「秋味」
とも呼ばれる、脂ののった秋
鮭をのせた炊きこみご飯にプチプチは
じけるいくらをどっさり。亘理町の郷土
料理として知られ、季節になるとこの
味を求めるファンが県内外からも。

（旬：９月上旬〜12月上旬）

漁亭浜や 北限の生しらす丼

旬魚・鮨の店 あら浜 亘理店○☎0223-35-2585
亘理町荒浜字中野183-8
11時〜 14時、
17時〜 20時
月曜、不定休有
（祭日振替有り）
若草寿司○☎022-385-0818
閖上中央1-6かわまちてらす閖上
14時、17時〜20時
水曜

新たにしらす漁がはじまった閖上港は、日本のしら
す漁における北限の地になりました。自慢の生しら

名取市
11時〜

す丼を味わおう。閖上の漁期は７月〜 11月。

名取市閖上東 3-5-1

和風レストラン田園 亘理店〇☎0223-34-8760 和風レストラン田園 山元店〇☎0223-37-0334
山元町小平字須崎1 10時30分〜15時、
亘理町逢隈上郡字上147
10時30分〜 15時、
水曜（祝日の場合営業・木曜不定休有） 17時〜20時30分（最終入店20時） 火曜
17時〜20時30分

漁亭浜や かわまちてらす閖上店○☎022-398-5547
名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
11時〜14時30分、17時〜21時（L.O.20時） 木曜

名取市・岩沼市でかつて生産され
ていた
「幻のメロン」
が復活。
もとも
と栽培の少ない品種のため産直
で見つけたら即ＧＥＴしよう。

12月〜6月初旬

名取市商工観光課
☎022-724-7149
岩沼市商工観光課
☎0223-22-1111

亘理町観光協会（商工観光課内）
☎0223-34-0513
山元町商工観光交流課
☎0223-36-9837

亘理町観光協会（商工観光課内）
☎0223-34-0513
山元町商工観光交流課
☎0223-36-9837

亘理町観光協会（商工観光課内）☎0223-34-0513
山元町商工観光交流課 ☎0223-36-9837

漁亭浜や かわまちてらす閖上店○☎022-398-5547
名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
11時〜14時30分、17時〜21時（L.O.20時） 木曜

スズタケ ゆりあげ港朝市〇☎022-395-7211
名取市閖上東3-5-1 6時〜 13時
月曜〜土曜（日・祝営業）

神明そば慶○☎022-797-0408
名取市田高字神明10
11時〜14時、17時〜20時 水曜

サッポロビール 仙台ビール園○☎022-384-9301
名取市手倉田八幡310-1
11時30分〜22時（L.O.21時） 年末年始

ジェラートショップ ナチュリノ
☎022-397-8235 名取市飯野坂字南沖93-1
11時〜18時（土日祝は10時〜）
木曜（祝日の場合は営業）

佐々直名取店○☎022-395-5155 名取市増田字柳田353-1
佐々直かわまちてらす店○☎022-385-3370 名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
ささ圭手作りかまぼこ工房○☎022-384-8185 名取市増田3-10-13
葡萄の杜まるた
（田所食品）☎0223-37-0439
山元町山寺字高地7 10時〜16時
土日祝、年末年始（ぶどう狩りシーズン９〜10月は無休）

山元いちご農園（ベリーベリーラボ）
☎0223-37-4356
17時
火曜

山元町山寺字稲実60

ささ圭かわまちてらす店○☎022-784-1239 名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
馬上かまぼこ店○☎0223-34-1258 亘理町逢隈鹿島字西鹿島62
10時〜

お寿司屋さんたちが考案して始まった岩沼の新名物。
ラインナップ
は５種類で中でも注目は、
ラーメン屋が作った
「チャーシューいなり」
。
じっくり時間をかけて煮込んだチャーシューがゴロゴロと入っており、
酢飯とチャーシューのしょうゆ味がベストマッチ。
イベント時のみの販売であるが、人気の商品である。
※ナルトに顔のデコレーションがされていたらラッキー！
（上記写真）
岩沼市商工観光課 ☎0223-22-1111
麺処よしだ家 ☎0223-24-3805

「ICHIBIKO 閖上店」
のいちごミルク

64

800

800

宮城県産の「ミガキイチゴ」を使ったいちごスイーツが盛り沢
山！美しいいちごにこだわったスイーツ専門店で話題の「い
ちごミルク」
を召し上がれ。
☎0223-37-4356
山元町山寺字稲実60 山元いちご農
園内 10時〜17時 火曜

相傳商店の
「相傳の奈良漬」

680 円〜
文政4（1821）年創業という老舗の、伝統の一品。何度も漬け替
えながら丁寧に漬け込む製法が、奈良漬に深い味わいと上品
な香りをもたらす。
ウリ、
キュウリ、
スイカ、ナスがある。

☎0223-22-5000
岩沼市中央3-1-24
9時〜 19時
第1・3・5日曜

☎090-9749-6718
名取市閑上東3-5-1
（ゆりあげ港朝市）
6時〜 13時
日曜、祝日のみ営業

☎0223-22-2161
日曜

岩沼市本町8-6

9時30分〜 18時30分

「あらはま海苔直売所」
の海苔

250 円〜

☎0223-34-7377
亘理町逢隈田沢字遠原24-6
11時〜 14時
（スープがなくなり次第終了） 火曜

「鳥の海ふれあい市場」
の春菊ソフトクリーム

1,050 円〜

350

栄養塩が豊富な荒浜の海で育った海苔。香り高く口に入れた
瞬間に海苔の風味が口いっぱいに広がる。
「焼海苔」
「味海苔」
「バラ干海苔」
などで楽しめる。
冬期のみ扱う生海苔もオススメ。

☎0223-35-7330
亘理町荒浜字隈崎175-1
10時〜 14時
土・日曜のみ営業

☎022-226-7405 名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
９時〜18時
不定休

亘理町特産の春菊をパウダー加工し、ブレンドしたソフトク
リーム。抹茶のような味わいでクセも気にならない。
β-カロテ
ン・食物繊維など栄養も一緒にとれるのがうれしい。

☎0223-34-4620
亘理町吉田字南堰上2-2
10時〜 20時、
月・水・日曜10時〜15時
土曜

火・木・金曜

☎0223-35-2228
亘理町荒浜字築港通り6-22
9時〜17時
年始のみ

☎080-3336-7555 名取市閖上東3-5-1（ゆりあげ港朝市）
6時〜13時
日曜・祝日のみ営業

☎022-383-7610 名取市増田字柳田395-1
11時30分〜15時、17時〜22時、土・日 曜、祝 日
は11時30分〜22時（スープがなくなり次第終了）
なし

☎非公開 名取市田高字神明180-1
９時30分〜スープがなくなり次 第 終 了
（土・日曜、祝日は９時〜） 火曜、他不定
休あり

「つけ麺 うまづら」の味玉入りつけ麺

990

780

歯応えモチッ、喉越しツルリの極太麺をグラグラと
煮立った鶏ガラベースのつけ汁で。
「味玉入り」は、
フワトロのチャーシューが２枚と味玉入りで大満足。
岩沼市末広2-10-22
11時〜14時30分、17時〜20時30分（スープが
無くなり次第終了） 日・月曜（「超濃厚」／水曜、
「中華そば・油そば」／木曜）

☎0223-22-2671 岩沼市中央1-5-9
11時〜15時 日曜 ※18時まで出前可

800

☎0223-24-6105 岩沼市たけくま1-5-3
（火〜金 曜）11時〜14時30分、17時30分〜
20時、
（土 曜）11時〜15時、17時30分〜20時
（日曜・祝日）10時30分〜15時 月曜
※他月１回休み

750
金運円満・商売繁盛のご利益がある
神社。
５月に開催される花まつり時に
は牡丹・藤・ツツジが咲き誇る。御代
替り
「令和」記念事業により整備され
た
「Sando Terrace」
も魅力の１つ。
☎0223-22-2672（社務所）
岩沼市三色吉字水神7
［ご利益］金運円満・商売繁盛·厄除開運

1,210
☎0223-23-6268 岩沼市三色吉字雷神7-1
11時30分〜15時、土・日曜、祝日は11時30
分〜
（スープがなくなり次第終了） 火曜・第4
月曜

名取市サイクルスポーツセンター
名取ゆりあげ温泉

「輪りんの宿」

サイクリングと

温泉を楽しもう！
！

絶品ぞろいのみやぎ県南浜街道︒単品で味
わうのも 悪 くないけど︑
まとめて満 喫 するの
もオススメ ま!ずは当 食 堂が自 信をもってお贈
りするファミリー向けのコースをご紹 介︒
みん
なで楽しめる１泊２日の旅で︑最 高の笑 顔を

まず
﹁山 元 夢 フ ァ ー ム ﹂
で可愛いポニーのお

見つけに行こう︒

世話や乗馬を体験︒最初は触るのも恐る恐る
だけど︑次第に心を許して友達に︒息を合わせ
て駆け回れば気 分 爽 快だ︒乗 馬でお腹が減っ
た後は
﹁ベリーベリーラボ﹂︒山元いちご農園
が運 営しているカフェには︑
いちごづくしのメ

外な組み合わせながら︑
いちごの酸味と甘みが

ニューが揃う︒
オススメは特 製いちごカレー︒意

絶 妙にマッチ！その後は亘 理 町 荒 浜の
﹁鳥 の
で亘理町名産品のお土産を
海ふれあい市場﹂
購入しよう︒
次の日は
﹁金蛇水神社﹂
で金運上昇をお祈
り し て︑朝 カ フ ェ を 楽 し も う！﹁ Sando
金 蛇 水 神 社 参 道・休 憩 処﹂の 神 社 に
Terrace
ちなんだメニューで心落ち着く朝を過ごし
た 後 は︑﹁
﹂で 旅 の 土 産 を 品 定 め︒お
MiZuHa
腹も心も満たしたら︑
名取の海︑
閖上へ行こ
う！
﹁名取市サイクルスポーツセンター﹂
で
レ ン タ ル 自 転 車 を 借 り て︑気 持 ち の い い 潮
風を感じながら
﹁かわまちてらす閖上﹂
へ︒
名
取川の雄大な景色を楽しみながらフード＆
ス イ ー ツ を 味 わ お う︒自 転 車 を 返 却 し た ら
﹁名取ゆりあげ温泉
﹃輪りんの宿﹄
﹂
の天然温
泉 で 身 も 心 も ス ッ キ リ！︒旅 の 締 め く く り
は
﹁岩沼みんなの家﹂
︒
カフェで販売している
ずんだジェラートはつぶつぶ食感とずんだ
本 来 の 甘 み が◎︒疲 れ た 体 に 染 み 込 む 優 し
い味に︑
ついつい顔もほころんでしまう︒
お腹も笑顔もいっぱいになったショート
ト リ ッ プ︒み ん な で 食 べ て 遊 ん で 歩 い た こ

かわまちてらす閖上

☎080-9696-5025 岩沼市恵み野2-17-5 ランチ500円〜、
ホットコーヒー 180円、
ジェラート
各370円 他
カフェ 9時30分〜15時（木・金・土曜）、
ランチ12時〜15時（月・水曜のみ）
火・日曜、祝日
（土曜を除く）、年末年始、
お盆
☎0223-23-0950 岩沼市三色吉字水神11-1 白蛇サンド各550円、金蛇花ハチミツ 200ｇ 1,980円
IKoMiKi 8時30分〜 16時（カフェ9時30分〜、
ランチ10時〜）、MiZuHa 10時〜16時
[金蛇水神社 Sando Terrace]

店舗ごとに異なるため要問合せ
名取市閖上中央1-6
[かわまちてらす閖上]

☎022-399-6848
年始のみ
９時〜17時
亘理町荒浜字築港通り6-22
[鳥の海ふれあい市場]

☎0223-35-2228

他
入場料一般200円
水曜
☎022-385-8027 名取市閖上字東須賀２−２０
屋 外 施 設 ９時〜１７時（冬季は１６時３０分まで）
日帰り入浴 ９時〜２０時 第2水曜
☎0223-37-4356 山元町山寺字稲実60 山元いちご農園内 特製いちごカレー 850円、
山元ツリーいちごパフェ 900円 10時〜17時（L.O.16時30分） 火曜

[名取市サイクルスポーツセンター 名取ゆりあげ温泉
「輪りんの宿」
]

☎0223-36-8309 山元町山寺字北泥沼112 10時〜16時
餌やり100円、乗馬500円 土・日曜、祝日のみ営業（平日は事前連絡で対応可）

フード＆スイーツを！

の時間は︑一生ものの思い出になるはず！

開 放 感のある水 辺で

写真も撮りたい !
白蛇サンド
金蛇水神社 Sando Terrace

イ チ ゴ

ワ ー ルド

ICHIGO WORLD
お食事処にサーフショップ、
アクセサリー屋さんも！

☎0223-22-2101

岩沼市稲荷町1-1

☎0223-24-6053 岩沼市南長谷中ノ崎13-2 海老香る塩Ａ850円（写真は煮玉子トッピング）
11時〜14時10分LO、土・日曜・祝日は９時〜14時10分LO（スープがなくなり次第終了） 不定休
［熊野神社］☎なし 名取市高舘熊野堂字岩口上51 ［熊野本宮社］☎なし
熊野堂字五反田34 ［熊野那智神社］☎なし 名取市高舘吉田字舘山8
［ささ圭］

［手造りかまぼこ工房］☎022-384-8185 名取市増田3-10-13 ８時〜18時
［かわまちてらす店］☎022-784-1239 名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
☎022-397-8235 名取市飯野坂字南沖93-1
木曜（祝日の場合は営業）

380円〜

なし
（元日除く）
８時〜17時 水曜

翌日は早起きして
﹁ゆりあげ港朝市﹂
に
︵日

曜・祝日のみ︶
︒獲れたて魚 介の炭 火 焼で朝 ご

喫しよう︒
新鮮ないちごを存分に堪能した後は

はん︒次は
﹁イチゴワールド﹂
でいちご狩りを満

山元町の商品が勢ぞろいする
﹁農水産物直売

所やまもと夢いちごの郷﹂
でお買い物︒
山元町

産いちごをたっぷり使ったジェラート
﹁夢いちご﹂

のほか︑季 節 毎の旬なフルーツを使 用する
﹁特

製ジェラート﹂
は大人気商品です！いちごづく

洋や美しい蔵 王 連 峰を眺めながら︑黄 金 色で

しの後は︑﹁わたり温泉鳥の海﹂
へ︒
雄大な太平

店舗ごとに異なるため要問合せ

もどこかへ飛んで行ってしまう︒
最後は
﹁亘理町

［亘理町荒浜にぎわい回廊商店街］

☎0223-36-9664（代表：リアルサーフ） 亘理町荒浜字築港通り6-34

とろみのあるお湯にゆっくりつかると︑
旅の疲れ

☎0223-35-2744 亘理町荒浜字築港通り41-2 大人（中学生以上）700円、
小人（小学生）250円、幼児（未就学児）無料 10時〜20時（最終受付は19時30分）
年中無休※温泉は循環式です

地元のお土産をゲットしよう︒

９時30分〜17時

荒浜にぎわい回廊商店街﹂
で新鮮な海産物や

［農水産物直売所やまもと夢いちごの郷］

☎0223-38-1888 山元町坂元字荒井183-1
年末年始
（12月31日〜1月２日）

あっという 間の２日 間だが︑
おすすめしたい

☎050-3186-4793 山元町山寺字桜堤47 10時〜15時30分 ※最終受付15時
（いちご狩りは１月上旬〜５月下旬、年によって変動あり） 年によって変動あり要問合せ
詳細はHPで確認を

﹁うまいもん﹂
はまだまだ盛りだくさん︒
次回は

日曜、祝日のみ開催

の新しいコースを味わってみて！

６時〜13時

［ICHIGO WORLD］

ぜひ︑
自分だけのアレンジでみやぎ県南浜街道

名取市閖上東3-5-1

旬の野菜や海産物、山元ブラ
ンド認証品など盛りだくさん

11時〜18時

☎022-796-4127 名取市杜せきのした5-31-1 ロクファームアタラタ
11時〜15時、17時30分〜22時（日曜は21時まで） なし
☎022-395-7211

農水産物直売所
「やまもと夢いちごの郷」

名取市高舘

櫻井酒店の
「ごこく波純米吟醸酒」

1,528
NISHIKIYA KITCHEN のレトルトカレー各種

320 円〜

櫻井酒店オリジナルの日本酒。おだやかな香りと
やわらかい口当たりが特徴だ。酒米には岩沼特産

1,100

の「ひより」を使用。

☎0223-22-4250 岩沼市大手町6-32
８時〜19時 不定休

岩沼発のごちそうレトルト食品専門店。
ほっとする素朴な味わいのものから極上素材を
使った一品など、多彩なラインナップが揃っている。
カレーのほか、
パスタソースやスー
プなどもオススメ
！岩沼市役所東側の岩沼店ではイートインもできる。
お土産として購入
する前にぜひ
「味見」
を!
【本店
（購入のみ）
】
☎0120-19-2498
岩沼市下野郷字新関迎265-1
10時〜
17時
日曜、祝日(土 曜日不 定 休) 【岩 沼 店】
☎0223-36-9115
岩沼市桜
1-6-45 リッチモンドスクエア岩沼内
11時〜19時
（LO 18時30分） なし

☎022-398-8596 名取市閖上中央1-12-1
（かわまちてらす閖上向かい側）
10時〜19時
水曜

☎0223-34-1417
亘理町逢隈鹿島
字吹田51
9時〜17時30分 なし

120g

756

150g

1,100

みやぎのあられの「はらこ飯あられ」 1,100 （9月〜2月限定）

こだわりバターのできたてクロワッサンは、
こうばしい香りとサクサク食感で何度でも食
べたくなるおいしさ。ケーキやクッキーなど
のスイーツも販売。

☎0223-36-9189

岩沼市中央1-4-25

10時〜17時30分

葡萄の杜まるた
（田所食品）☎0223-37-0439

日・月曜、年末年始（不定休あり）

山元町山寺字高地7
土日祝、年末年始

※商品無くなり次第閉店。

ごはんと麺の店 見晴
「うま辛やみつきラー油」

756 円〜

一度食べたらやみつきになる香り豊かな自家製
ラー油。和洋中すべてに合い、何にでもかけたく
なる。オススメは、白ご飯にラー油数滴と塩少々。
香りと旨みが存分に楽しめ、やみつきになること

火曜はマフィン、ベーグル

＊商品は農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」で購入可能
☎0223-38-1888 山元町坂元字荒井183-1
９時30分〜17時
年末年始（12月31日〜
1月２日）

などのBAKESHOP
として営業。

マルタ水産の
「北限の釜揚げしらす」

BOULANGERIE BEC の「クロワッサン」 194 円

10時〜16時

＊商品は農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」でも購入可能
☎0223-38-1888 山元町坂元字荒井183-1
９時30分〜17時
年末年始（12月31日〜
1月２日）

間違いなし。

☎0223-36-9909

亘理町字東郷147-7

11時〜15時、17時〜21時

火曜
（月1回

月曜不定休）

岩沼係長グッズ

150 円（クリアファイル・ふせん）〜

佐々直の「手のひら蒲鉾」

名取市閖上の新しい特産品“北限のしらす”。山からの豊かな
水によって脂がのった閖上のしらすを、鮮度そのまま釜揚げに。
ふわふわ食感のしらすを召し上がれ。
☎022-302-5724 名取市閖上東3-1-8（メモリアル公園
向かい側）
10時〜17時
水曜

やまもとファームみらい野の干しいも各種

シルクのような舌触りが特徴的な
「シルクスイート」
と甘さがありながらすっきりとした後味の
「べにはる
か」
の、
２品種のさつまいもを最大限に活かした干
しいも。
やまもとファームみらい野 ☎0223-23-1218

笹かまぼこのルーツと言われる
「手のひら蒲鉾」
は職人がひとつひとつ手作りし炭火で焼き
あげた逸品。
工業団地に勤務するサラリーマンという、渋すぎる設定のマスコット
「岩沼係長」
。独特
の雰囲気が溢れるグッズは市内スーパーなどで販売中。詳しくは岩沼市役所で確認を。

名取店 ☎022-395-5155 名取市増田字柳田353-1 9時〜18時 水曜
かわまちてらす店 ☎022-385-3370 名取市閖上中央1-6かわまちてらす閖上
９時〜18時 木曜

＊商品は農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」で購入可能
☎0223-38-1888 山元町坂元字荒井183-1
９時30分〜17時
年末年始（12月31日〜
1月２日）

＊商品は農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」でも購入可能
☎0223-38-1888 山元町坂元字荒井183-1
９時30分〜17時
年末年始（12月31日〜
1月２日）

かわまちてらす閖上
漁亭浜や かわまちてらす閖上店
ICHIBIKO閖上店
佐々直
ささ圭
若草寿司
佐々木酒造店

神明そば慶

佐々直 名取店

［ 秋〜冬 ］

豊華
名取市サイクルスポーツセンター
名取ゆりあげ温泉
「輪りんの宿」
NISHIKIYA KITCHEN（本店）
BOULANGERIE BEC
岩沼みんなの家

［ 5月8日〜21日 ］

櫻井酒店

［ 3月上旬 ］

［ 10月中旬 ］

NISHIKIYA KITCHEN（岩沼店）

ごはんと麺の店
見晴

あらはま海苔直売所

［ 7月下旬 ］

［ 7月下旬〜8月中旬 ］

やまもと夢いちごの郷 ふれあい市

常磐自動車道

三郷JCT
◀
東京方面

やまもとひまわり祭

仙台東部道路

山元南
スマートIC

約205分

鳥の海
スマートIC

山元IC
約5分

約5分

亘理IC
約5分

岩沼IC
約2分

名取中央
スマートIC

仙台空港IC
約5分

約2分

名取IC

約3分

▶
仙台方面

農水産物直売所
やまもと夢いちごの郷
JR東北本線

JR常磐線

名取駅
約14分

岩沼駅
約8分

亘理駅
約8分

山下駅
約8分

坂元駅
約4分

七三分けに眼鏡で作業服姿
の
「岩沼係長」
の地味なルッ
クスは、地道にコツコツと発
展する岩沼市のイメージを擬
人化したもの。好物は牛タン・
ラーメン・
トンカツ。

わたりん & ゆうりん
亘理の初代藩主伊達成実公
をモチーフに、兜には特産品
である
「いちご」
と、
町花である
「さざんか」
が。町をPRするた
めに戦国時代からタイムスリッ
プしてきた。
いちごの摘み取り
が趣味。
ゆうりんは、
お兄ちゃ
んが大好きなわたりんの妹。

亘理町字悠里 1

商工観光交流課

☎ 0223−36−9837
※このパンフレットに掲載している情報は、特に表記がない場合、2021年８月時点の有効な情報です。情報は変更となる場合がございますので、
最新の情報や詳細については各施設へお問合わせください。

