
駅メモ！で巡る
「黄金の國、いわて。」

～鉄道ぐるっと旅ガイドブック～

みろく

そばっち

ステーションメモリーズ！（駅メモ！）とは

ユーザーが駅に集まる人の思い出を収集する「ステーションマスター」になって、個性的な
パートナーキャラ「でんこ」と一緒に日本全国の駅を巡る位置情報連動型ゲームです。位置登
録機能を利用して駅や鉄道路線のコンプリートを目指す、位置要素満載のコンテンツです。

キャンペーン期間

2015年12月17日(木) ～ 2016年3月31日(木)

2016年2月10日版

「いわて
×駅メモ！

」

キャンペ
ーン開催

中だよ！

指定駅を
巡って岩

手の

思い出を
のこそう！



こくっち

うにっち

ルナ

いわて銀河鉄道と三陸鉄道の複数の駅を回る
デジタルスタンプラリーです。
キャンペーン指定駅で「駅メモ！」のチェックイ
ンを行うと、ゲーム内アイテムを獲得できます。
さらに、オリジナルグッズや、岩手の県産品が当
たるプレゼント応募券もご用意しています！

チェックイン指定駅

IGRいわて銀河鉄道

盛岡駅　青山駅　滝沢駅　二戸駅　金田一温泉駅

三陸鉄道(北リアス線)

宮古駅　岩泉小本駅　田野畑駅　堀内駅　久慈駅

金田一温泉

二戸

久慈

堀内

田野畑

岩泉小本

宮古

滝沢

青山

盛岡

キャンペーンマップ

① 金田一温泉

⑥ もりおか歴史文化館

④ 龍泉洞

⑧ 浄土ヶ浜

② 二戸ぶっとべ料理

③ あまちゃんハウス

⑦ もりおか雪あかり※2⑤ いわて雪まつり※1

⑨ 宮古市魚菜市場

冬にはスキー場がたくさん
オープンするよ！雪遊びの後は
温泉でぽかぽかになってね！

岩手にはおいしい海の幸が
いっぱい！でんこのみんな、
ぜひ食べていってね！

遠い未来から、でんこの
みんなが、岩手に来てくれたよ！
岩手をめぐりながら、たくさんの
思い出を集めてほしいな！

① 金田一温泉

⑥ もりおか歴史文化館

④ 龍泉洞

⑧ 浄土ヶ浜

② 二戸ぶっとべ料理 ③ あまちゃんハウス

⑦ もりおか雪あかり※2 ⑨ 宮古市魚菜市場

おすすめ観光情報

※1 いわて雪まつりの開催期間：2016年1月30日(土)～2月7日(日)
※2 もりおか雪あかりの開催期間：2016年2月11日(木)～2月13日(土)

IGRいわて銀河鉄道
三陸鉄道(北リアス線)

⑤ いわて雪まつり※1

check in

JRバス東北「スワロー号」

岩手県北バス「106急行」

JR山田線

駅に移動して
スマホで位置登録するんよ♪
駅の思い出を集めることが
マスターの使命なんよ♪



メロ

下記のキャンペーン協力店で税込500円以上のご飲食や
お買い物をすると、「いわて×駅メモ！」オリジナルコースターをプレゼント！
お会計の際に、駅メモ！のゲーム画面をお見せ下さい。

IGRいわて銀河鉄道沿線のキャンペーン協力店

三陸鉄道沿線のキャンペーン協力店

キャンペーングッズ

キャンペーンに参加すると
色んなグッズがもらえちゃうん
だって～♪楽しみだね～！

盛岡駅と宮古駅それぞれ
2種類、全部で4種類の
缶バッジがもらえるよ！

オリジナル缶バッジ

キャンペーン指定駅の一部の駅や、キャンペーン協力店でオリジナル
のグッズをプレゼントします！鉄道で移動しながらお店をめぐってオ
リジナルグッズをゲットしよう！

IGRいわて銀河鉄道の盛岡駅と、三陸鉄道の宮古駅では、「いわて×駅メ
モ！」オリジナル缶バッジをプレゼントいたします！
上記の駅窓口にて、駅メモ！のゲーム画面と当日使用できる切符（定期券
を除く）を駅員にお見せ下さい。

盛岡駅 宮古駅

1

オリジナルコースター2

※オリジナル缶バッジは、IGRいわて銀河鉄道の盛岡駅と三陸鉄道の宮古駅の駅窓口
以外での配付はしておりません。
※缶バッジは盛岡駅と宮古駅それぞれで1人1セット（2種類）までの配付となります。
※数に限りがありますので、各駅とも無くなり次第配付終了となります。

にころ

食べて・買って、お宝を
ゲットしゅるでしゅよ！

IZAKAYA　ナンバーナイン

住　　所　盛岡市青山1-8-3 2F (青山駅徒歩5分)
営業時間　18:00～翌1:00
定 休 日　不定休　年末年始(12/31～1/1)
電話番号　019-646-0018

居酒屋

東家／駅前店

住　　所　盛岡市盛岡駅前通8-11 (盛岡駅徒歩2分)
営業時間　11:00～20:00
定 休 日　年中無休(1/1を除く)
電話番号　019-622-2233

わんこそば

びすとろ銀河

住　　所　盛岡市青山2-2-8 1F (青山駅南口徒歩2分)
営業時間　11:00～21:00 (年末年始は営業時間変更)
定 休 日　年中無休(1/1を除く)
電話番号　019-601-4155

レストラン フランス料理 パスタ

道の駅くじ やませ土風館 レストラン山海里

住　　所　久慈市中町2-5-6 (久慈駅徒歩8分)
営業時間　11:00～19:00
定 休 日　年中無休(12/31～1/1を除く)
電話番号　0194-52-2289

レストラン 海鮮料理

まめぶの家／久慈駅前店

住　　所　久慈市中央3-37 (久慈駅徒歩1分)
営業時間　11:00～14:00(平日) 11:00～15:00(土日祝)
定 休 日　水曜日、年末年始(12/29～1/3)
電話番号　0194-52-2617

まめぶ汁 郷土料理

蛇の目　本店

住　　所　宮古市栄町2-8 (宮古駅徒歩1分)
営業時間　10:00～21:00 (L.O. 20:30)
定 休 日　水曜日　年末年始(12/31～1/1)
電話番号　0193-62-1383

魚介類 寿司・丼・定食

カシオペアメッセ なにゃーと 物産センター

住　　所　二戸市石切所字森合68 (二戸駅徒歩1分)
営業時間　8:40～19:00(年末年始は営業時間変更)
定 休 日　年中無休
電話番号　0195-22-4395

お土産

そば居酒屋きんじ

住　　所　二戸市石切所枋ノ木63-12 巖手屋ビル2F (二戸駅徒歩1分)
営業時間　11:00～15:00　17:00～23:00
定 休 日　日曜日　年末年始(12/31～1/2昼)
電話番号　0195-23-3028

蕎麦屋 居酒屋

※数に限りがありますので、各店舗とも無くなり次第配付終了となります。



レーノ

いろは しぐれ

岩手PB「pecco」詰め合わせお椀付盛岡冷麺

原木乾しいたけ宮古市田老産真崎わかめ

岩手県産ひとめぼれいわて牛サーロインステーキ

お得な情報が
いっぱいだよ！

私たちも
 応援しています！

おトクな情報
岩手県産品が当たるキャンペーンやお得な切符、
イベント情報などをご紹介いたします。

岩手県産品プレゼント
指定駅を全て制覇すると、抽選で50名様に岩手県産品
が当たるキャンペーンに応募することができます。
プレゼント応募券は、IGRいわて銀河鉄道の盛岡駅ま
たは三陸鉄道の宮古駅の駅窓口でもらえます。イベン
トページのミッション画面と当日使用できる切符を駅
員さんにお見せ下さい。

1

※プレゼント応募券は、IGRいわて銀河鉄道の盛岡駅もしくは三陸鉄道の宮古駅の駅
窓口以外では配付しておりません。
※キャンペーン指定駅を全てコンプリートしている必要があります。
※応募券に記載のQRコードを読み取ることで応募サイトを開くことが出来ます。
※応募サイトからの受付は2016年3月31日(木)23時59分までとなります。

※掲載されている写真はすべてイメージです。　※プレゼントの内容は予告なく変更となる場合があります。

きたいわてぐるっとパス
北岩手を巡るなら、きたいわてぐるっとパスがオスス
メです。IGRいわて銀河鉄道・三陸鉄道・JRバス東
北・岩手県北バスが一方向に3日間乗り降り自由。右
回りか左回りで、北岩手をぐるっとまわれます！

2 ほかにもいろいろ！
ヘッドマーク掲出車両運行中
■IGRいわて銀河鉄道 [2/13より3/31のイベント終了まで]
■三陸鉄道(北リアス線) [2/14～3/27※土日・祝日のみ運行]

オリジナルデザインフリーきっぷ販売中！
2016年1月30日(土)より、IGRいわて銀河鉄道と三陸
鉄道（北リアス線）にて「いわて×駅メモ！」オリジナ
ルデザイン1日フリーきっぷの販売を開始しました。

3

販売場所

IGRいわて銀河鉄道

販売価格

大　人　4,980円
子ども　2,490円

盛岡駅　二戸駅　銀河鉄道観光（青山駅南口1F）
三陸鉄道
宮古駅　久慈駅

マスター♪一緒に
巡ってくれるよね♪



※所要時間は変動する可能性がございます。目安としてご利用ください。
※運行本数の少ない路線がございますので、事前に時刻表をご確認のうえ、お乗り継ぎにご注意ください。

※各列車の出発時刻等は時刻表をご確認ください。
※待ち合わせ時間は含まれておりません。

IGRいわて銀河鉄道：4分

IGRいわて銀河鉄道：11分

IGRいわて銀河鉄道：53分※一部運行では64分

IGRいわて銀河鉄道：8分

IGRいわて銀河鉄道：8分

JRバス東北（スワロー号）：70分

三陸鉄道（北リアス線）：24分

三陸鉄道（北リアス線）：22分

三陸鉄道（北リアス線）：13分

三陸鉄道（北リアス線）：34分

岩手県北バス「106急行」：135分

二戸

金田一温泉

二戸

堀内

田野畑

岩泉小本

宮古

盛岡

青山

久慈

滝沢

宮古市魚菜市場

北山崎 田野畑

わんこそ
ば 盛岡

冬の浄土
ヶ浜の朝

2日目 宮古から出発！

1日目 盛岡から出発！

きたいわて右回りルート

県北から沿岸に向かって岩手の魅力を満喫する「きたいわて右回り
ルート」コースと、沿岸から県北に向かって岩手の魅力を満喫する「き
たいわて左回りルート」コースをご紹介いたします。

県北から沿岸に向かって岩手の魅力を満喫する「きたいわて右回り
ルート」コースと、沿岸から県北に向かって岩手の魅力を満喫する「き
たいわて左回りルート」コースをご紹介いたします。

一泊二日で巡る おすすめルート

キャンペーン指定駅を
回りながら、いろんな
ところを訪ねてみてね！ 

金田一温泉まで行く時は、
IGR下り列車の八戸行きか
金田一温泉行きに乗ってね！



※所要時間は変動する可能性がございます。目安としてご利用ください。
※運行本数の少ない路線がございますので、事前に時刻表をご確認のうえ、お乗り継ぎにご注意ください。

※各列車の出発時刻等は時刻表をご確認ください。
※待ち合わせ時間は含まれておりません。

IGRいわて銀河鉄道：4分

IGRいわて銀河鉄道：11分

※一部運行では64分IGRいわて銀河鉄道：53分

IGRいわて銀河鉄道：8分

IGRいわて銀河鉄道：8分

JRバス東北（スワロー号）：70分

三陸鉄道（北リアス線）：24分

三陸鉄道（北リアス線）：22分

三陸鉄道（北リアス線）：13分

三陸鉄道（北リアス線）：34分

岩手県北バス「106急行」：135分

盛岡

青山

滝沢

二戸

金田一温泉

二戸

久慈

堀内

田野畑

岩泉小本

宮古宮古

2日目 久慈から出発！

1日目 盛岡から出発！

きたいわて左回りルート

金田一
温泉

龍泉洞第３地底
湖

IGRいわて銀河
鉄道

ぶっとべ（二戸料理）

三陸鉄道（北リアス線）こたつ列車

三陸鉄道
（北リア

ス線）

沿岸から県北に向かって
いわての魅力を満喫
するコースだよ！ 



※所要時間は変動する可能性がございます。目安としてご利用ください。
※運行本数の少ない路線がございますので、事前に時刻表をご確認のうえ、お乗り継ぎにご注意ください。

※各列車の出発時刻等は時刻表をご確認ください。
※待ち合わせ時間は含まれておりません。

IGRいわて銀河鉄道：4分

IGRいわて銀河鉄道：11分

※一部運行では64分IGRいわて銀河鉄道：53分

IGRいわて銀河鉄道：8分

IGRいわて銀河鉄道：8分

JRバス東北（スワロー号）：70分

三陸鉄道（北リアス線）：24分

三陸鉄道（北リアス線）：22分

三陸鉄道（北リアス線）：13分

三陸鉄道（北リアス線）：34分

岩手県北バス「106急行」：135分

盛岡

青山

滝沢

二戸

金田一温泉

二戸

久慈

堀内

田野畑

岩泉小本

宮古

3日目 金田一温泉から出発！

2日目 田野畑から出発！

1日目 盛岡から出発！

岩手の観光スポット、おいしいもの食べ尽くしコース岩手の観光スポット、おいしいもの食べ尽くしコース

二泊三日で巡る きたいわて左回りルート
マスターとゆっくり観光
しながら、食べ歩きの旅を
楽しみたいです～♪

最後は盛岡駅前の「東家 駅前店」で
名物のわんこそばをいただきましょう♪

「宮古市魚彩市場」を見学していたら、お
腹が空いて来ましたね。
宮古駅前の「蛇の目 本店」で新鮮な
海鮮丼なんていかがですか？

久慈では「まめぶの家」でまめぶ汁をいただ
くのもいいし、「レストラン山海里」の地場食
材を使ったお料理も魅力的ですね～。
がんばれば両方食べられるでしょうか？

二戸駅前の「そば居酒屋きんじ」
でおいしいお蕎麦も
いただいちゃいましょう♪

フランス料理とパスタが自慢の
「びすとろ銀河」、落ち着いた雰囲気で
お酒を楽しめる「IZAKAYAナンバー
ナイン」。どちらも青山駅のすぐ近くに
ある、女性に人気のお店なんですよ♪
あっでも、未成年の方はお酒を飲んじゃ
ダメですからね？

日本三大鍾乳洞の一つ「龍泉洞」には、
路線バスを使って26分で到着だよ！
バスの本数が少ないから、事前の確認
を忘れないでね。
 

堀内駅と田野畑駅にも
「あまちゃん」のロケ地があるよ！ 

「あまちゃんハウス」でドラマ
の感動を思い出してね。
久慈駅から徒歩 3分だよ！

「なにゃーと物産センター」には
北岩手の名産品がたくさんあるよ！
お土産を選ぶのにぴったりだよ。

座敷わらしの伝説が残る温泉だよ！
その姿を見ると、幸運が訪れる
と言われてるんだ！

「もりおか歴史文化館」で盛岡の
歴史に触れてみてね！循環バス
『でんでんむし』で10 分だよ。

セリア

すべてのキャンペーン指定駅を回ったら、IGR盛岡駅または三陸鉄道宮古駅の
窓口で「駅メモ！」のミッション画面と切符を見せるのを忘れないでね。
岩手の県産品が当たるプレゼント応募券がもらえるよ！
※定期券ではプレゼント応募券を受け取ることができません。



左回りルート時刻表

右回りルート時刻表

株式会社モバイルファクトリー
住所：東京都品川区東五反田1-24-2 東五反田1丁目ビル8階
TEL：03-3447-1181　FAX：03-3447-1188　e-mail：press@mfac.jp

岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」　http://www.iwatetabi.jp/
うまっ！いわて秋冬期観光キャンペーン　2015年10月1日～2016年3月31日

キャンペーンや「ステーションメモリーズ！」に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

岩手県の観光に関する情報はこちら

®わんこきょうだい　©駅メモプロジェクト

※2016 年 1月 31日時点の情報となります。
※所要時間は変動する可能性がございます。目安としてご利用ください。
※一部の情報のみ掲載しております。詳細は各鉄道・バス会社の時刻表をご参照ください。
※運行本数の少ない路線がございますので、事前に時刻表をご確認のうえ、お乗り継ぎにご注意ください。

岩手県北バス
宮古駅発（上り 盛岡行き）

05:20

06:05

07:05

07:35

08:05

09:05

10:05

11:05

12:05

13:05

14:05

14:35

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

バス
三陸鉄道
久慈駅発 (下り 宮古行き )

05:13

06:11

07:05

08:05

10:35

12:13 ※

14:10

16:08

17:25

18:25

19:31

鉄道
JRバス東北　
二戸駅発（久慈行き）

09:20

10:30

12:00

14:15

16:15

18:15

20:15

バス
IGRいわて銀河鉄道　
盛岡駅発（下り 八戸行き）

06:44   八戸

09:10   八戸

10:20   八戸

12:10   八戸

13:12   八戸

14:06   八戸

15:15   八戸

16:22   金田一温泉 ※

17:04   八戸

18:15   八戸

19:09   八戸

20:18   八戸

21:44   八戸

鉄道

バス　（JR バス東北、岩手県北バス）

鉄道　（IGRいわて銀河鉄道、三陸鉄道）

バス　（JR バス東北、岩手県北バス）

鉄道　（IGRいわて銀河鉄道、三陸鉄道）

盛
岡
駅

宮
古
駅

岩
泉
小
本
駅

田
野
畑
駅

堀
内
駅

久
慈
駅

二
戸
駅

金
田
一
温
泉
駅

二
戸
駅

滝
沢
駅

青
山
駅

盛
岡
駅

盛
岡
駅

宮
古
駅

岩
泉
小
本
駅

田
野
畑
駅

堀
内
駅

久
慈
駅

二
戸
駅

金
田
一
温
泉
駅

二
戸
駅

滝
沢
駅

青
山
駅

盛
岡
駅

IGRいわて銀河鉄道
金田一温泉発（上り 盛岡行き）

06:28   盛岡

06:41   盛岡

07:43   盛岡

09:27   盛岡

11:43   盛岡

13:11   盛岡

14:38   盛岡

15:37   盛岡

16:36   盛岡

17:28   二戸 ※

17:45   盛岡

18:14   盛岡

19:30   盛岡

21:32   盛岡

鉄道
JR バス東北 
久慈駅発（二戸行き）

06：40

07：35

09：35

11：35

13：35

15：35

16：40

バス
三陸鉄道 
宮古駅発（上り 久慈行き）

06：08

07：03

08：00

09：18

11：05

13：15

15：05 ※　　　

16：32

18：17

19：34

20：28

鉄道
岩手県北バス 
盛岡駅発（宮古駅行き）

05：45

06：40

07：40

08：40

09：40

10：40

11：40

12：45

13：45

14：45

15：15

15：45

16：45

17：45

18：45

19：45

20：45

バス

※こちらの列車は二戸行きです、盛
岡には止まりません。

※こちらの列車は金田一温泉行きで
す、八戸には止まりません。

※2016 年 3 月 27 日までの土休日
はこたつ車（指定席）を連結して、
こたつ列車として運転します。

※2016 年 3 月 27 日までの土休日
はこたつ車（指定席）を連結して、
こたつ列車として運転します。


