康食品のゴマ。子供やお年
寄りまで味わえるよう、柔らかく焼き上げて
います。

短角牛の旨味を凝縮、
特製和風しょうゆだ
れが短角牛の旨味を
引き出しています。

短角牛の旨味をたっ
ぷりじっくり煮込ん
であるので肉も柔ら
か。甘口、中辛、辛
口あり。

三陸産のうにとあわびを使用し、米は
岩手県産米ひとめぼれを使用した原料
にこだわった雑炊です。

久慈の海女さん
をイメージした
当店オリジナル
キ ャ ラ ク タ ー
「くじっこ海女
ちゃん」を南部
せんべいにプリ
ントしました。

今まで見たことのない
イカの姿がインパクト
です。
楽しみながら味わえる
新しい干しイカをご賞
味ください。

久慈市中町2‒5‒6 道の駅くじ「やませ土風館」内
TEL･FAX 0194‒61‒1877

くるみと蜜とバター生クリームをソフトクッキー
で挟んだ菓子。

久慈市の郷土料理
「まめぶ」をイメージした
お菓子です。黒糖パフにクルミ入り塩バターを
サンドして「まめぶ」の味わいを演出しています。

久慈市十八日町2‒22
TEL 0194‒52‒3377
FAX 0194‒52‒3377

久慈市中央2‒12 久慈駅から徒歩3分
TEL･FAX 0194‒52‒1352

◆まめぶっせ◆◆まめぶっせ◆

◆ねじれイカ◆

南部地方に伝わる昔ながらの、体に優しい
自然食品。懐かしい味わいをお届けします。
南部地方に伝わる昔ながらの、体に優しい
自然食品。懐かしい味わいをお届けします。

久慈市川崎町8‒8
TEL 0194‒53‒1524 FAX 0194‒53‒1524

久慈市川崎町8‒8
TEL 0194‒53‒1524 FAX 0194‒53‒1524

四 作 商 店

久慈市山形町の郷
土料理、まめぶ汁
に入っている小麦
団子、中に鬼くる
みと黒砂糖が入っ
ています。

久慈市中央3‒37 TEL 0194‒52‒2617 久慈市夏井町鳥谷7‒65‒1
TEL0194‒52‒8482
FAX0194‒61‒1105

久慈市夏井町鳥谷7‒65‒1
TEL0194‒52‒8482
FAX0194‒61‒1105

◆田村牧場短角牛
　　　ビーフカレー◆
◆田村牧場短角牛
　　　ビーフカレー◆

◆いちご煮雑炊◆

◆田村牧場短角牛
　　　　ジャーキー◆
◆田村牧場短角牛
　　　　ジャーキー◆

ヨイニク

久慈市長内町32‒15‒2 TEL･FAX0194‒61‒4129久慈市長内町32‒15‒2 TEL･FAX0194‒61‒4129

久慈市長内町29‒29‒5
TEL 0194‒61‒1116 FAX 0194‒52‒1032㈲北三陸天然市場

久慈市×岩手大学×北三陸天然市場が一緒に作った一夜
干しです。天然ハーブエキスと特別な乾燥製法で日持ち
を実現し、ふっくらジューシーに仕上げました。塩分控
えめで魚本来の美味しさを味わっていただけます。北三
陸の美味しい魚を〝そのまんま〟に食卓に届けます！ 

久慈市×岩手大学×北三陸天然市場が一緒に作った一夜
干しです。天然ハーブエキスと特別な乾燥製法で日持ち
を実現し、ふっくらジューシーに仕上げました。塩分控
えめで魚本来の美味しさを味わっていただけます。北三
陸の美味しい魚を〝そのまんま〟に食卓に届けます！ 

◆潮騒の一夜干しセット◆◆潮騒の一夜干しセット◆

久慈市山形町霜畑12-105
TEL 0194‒75-2929 FAX 0194‒75-2930

久慈市長内町18-14-1
TEL 0194-52-7086 FAX 0194-52-7089

岩手県久慈市山形町の特産である短角牛を素
材に「安心で美味しい」をテーマに作りました。
短角牛の素材の味をお楽しみください。
※保存料等は使用しておりません。

塩ウニの製造工程で生み出される「カゼ水」を
スープにたっぷりと使用したので、ウニの風味
をお楽しみいただけます。

◆うにラーメン◆◆うにラーメン◆

久慈市二十八日町1‒10
TEL 0194‒53‒6997 FAX 0194‒53‒6997

久慈市大沢9‒42‒2
TEL 0194‒55‒3111㈹ FAX 0194‒52‒7159

昭和23年創業、50年以上地域に愛されてき
たラーメンです。自家製の麺と鶏の旨味の詰
まった一杯をご家庭でもお楽しみください。

千草の手作りラーメンセット 熟成した細切り縮れ麺と、エビ、カニ、ホタテ
のエキスをたっぷり使用したスープで三陸海
岸をイメージ。

熟成した細切り縮れ麺と、エビ、カニ、ホタテ
のエキスをたっぷり使用したスープで三陸海
岸をイメージ。

家庭でも本格的なラーメンが楽しめます。

久慈市小久慈町2-2-15
TEL 0194‒53‒3121 FAX 0194‒53‒3700

福
来
大
吟
醸

久慈市宇部町5‒31
TEL 0194‒56‒2221
FAX 0194‒56‒2222

飲む人、売る人、造る人の幸せを願って造
られた、香味のバランスがよいお酒です。

ＮＨＫ朝の連続テ
レビ小説「あまち
ゃん」で使用され
たものと同じ絣で
作った海女衣装の
絣半纏です。

久慈市二十八日町1‒17 TEL 0194-52-2327

あまちゃん
絣半纏
（赤帯付）

岩手久慈っこ本舗

老舗 佐々木煎餅店

まめぶの家 碁石商店

いわて短角牛 
厚切りビーフシチュー

いわて短角牛 
すじ肉ごろごろカレー

いわて短角牛 
ごはんの素

いわて短角牛 
厚切りビーフシチュー

いわて短角牛 
すじ肉ごろごろカレー

いわて短角牛 
ごはんの素
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第20回全国菓子博覧会　全菓博大賞受賞
第23回全国菓子博覧会　技術優秀賞受賞
第24回全国菓子博覧会　技術優秀賞受賞

久慈市十八日町2‒1
TEL0194‒52‒3555 FAX0194‒52‒7159

「海女の塩プリン」は、海水が結晶化してできた「プレミアムのだ塩」を使用、口の中に入れて
とろ～りなめらかなプリンに仕上げました。「銘菓ぶすのこぶ」は、小豆を一昼夜糖蜜にねかせ、
じっくり炊き上げた「粒あん」に「特性バター時雨種」をまぶし、高温でさっと焼きあげた沢菊
の代表銘菓です。「銘菓十段」は、黄味あんを乳菓で包んで焼き上げました。久慈市名誉市民の
柔道家、三船十段の柔道の伝統にも劣らず真心込めて作り上げた銘菓十段です。

「海女の塩プリン」は、海水が結晶化してできた「プレミアムのだ塩」を使用、口の中に入れて
とろ～りなめらかなプリンに仕上げました。「銘菓ぶすのこぶ」は、小豆を一昼夜糖蜜にねかせ、
じっくり炊き上げた「粒あん」に「特性バター時雨種」をまぶし、高温でさっと焼きあげた沢菊
の代表銘菓です。「銘菓十段」は、黄味あんを乳菓で包んで焼き上げました。久慈市名誉市民の
柔道家、三船十段の柔道の伝統にも劣らず真心込めて作り上げた銘菓十段です。

久慈市旭町8‒2‒2
TEL0194‒52‒3710 FAX0194‒52‒2808

久慈市湊町20‒12‒1 
TEL 0194‒53‒2441 FAX 0194‒53‒0063

久慈市湊町20‒12‒1 
TEL 0194‒53‒2441 FAX 0194‒53‒0063

南部地方に伝わる昔ながらの体に優しい自然
食品。懐かしい味わいをお届けします。

まめぶ味
新発売

「海女の塩どら」は、
三陸海岸と北限の
海 女をイメージし、
手作り直煮製塩法の
のだ塩を使用し、皮に
は太平洋の波をイメ
ージした焼印を施して
います。「黒豆ケーキ」
は、岩手の厳選素材を
原材料にこだわって作
ったホームメイドケーキ
です。「山ぶどうゼリー」
は、岩手県産の山ぶどう
果汁に、寒天・砂糖を加え
たシンプルなゼリーです。

清林堂菓子舗

ドリームアップ

洋菓子ミリオンベル ㈲総合農舎山形村 あすリード本舗

らーめんの千草

㈱ 福　　 来 呉服 えんどう

株式会社
岩手麺製造本舗

岩手県ふるさと認証食品観光みやげ品指定

「きぶどうジャム」は、県内産
山ぶどうのソース状ジャム。ヨ
ーグルト等に混ぜてお召し上
がりいただけます。「完熟山の
きぶどう」は、より完熟した県
内産山ぶどうだけを使用した
100％ストレートジュース。酸味
が弱く、自然な甘さを有する深
いコクが特徴。「山のきぶど
う」は、鉄分、ポリフェノールの
多い山ぶどう果汁100％のスト
レートジュース。

阿部煎餅店
久慈市小久慈町19‒156‒133

TEL 0194‒59‒3821 FAX 0194‒59‒3515

㈱ 佐幸本店

「琥珀ボールペン」は、グリップ部分に特殊技術
によるプレスアンバー使用。軸色はシルバーの
他、ブラック、ピンク、ブルーの計４種。「琥珀の
森せっけん」は、琥珀末に仕上げた材料をミネラ
ルたっぷりのせっけんの中に融合し、肌を整え保
湿の効果を生み出します。

優良ふるさと食品中央コンクール
農林水産大臣賞受賞

久慈市湊町19‒26‒7 TEL 0194‒53‒2740

原料は小麦粉に健康食品のゴマ。子供やお年
寄りまで味わえるよう、柔らかく焼き上げて
います。

短角牛の旨味を凝縮、
特製和風しょうゆだ
れが短角牛の旨味を
引き出しています。

短角牛の旨味をたっ
ぷりじっくり煮込ん
であるので肉も柔ら
か。甘口、中辛、辛
口あり。

三陸産のうにとあわびを使用し、米は
岩手県産米ひとめぼれを使用した原料
にこだわった雑炊です。

久慈の海女さん
をイメージした
当店オリジナル
キ ャ ラ ク タ ー
「くじっこ海女
ちゃん」を南部
せんべいにプリ
ントしました。

今まで見たことのない
イカの姿がインパクト
です。
楽しみながら味わえる
新しい干しイカをご賞
味ください。

久慈市中町2‒5‒6 道の駅くじ「やませ土風館」内
TEL･FAX 0194‒61‒1877

くるみと蜜とバター生クリームをソフトクッキー
で挟んだ菓子。

久慈市の郷土料理
「まめぶ」をイメージした
お菓子です。黒糖パフにクルミ入り塩バターを
サンドして「まめぶ」の味わいを演出しています。

久慈市十八日町2‒22
TEL 0194‒52‒3377
FAX 0194‒52‒3377

久慈市中央2‒12 久慈駅から徒歩3分
TEL･FAX 0194‒52‒1352

◆まめぶっせ◆◆まめぶっせ◆

◆ねじれイカ◆

南部地方に伝わる昔ながらの、体に優しい
自然食品。懐かしい味わいをお届けします。
南部地方に伝わる昔ながらの、体に優しい
自然食品。懐かしい味わいをお届けします。

久慈市川崎町8‒8
TEL 0194‒53‒1524 FAX 0194‒53‒1524

久慈市川崎町8‒8
TEL 0194‒53‒1524 FAX 0194‒53‒1524

四 作 商 店

久慈市山形町の郷
土料理、まめぶ汁
に入っている小麦
団子、中に鬼くる
みと黒砂糖が入っ
ています。

久慈市中央3‒37 TEL 0194‒52‒2617 久慈市夏井町鳥谷7‒65‒1
TEL0194‒52‒8482
FAX0194‒61‒1105

久慈市夏井町鳥谷7‒65‒1
TEL0194‒52‒8482
FAX0194‒61‒1105

◆田村牧場短角牛
　　　ビーフカレー◆
◆田村牧場短角牛
　　　ビーフカレー◆

◆いちご煮雑炊◆

◆田村牧場短角牛
　　　　ジャーキー◆
◆田村牧場短角牛
　　　　ジャーキー◆

ヨイニク

久慈市長内町32‒15‒2 TEL･FAX0194‒61‒4129久慈市長内町32‒15‒2 TEL･FAX0194‒61‒4129

久慈市長内町29‒29‒5
TEL 0194‒61‒1116 FAX 0194‒52‒1032㈲北三陸天然市場

久慈市×岩手大学×北三陸天然市場が一緒に作った一夜
干しです。天然ハーブエキスと特別な乾燥製法で日持ち
を実現し、ふっくらジューシーに仕上げました。塩分控
えめで魚本来の美味しさを味わっていただけます。北三
陸の美味しい魚を〝そのまんま〟に食卓に届けます！ 

久慈市×岩手大学×北三陸天然市場が一緒に作った一夜
干しです。天然ハーブエキスと特別な乾燥製法で日持ち
を実現し、ふっくらジューシーに仕上げました。塩分控
えめで魚本来の美味しさを味わっていただけます。北三
陸の美味しい魚を〝そのまんま〟に食卓に届けます！ 

◆潮騒の一夜干しセット◆◆潮騒の一夜干しセット◆

久慈市山形町霜畑12-105
TEL 0194‒75-2929 FAX 0194‒75-2930

久慈市長内町18-14-1
TEL 0194-52-7086 FAX 0194-52-7089

岩手県久慈市山形町の特産である短角牛を素
材に「安心で美味しい」をテーマに作りました。
短角牛の素材の味をお楽しみください。
※保存料等は使用しておりません。

塩ウニの製造工程で生み出される「カゼ水」を
スープにたっぷりと使用したので、ウニの風味
をお楽しみいただけます。

◆うにラーメン◆◆うにラーメン◆

久慈市二十八日町1‒10
TEL 0194‒53‒6997 FAX 0194‒53‒6997

久慈市大沢9‒42‒2
TEL 0194‒55‒3111㈹ FAX 0194‒52‒7159

昭和23年創業、50年以上地域に愛されてき
たラーメンです。自家製の麺と鶏の旨味の詰
まった一杯をご家庭でもお楽しみください。

千草の手作りラーメンセット 熟成した細切り縮れ麺と、エビ、カニ、ホタテ
のエキスをたっぷり使用したスープで三陸海
岸をイメージ。

熟成した細切り縮れ麺と、エビ、カニ、ホタテ
のエキスをたっぷり使用したスープで三陸海
岸をイメージ。

家庭でも本格的なラーメンが楽しめます。

久慈市小久慈町2-2-15
TEL 0194‒53‒3121 FAX 0194‒53‒3700

福
来
大
吟
醸

久慈市宇部町5‒31
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（赤帯付）

岩手久慈っこ本舗

老舗 佐々木煎餅店

まめぶの家 碁石商店

いわて短角牛 
厚切りビーフシチュー

いわて短角牛 
すじ肉ごろごろカレー

いわて短角牛 
ごはんの素

いわて短角牛 
厚切りビーフシチュー

いわて短角牛 
すじ肉ごろごろカレー

いわて短角牛 
ごはんの素

1

3

2 7 8

6

9 10

13

14

16

15

17

19 20

184 5 11 12



トモエタクシー 田屋町1－30－29
TEL 0194－53－5251

久 慈 タ ク シ ー 小久慈町36－25－39
TEL 0194－52－3131

ヒカリ総合交通 小久慈町36－25－39
TEL 0194－52－3333

陸中観光タクシー 十八日町2－30
TEL 0194－53－4321

当店の琥珀製品は、「あまち
ゃん」に登場したトンネル
（当社の琥珀採掘坑道）から
採掘した天然の琥珀原石を自
社で大切に研磨・加工した
100％久慈産の逸品です。自
信をもってお勧めします。

「くんのご」by上山琥珀工芸
久慈市中町2‒5‒6 
道の駅くじ「やませ土風館」内
TEL 0194‒52‒0589
FAX 0194‒66‒9166

陸中海岸国立公園
い わ て 久 慈
陸中海岸国立公園
い わ て 久 慈

久慈商工会議所 http://kujicci-iwate.jp/
一般社団法人 久慈市観光物産協会　　久慈市観光案内所 中町2－5－6　TEL0194－66－9200

TEL0194‒52‒1000 FAX0194‒52‒1051

久慈商工会議所
一般社団法人 久慈市観光物産協会

駅裏にそびえ立つホテル
ご宿泊・お食事・ご宴会にどうぞ
久慈市川崎町10‒15　☎52‒2222　フリーダイヤル0120‒10‒2225
●アクセス/久慈駅から徒歩で約５分
●客室料金/シングル6,750円～、ツイン13,000円～●カード/JCB､VISA､ﾏｽﾀｰ他

久慈グランドホテル

バス・トイレ付和室。法人限定1室2名以上（割引有）
久慈市中の橋1‒20　☎53‒5111 FAX53‒3271●アクセス／久慈駅から徒歩で約3分
●客室料金／素泊まり 5,200～9,000円、夕食1,300円、朝食900円、弁当500円
　　　　　　※滞在割引あり、部活割引あり
●カ ー ド／VISA、JCB、DC、UC、デビット、マスター他多数

日本一の白樺林と四季折々の自然美を眺望できる平庭山荘と
欧風感あふれるウッディなコテージ白樺村
久慈市山形町来内20‒13‒1　☎72‒2700 FAX72-2701●アクセス/久慈駅から車で40分
●客室料金/１泊２食付シングル7,550円～10,130円●疲れた体は、
しらかばの湯でゆったり癒して下さい。●カード／DC、VISA

ホテル 福乃屋

久慈駅正面。便利さとくつろぎを提供。
久慈市中央3‒2　☎53‒5281　予約専用/フリーダイヤル0120‒53‒5281
●アクセス／久慈駅から徒歩で約1分
●客室料金／シングル5,600円～6,500円●カード／VISA　他

久慈ステーションホテル

久慈市中央2‒11　☎52‒8111 ●アクセス/久慈駅から徒歩で約２分
●客室料金／シングル6,000円、ツイン10,800円
●カード／JCB、VISA、マスター　他

久慈第一ホテル

センターハウス　平庭山荘

東北随一pH10.8の強アルカリ性温泉でお肌つるつる。
のんびりと山の幸、海の幸をお楽しみください。
久慈市山根町下戸鎖4‒5‒1　☎57-2222  FAX57-2225●アクセス/久慈駅から車で20分
●客室料金/１泊２食付 ビジネス6,500円 レギュラー7,500円～
ホームページ http://beppinnoyu.com

新山根温泉　べっぴんの湯

普通車（4人乗り）5,000円　ジャンボ（9人乗り）8,000円1時間コース
久慈駅　　 小 久 慈 焼　　 久慈琥珀博物館　　 久慈駅
久慈駅　　 三船記念館　　 久慈渓流不老泉　　 久慈駅

Ａ プラン
Ｂ プラン

ビジネスに、レジャーに、観光に
抜群の利便性と快適さ。

市内観光
タクシー
プ ラ ン

久慈くる宿なび久慈地区
旅館ホテル空室情報

　産直野菜と特産品を販売しております。
　定食が好評の「レストラン食楽」もご利用く
ださい。

ふるさと物産センター

久慈市山形町川井8‒13‒14 TEL 0194‒72‒3131
●アクセス　道の駅白樺の里やまがた内

岩手きずな号

岩手県北バス久慈営業所

久慈市川崎町16‒5 TEL 0194‒53‒5200
●アクセス　ＪＲ久慈駅より徒歩５分　久慈市役所向い

「北三陸のホンモノ」を揃え、贈り物や詰合せなどご要望
にお応えいたします！観光案内や休憩施設、コインロッカ
ーも完備しております。

駅近アンテナショップ　大判小判

久慈市中央3-1 TEL 0194-52-3538
営業時間:午前9時～午後6時(水曜日定休日)
●アクセス　三陸鉄道久慈駅、ＪＲ久慈駅より徒歩1分

「まめぶ汁」も
あります! 観るだけで元気になる!!

海女丼の食べ方動画公開中➡

「しっとり洗顔石鹸３ヶセット」は、しっと
り、すべすべのお肌ケア。洗い上がりもす
っきりとし、ツッパリ感のない石鹸の詰め
合わせ。「べっぴんの湯プチギフト」は、
しっとり、すべすべのお肌ケア。プレゼン
ト用にセット化した商品です。「久慈･にほ
んみつばちのはちみつ飴」は、地元の人
が育てたにほんみつばちが集めた蜂蜜を
使い、昔ながらの製法で作られた商品、携
帯しながら楽しめるパック入り飴。「久慈･
山ぶどうワイン飴」は、地元産山ぶどうワ
インを使い、昔ながらの製法で練り上げ
た山ぶどうのほのかな香り、味のする商
品。

久慈市山根町下戸鎖4‒5‒1
TEL 0194‒57‒2222 FAX 0194‒57‒2225新山根温泉 べっぴんの湯

道の駅くじの道の駅くじの
あ ま どん♬

♪
海の幸を食べるなら～♬

♪
海の幸を食べるなら～ 海女丼海女丼!!

やませ土風館
地場食材レストラン山海里

TEL（0194）52-2289 事務局
街の駅久慈（　　　） TEL0194-52-2289　FAX0194-61-1879

株式会社街の駅・久慈
久慈市中町二丁目5-1

久慈のお土産を選ぶならココ!
物 産 館「土 の 館」

道の駅
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三 河 交 通 観 光 中央2－13
TEL 0194－53－6161

北三陸と首都東京を結ぶ夜行バス＊好評運行中＊
＊予約制運賃　
片道6,000円
～ 9,600円
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