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シルバーフェリーがお届けする、

海のまち観光案内。

さあ、フェリーに乗ってでかけよう。
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工場夜景と鉄のまち

北海道 室蘭
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84,454

室蘭を知る のキーワード

室蘭を歩くとあちこちで見かける室蘭市
の公式マスコット「くじらん」。水族館で、
マンホールで、商店街の冬の転倒防止の
砂箱の上で、そして、たい焼きならぬく
じらん焼きとして、本当にあちこちで見
かけます。地元民に愛されているのでし
ょうね。室蘭周辺の噴火湾は、餌が豊富
で波が穏やか。イルカやクジラが集まり
ます。室蘭に住む人たちにとって、クジ
ラは昔から身近な存在なんですね。潮の
上にサッカーボールが乗っているのは室
蘭にサッカーの強豪校があるから？

室蘭市陣屋町と対岸の絵鞆半島にある祝津町を結ぶ室蘭港を跨ぐ東
日本最大の吊り橋。室蘭は企業城下町として栄え、その工業化の過
程で必要とされたのが建設のきかっけとなった。日没から日付が変
わるまで風力発電によってライトアップされており、2008年（平成
20年）には「日本夜景遺産・ライトアップ遺産」に選定されている。

1970年代から「味の大王」から始まり、いまでは室蘭
にあるラーメン店の約6割がカレーラーメンを提供し
ており、室蘭の定番となっている。「札幌のみそ」、「旭
川のしょうゆ」、「函館のしお」に続き、北海道ラーメ
ンの「第4の味」を目指しPRしている。
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やきとりといえば「鶏肉」と「長ねぎ」。
でも、室蘭やきとりは「豚肉」と「玉ねぎ」
だ。味はタレ、おでんやとんかつのよう
に洋がらしをつけて食べるのがスタンダ
ード。鉄のまちで働く労働者たちの胃袋
を満たしてきた室蘭のソウルフード。戦
時中に軍靴をつくる豚革を採るために養
豚が推奨され、豚肉と相性がよい玉ねぎ
が豊富に採れたので、やきとりのスタイ
ルで、肉は豚、長ねぎの代わりに玉ねぎ
というスタイルが確立された。

1953年に開館した北海道で最初の水族
館。今も開館当時の面影を残す水族館を
古くさいと片付けるか、タイムスリップ
した気分で古き良き小さな街の水族館と
して楽しむか。観覧車も、メリーゴーラ
ンドも、ティーカップも、圧倒的に懐か
しい佇まい。11:00と15:00から開催さ
れるペンギンの行進をお見逃しなく。営
業は夏季のみ。
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室蘭周辺の噴火湾は、一年を通して穏やかな事が多く、
また北海道で有数の漁場。穏やかでエサが豊富なため、
いるかにとっても子育ての場として絶好の場所となっ
ている。

いるか

太平洋を一望できる北海道を代表する景勝地のひと
つ。アイヌ語で「断崖」を意味する「チケップ」が変
化して「チキウ」となり、地球という漢字があてられ
たそう。展望台から見えるのは海、そして水平線。晴
れた日の昼間に訪れるのが王道ですが、もし満月の夜
に室蘭に滞在していたら、幻想的な夜の地球岬もおす
すめ。

地球岬

室蘭は三方向を海に囲まれている天然の良港。海岸線を囲むように工場
群が立ち並んだ室蘭港と、そこに架かる「白鳥大橋」。国道を車で走るだ
けで、大迫力の工場夜景が目に飛び込んでくる。坂の多い室蘭は地形に
高低差があり、高台や丘にあたる場所からも湾状に並ぶ工場の夜景を鑑
賞可能。

夜景

港として栄えた後、日本有数の工業都市として発展し、
1969年に人口18万人のピークを迎えた。新日本製鐵
や日本製鋼所などの大規模な合理化や周辺都市への流
出で人口は減少を続け、現在は半分以下の8万人台に。

人口

室蘭市の東町に位置する砂浜。汚染されていない純度
の高い砂浜は「鳴砂」と呼ばれ、足で砂を踏むと砂同士
の摩擦でキュッキュッと音を出す。浜の奥には絶壁が
広がり、幻想的な景色が広がる。観光客はもちろんだ
が、親子で海岸を散策していたり、地元民のペットの
散歩ルートになっていたり、室蘭市民に寄り添ってい
る場所だ。

イタンキ浜

人
2018年8月31日現在　出典 :室蘭市生活環境部戸籍住民課　 

室蘭フェリーターミナル
シルバーフェリー　鳥谷部 汐里さん

予約受付と発券が主な業務で、経理も担当しています。
4月に入社し、八戸で研修を受けた後室蘭に配属されま
した。出身は青森県十和田市。父は北海道に単身赴任し
ていて、青森に帰ってくるときにはシルバーフェリーを
利用しているので、身近に感じていました。中学・高校
ではバレーボール部に所属して、高校時代は朝早くから
夜遅くまで、毎日練習していました。遠征にも行って、
インターハイに出場することもできました。仕事で悩む
こともありますが、部活をやっていたことが支えになっ
ていると感じます。

旧室蘭駅舎から見える階段を上っていくと、辿り着
く先は室蘭八幡宮。鯨八幡として親しまれているの
は、噴火湾に漂着した鯨を売った代価を神社の造営費
用に充てたから。そんなわけで、お守りや絵馬にはく
じらが描かれています。春にはエゾヤマザクラなど約
300本が花を咲かせる、桜の名所のひとつ。

室蘭
八幡宮

日露戦争を契機とする鉄鋼需要の増加に対応するため、
天然の良港である室蘭港と、夕張の石炭、噴火湾一帯の
砂鉄、洞爺湖町の鉄鉱石を基盤とし1909年に北海道唯一
の銑鋼一貫製鉄所として建設された。今も工場に24時間
灯り続ける明かりは工場夜景として観光名所になっている。

製鉄所

イラスト準備中
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「天丼が多いですね。やはり一番出ます」と三代目の天
里徳寿（とくひさ）さんが仰るように、天勝の名物はなん
と言っても天丼。そばやうどんなどメニューが豊富です
が、初めて訪れたらまずは迷わず天丼を注文。衣に包ま
れたエビ（大・小）とイカが、天つゆに浸され、ごはんの
上にのせられます。サクッという天ぷらを想像すると、
また違う食感。「初代の祖父が基本を作り、二代目の父
が仕上げました。三代目の私は、今それを守って続けて
います」と徳寿さん。

鉄のまちで働く男たちの空腹を満たしてきたからでし
ょうか、ボリュームがあります。天勝は、1920年（大正
9年）に天里勝三さんが創業。室蘭の飲食店では5本の指
に入る長い歴史を誇る老舗です。江戸っ子の勝三さんが、

「北海道の港町室蘭は、これからは鉄鋼で伸びていく」と、

妻を連れ、仲良しの兄貴分と一緒に北海道に渡って屋台
を開いたのが始まりです。創業当時の室蘭は、鉄のまち
としての土台が築かれていた時期でした。室蘭の発展と
ともに栄えた中央町で100年に渡って市民に愛され続け
ている地元の味。お盆になると、毎年天勝の前には長い
行列ができるそう。お墓参りや帰省で室蘭に帰ってきた
人たちが、子どもの頃から食べていた室蘭の思い出の味
を味わおうと開店前から行列をつくり、閉店までお客さ
んが途切れないんですって。

天勝はテイクアウトができます。18:00の閉店間際に
滑り込んで、天丼をテイクアウトしてフェリーに乗り込
み、波に揺られながら味わうというのもいいかも。船の
上でお弁当を食べるなら、室蘭らしいお弁当を。暑い季
節は傷みやすいやすいのでご注意くださいね。

2013年にオープンしたパンケーキ専門店。黄緑の壁
が印象的なおしゃれな店内に入ると、店長の野口絵美
さんが元気な笑顔で迎えてくれます。野口さんは大学
生の時にハワイへ留学。そこで食べた本場のパンケー
キの味が忘れられず、地元室蘭市でお店をオープンし
ました。お皿の上にそびえ立つボリューム満点の生ク
リームと、しっとりしたパンケーキに思わず笑顔にな
ってしまいます。コーヒーからトロピカルなオリジナ
ルソーダまでドリンクも豊富。

毎月8のつく日はハンバー
ガーショップに変身！ハ
ンバーガーも人気で、昼
過ぎには売り切れてし
まうので早めの来店が
おすすめです。

平日からたくさんのお客さんで賑わい、地元の人に愛
されている居酒屋「伊勢広」。3代目の店長中村さんは「生
まれ育った室蘭を盛り上げたい」という思いでこのお店
を継ぎました。20代の若いスタッフが笑顔で接客して
いるせいか、店内は活気の溢れる若々しい雰囲気です。

定番の室蘭やきとりは絶品。洋がらしによく合いお酒
が進みます。ボリュームたっぷりのサラダや創作料理ま
で、家族でも楽しめるメニューが揃っています。

室蘭といえばカレーラーメン。その中
でも1972年創業の「味の大王」は、「カレ
ーラーメン」と言えばまず名前が挙がる
人気のお店です。

お昼の時間帯には開店直後から次から
次へとお客さんが入ってきて、あっとい
う間に満席。観光客だけでなく地元民に
愛されていることがよくわかります。

運ばれてきた大きな丼ぶりにはカレー

スープが並々と注がれ、スパイシーな香
りが食欲をそそります。とろみのある濃
厚なスープと、自家製の黄色いちぢれ麺
がよく絡み、手作りチャーシューやワカ
メが絶妙なハーモニーを奏でます。ボリ
ュームたっぷりで食べ終わるころには満
腹ですが、余裕がある方には締めのライ
スがおすすめ。残ったスープに投入する
とカレーリゾットが楽しめます。

天勝
北海道室蘭市中央町 2 丁目3-16

0143-22-5564 11:00-18:00
 木曜定休

地元の
ごちそう

たれの染み込んだ
天勝の天丼

" ふわもり " クリーム
本場の味のパンケーキ

1

2

北海道室蘭市中央町 2-9-3
0143-23-3434
11:00-20:30　  火曜定休味の大王

北海道室蘭市高砂町 5-18-2
090-5983-3422 11:00-16:00 

 日・月曜日定休、祝日不定休

SOCOTRA CAFÉ

4

3

1972年創業
カレーラーメン 味の大王

室 蘭で 愛されている
地 元グルメをご 紹介。
観 光の 合 間に是非立ち寄りたい
名店ばかりが 揃います。

北海道室蘭市中島町1丁目9-12
0143-47-0317 
月〜木 17:30-24:00 金・土 17:30-25:00
 日・祝日定休（詳細はお問い合わせください）伊勢広

地元民に愛されている
若さ溢れる居酒屋 伊勢広
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ランチを済ませた後はのんびり
海岸散策にでかけてみましょう。

室蘭の東町には「イタンキ浜」が
あります。この地方には、かつて

アイヌの人たちがつけた「ハワノタ（声のある砂浜）」と
呼ばれる地名があったことから、1986年に調査を実施。
結果、イタンキ浜一帯が北海道では初めて鳴砂海岸であ
ることが実証されました。鳴砂は、砂同士の摩擦でキュ
ッキュッと音を出す砂のことです。砂に石英という鉱物
が多く含まれ、石英の粒に適度な丸みと艶があり、そし
て油やゴミなどで汚れていないことが、鳴砂の条件です。
音を鳴らすには、乾いた砂の上でつま先で何度か地面を
キックするのがコツ。

イタンキ浜は、地元民の散歩スポット。早朝と夕方に
はサーファー達が集い、波に乗る姿が見られます。

店内に漂うコーヒーの香り、ス
ピーカーから流れるジャズ、そし

て、海を見下ろす窓からの眺めは圧倒的。昼は会話を楽
しむ女性たち、夕方は仕事帰りのOLが店の雰囲気を求
めて集まります。そんな中に、長靴を履いて釣り竿を持
った男性が「コーヒーをいっぱい」と来店。
「毎日違う夕日、綺麗な工場夜景が楽しめます。」と店

長の内藤富佐子さん。Mutekirouを訪れるなら、日没時
間がおすすめ。ジャズを聴きながら、コーヒーを味わい、
恋人となら会話を、一人なら読書を楽しんでいるうちに、
太陽が海に沈み、店内が次第に赤くなり、紫に。すると
白鳥大橋や工場に明かりが灯り始め、すっかり日が暮れ
ると室蘭の工場夜景が広がります。

オーナーだった故・石塚和義さんは室蘭の老舗、やき
とり一平の2代目。ジャズをこよなく愛し、2010年ま
で10年間室蘭で開催された「室蘭ジャズクルーズ」の実
行委員会会長を務めました。店内に置かれたグランド
ピアノは「星空と、潮風、工場夜景とともにジャズを聴
いて欲しい」という石塚さんの思いの象徴です。

北海道有数の工業都市として発
展してきた鉄のまち室蘭は、日本

六大工業夜景のひとつに選ばれています。港に林立する
製鉄所の工場群の光が生み出す夜景は、隠れた観光スポ
ットして人気を集めていましたが、全国的な工場夜景ブ
ームもあり、室蘭の新しい観光として注目されていま
す。展望台から見下ろす夜景も美しいですが、クルーザ
ーに乗って夜の室蘭港を一周するナイトクルージングは
いかが。ライトアップされた白鳥大橋を下から眺めたあ
と、灯りが灯る工業地帯へ向かいます。海面に反射する
夜景が綺麗。出発時間は日没時間に合わせて変動するた
め、事前にご確認ください。北海道の夜は夏でも肌寒い
くらい。羽織るものを一枚持って乗船すると安心。

室蘭にフェリーが到着するのは
とっぷり暗くなった夜。室蘭のシ
ンボル、東日本最大の吊り橋の白
鳥大橋をくぐり、岸沿いの工場夜

景を一望しながら入港していきます。さあ、室蘭旅のは
じまりです。

フェリーを降りたら寝る前に
腹ごしらえ。お酒を飲みながら、
または家族でも楽しめる室蘭や
きとりのお店に行きましょう。

昭和26年に小さなラーメン屋として創業され、サイ
ドメニューのやきとりが人気になって、昭和30年代か
らやきとりメインの居酒屋「鳥辰」となりました。現在は
3代目がのれんを守り、お客さんも親子三世代。街の現
在進行形の歴史がここにあります。紺色ののれんをくぐ
ると、お客さんでいっぱいの店内。店員さんの元気な声
が飛び交います。一般的な室蘭やきとりは豚精肉で、洋
がらしを付けて頂きます。鳥辰の豚串はとても柔らかく
弾力があり、甘い特製ダレとの組み合わせが絶品。他に
も「シロ」という豚の大腸の串焼きが大人気。遅い時間だ
と売り切れてしまうのでお早めに。

やきとりだけでなく、サクサクの衣が美味しい鳥唐揚

げやかにしゅうまいなどサイドメニューも豊富。お子さ
ん連れの家族でも楽しめそうです。人気店のため大人数
の場合は事前予約がおすすめです。

鳥辰はチルドの室蘭やきとりを郵送でも販売していま
す。お土産として家へ配達を注文してみるのもいいかも
しれません。お取り寄せに関するお問い合わせは鳥辰本
店へ。

太平洋を一望できる北海道を代
表する景勝地のひとつ。目の前に
生い茂る草木、白い灯台、視界の
奥まで続く太平洋など、その景色

には目を楽しませる要素が多く、思わず見入ってしまい
ます。展望台に登ると景色を360度眺められ、太平洋側
だけでなく内陸側の景色も楽しむことができます。幸せ
になれるという「幸福の鐘」もぜひ鳴らしてみて。

駐車場横の売店には名物の室蘭カレーラーメン・室蘭
やきとりが入った中華まんじゅうや、ここでしか買えな
いお土産も。欠かさずチェックしてみて！

お昼ご飯は母恋めし。おにぎり
が2つ、燻製たまご、漬物、スモ
ークチーズ。そしてデザートにハ
ッカ飴がついて1,188円。地球岬

から絵鞆岬までの沿岸でしか採れないヤヤン昆布の出汁
で炊き込んだごはんを、新鮮で大ぶりなホッキ貝と一緒
ににぎったおにぎり。ほんのりと甘く、深い味わいでホ
ッキ貝のコリコリとした食感を楽しめます。たまごとチ
ーズはりんごのチップを使用して丁寧に燻製。封を開け
ると芳ばしい香りが広がります。

母恋という不思議な名前、実は地名です。アイヌ語で
「ホッキ貝が群生する所」という意味の「ポキ・オ・イ」が
省略されて「ポコイ」となり、母恋と漢字があてられたと
言われています。エンルムマリーナ1階にあるブロート
ン99が製造し、母恋駅や室蘭駅の売店、そして室蘭フ
ェリーターミナルの売店でも販売しています。数量限定
なので、買い逃がさないで！

室蘭を満喫する
1DAYトリップ

北海道南西部、工場夜景と鉄のまち室蘭市。

フェリー到着

19:25

鳥辰 本店

20:00

地球岬

10:00

母恋飯

12:00

イタンキ浜

14:00

宮越屋珈琲
Mutekirou（霧笛楼）

17:00

ナイト
クルージング

19:00

鳥辰 本店
北海道室蘭市中央町2丁目4-17

0143-23-3938 平日17:00- 0:00 土日祝 16:30- 0:00
 月曜定休 (月曜祝日の場合翌火曜休み)

地球岬
北海道室蘭市母恋南町４-77 0143-25-3320

母恋めし本舗 　母恋駅売店
北海道室蘭市母恋北町1-1

0143-27-2777  9:30-13:00  木曜定休

イタンキ浜
北海道室蘭市 東町3丁目　 0143-25-3320

室蘭ナイトクルージング
北海道室蘭市絵鞆町 4 丁目２-17

0143-27-2870
 出発時刻は日没に合わせて変動

 4 -11月限定

宮越屋珈琲　Mutekirou
北海道室蘭市中央町 2 丁目3-16

0143-27-0001 3-9月 11:00-20:00　10-2月 11:00-19:00
不定休

ナイトクルージングは私の父が
立ち上げました。室蘭の代名詞に
もなりつつある工場夜景。ぜひ海
の上からしか見られない絶景を体
験してほしいです。

船長
山田京香さん
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ー富留屋の創業はいつですか？
1898年（明治31年）に、初代の古谷雄太郎がこの場所
で創業しました。江差町で生まれ、函館でお菓子の修行を
し、景気が良さそうだと室蘭に渡ってきたようです。当時
店の向かいに建っていた病院を訪れる人たちがお見舞いを
買うだろうと見込んで、小さな餅屋さんを始めました。

ーその頃の室蘭はどんな街だったんでしょう？
当時の室蘭は、石炭の荷役をしていたそうです。日本製
鋼所の設立が1907年（明治40年）ですから、鉄をつく
り始めるのはもう少し先ですね。北海道のどこかで掘っ
た石炭を運んできて船に載せていた。街は活気づき、人
口が増加していた時期だと思います。

ー 2代目は雄太郎さんの息子さんが？
はい。2代目に引き継がれたのは1926年（大正15年）。
長男だったら家業を継ぐしかないという時代です。2代
目の古谷勇蔵はお菓子の勉強はしてないのですが、面白
いアイデアを思いつく人で、和菓子屋だった富留屋に洋
菓子を取り入れたり、店の一角に喫茶店を併設したり。
喫茶店というか、サンドイッチパーラーと呼んでいまし
た。当時としてはかなり洒落ていたはずです。勇蔵さん
は体の弱い人で若くして亡くなりました。

ー 3代目はお父さんですか？
3代目が私の父の古谷富雄です。自ら菓子屋をやると言

ったらしいですが、当時まだ15、16歳と若かったことも
あり、創業者である祖父が手助けしていました。私の父
も色々なアイデアのある人だったので、次から次へとい
ろいろなことに挑戦して、現在の富留屋の基礎を作り上
げました。バター煎餅、チーズ煎餅などもうちの父親が
作ったもの。昭和27年頃から販売しています。現在主
力になっている商品はほとんど私の父の創作です。

ーバター煎餅とチーズ煎餅の誕生について詳しく教
えてください。
北海道だからバターもあるしチーズもあるし、それを使
って何かをつくろうということだと思います。そこで薄
いクッキーのようなものにバターを入れて煎餅として販
売した。当時はまだクッキーといってもなかなか伝わら
ない時代だったから、煎餅として売ることを選んだので
しょう。ジャパニーズクッキーというか、洋風煎餅とい
うか。

ーバター煎餅の味は昔と同じですか？
味は当時のまま。最初の配合は正確にわからないですが、
うちの職人さんが受け継いできた配合には手を加わえて
いません。パッケージもほぼそのまま。今は懐かしいデ
ザインと言われますが、当時は画期的だったんじゃない
かな。違いがあるとすれば、昔は缶だったんですよ。贈
答用にね。

ラジオもヨットもお菓子も
ものを作るという意味では同じ

ー公億（まさやす）さんが店を継ぐと決めたのは？
父親からお菓子屋をやれと言われたことは一度もないん
ですが、母親はね「この子ね、大きくなったらカステラ
焼いてくれるんだって」と言ってました。お菓子作りは
好きで、小学校 4、5年生の頃かな、クッキーやドーナ
ツを作って食べていました。お菓子づくりに限らず、と
にかくものを作ることが好き。たまたま最初に作ったの
がお菓子でした。プラモデルやラジオから、カヌーやヨ
ットまで。

ー大学では何を学んでいたんですか？
関東の大学に進学して、4年間は競技用の2人乗りの小
さなディンギーと呼ばれるヨットに夢中でした。大学を
卒業して製菓専門学校に通ってる間は、大学時代のヨッ
ト部のOB会が所有していた小型のクルーザーを借りて、
江ノ島あたりをぐるりと。室蘭に戻ってきたのは昭和
61年、27歳か28歳の頃ですね。

ー商売には興味はあったんですか？
人と話すことは決して嫌いではありませんでした。家が
商売をやっていましたから、問屋さんは来るわ、職人さ

んは入れ替わるわで、とにかくいつもがやがや。住み込
みしてる職人さんもいましたから、夏休みになると、昼
ごはんを職人さんと一緒に食べたり、工場で職人さんた
ちと話したり、遊んでもらったり。

ーそういう環境で育ったということですね
妻も明治初期から150年くらい続く和歌山のお菓子屋さ
んの娘なんです。商売人同士で結婚したから、わが家で
はもうそれが当たり前。私が小学生の頃の室蘭は景気が
よかったから、「ちょっと配達行ってきて」って言われて、
夜、料亭や飲み屋さんにお土産のお菓子を配達に行くん
ですよ。とにかく人手が足りないから。商売やってる家
庭は、みんなそうだったんじゃないかな。

ー気合を入れて商売を始めたわけではない？
その感覚はないかもしれません。暮らしの延長線上でそ
のまま入り込んでしまった感じ。責任がなかったのが、
ある日を境に責任があるようになったというだけで。

ー100年続いている、うわ、すごい！と思いますけれど。
そうですね。特に100年とか意識して生活してるわけで
はありません。継いだ時点でもうね、70 年、80年経っ
たわけだから、特に何にも考えてないですね。父から引
き継いだときからは何一つ変えてません。配合はほとん
どいじってないですね。ただ使う素材がね、利便性の高
いものにはなっています。でも配合自体は変わってない。

ーお店としては何もないところから盛り上がる室蘭
を見てきたということですよね。
残念ながら私はいい時代を知らないんです。私たちが関
東から帰って来て富留屋の経営に携わるようになった昭
和 60年頃にはもう、室蘭はだんだん下がり調子になっ
てきていた。造船も、鉄鋼もだんだん先に陰りが出て来
ていて、高炉が閉鎖されたとか、閉鎖するとか話されて
いた時期でした。親父の代が室蘭の最盛期だったのかな。
もうずっと右肩上がり。当時働いていた職人さんに聞く
と、作っても作っても足りなかった、と。当時はお菓子
屋さんがたくさんあったけれど、競ってお菓子作っても、
どこも潰れませんでした。

ー次の代に引き継がないんですか？
正直悩んではいます。今年60歳になるので、現役でバ
リバリ仕事ができるのはあと10年かそこら。誰かに引
き継ぐなら、もう今ここでバトンタッチしなきゃいけな
いんだけど、結局人の使い方が下手なんだね。うまく任
せればいいのに、任せられずにここまで来ちゃったから。

ーでも、自分が引き継いだものは価値があると思って
らっしゃるんですよね。
うん、やっぱりいいものなんじゃない。それがなければ
父親が亡くなった段階で、「あぁ、あの息子ダメだ」っ
て思われて、いくらご先祖様に任されたチーズ煎餅が
あったとしてもダメになってますよね。室蘭に戻って
30年、親父が亡くなってからもう17年経つわけだから。
それなりに評価してもらえてるのかな、と思います。お
店にとってなにが大切かというと、商品を残してくれた
のはもちろん大切だけど、やっぱり信頼を残してくれた
の。それを傷つけないようにっていうのはある。だから
バカなことはしないようにっていうね。

鉄
み
た
い
な
主
役
に
は

な
れ
な
い
け
れ
ど
、

小
さ
な
店
の
個
性
が

室
蘭
ら
し
さ
を
つ
く
っ
て
る富留屋 本店

北海道室蘭市中央町2丁目 9-4
0143-22-5455 8:00-19:00 
不定休

古谷 公億さん
和菓子職人
室蘭を見守り続けて来た歴史ある菓
子店「富留屋」4 代目社長。代々続
くのれんに安住せず、和菓子づくり
に力を注いでいます。
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増えすぎが原因で捕獲される登別のエゾシカ
を有効活用した缶詰。料理にはもちろん、そ
のまま食べても美味しい。大和煮、カレー煮、
味噌煮各480円。（株式会社伊奈不動産）

のぼりべつエゾシカの缶詰

無投薬飼育の安全なうずら卵を茹で、室蘭だ
けで採れる「ヤヤンこんぶ」と醤油で味付け。
おつまみやおかずとして、そのまま食べても
美味しい。 300g 950円。（株式会社室蘭う
ずら園）

味付うずら卵	ヤヤン昆布だし

日本で唯一のうずら卵で作ったアイス。濃厚
で、香料を使用しない素材の風味が自然な味
わいで美味しい。フレッシュ、いちご、アッ
プル、グリーンティー各278円。（株式会社
室蘭うずら園）

うずらんアイス

濃厚でまったりとした生クリームの味の一層
目、程よい甘味でさっぱりとした二層目と、
食べ進めて行くと風味が変わり楽しめる。 1個
430円。（株式会社室蘭うずら園）

室蘭うずらのプリン

室蘭で見ることができる美しい夜景を切り取
ったポストカード。室蘭から大切な人へ、手
紙を出してみては。 1枚170円。（みたら室蘭）

夜景ポストカード

家でも簡単に楽しめる生麺のカレーラーメ
ン。お取り寄せグルメとしても人気。1食入
り500円。

室蘭カレーラーメン

室蘭の市章を模った砂糖菓子。口の中でふわ
りと溶けて上品な甘さが広がる。日本茶に合
いそう。525円。（富留屋）

富留屋　紋菓むろらん

優しいバターの香りが広がる素朴な味のおせ
んべい。昔ながらのレトロなパッケージがか
わいい。12包入り、702円。（富留屋）

富留屋　バターせんべい

鉄のまち室蘭。
鉄をモチーフとした
お土産はもちろん、
お菓子やおつまみ、

地元の老舗スイーツも。

室
蘭
の

お
み
や
げ

鉄のまち室蘭で作られている、ボルトやナッ
ト、ワッシャーなどを半田づけした人形「ボ
ルタ」。現在100種類以上ポーズのボルタ人
形が販売されており、愛嬌のあるポーズは見
ているだけで癒される。780円。（ボルタ工房）

ベースにうっとりのボルタ

室蘭カレーラーメンの会の管理人、豚の「め
んばるくん」缶バッジ。カレーラーメン好き
はカバンに一つつけておきたい。1個100円。

室蘭カレーラーメン缶バッジ
室蘭在住の手芸作家が「室蘭に新しいお土産
を」と作り始めた室蘭市章を使った雑貨。ト
ートバッグやエプロン、てぬぐいなども揃う。
ブックカバー 500円。

手づくりブックカバー

室蘭の老舗菓子店「草太郎本舗」。春の洞爺湖
で手摘みされたよもぎを練りこんだよもぎま
んじゅうが定番。1個160円。（草太郎本舗）

草太郎

6個入っているおまんじゅうのうち1個だけ
が唐辛子入りの激辛まんじゅう。チキウ岬の

「売店シナダ」で購入できる。730円。（シナダ）

炎の毒まんじゅう

室蘭のお菓子屋さん、モンパリの銘菓。こど
もの笑顔をモチーフにしたパッケージがかわ
いい。プレーン、ココア各100円。（モンパリ）

むろらんっこ

鉄の原料、鉄鉱石、石灰石、石炭を
モチーフにしたクッキー。地元のお
菓子店「ナニナニ製菓」と室蘭工業大
学が共同開発。ブリキのパッケージ
がレトロでかわいい。1箱1680円。

（ナニナニ製菓）

鐡の素

さつまいもが採れない北海道でやき
いもを表現した北海道土産の定番。
芋の筋は金糸昆布で表現。6個入り
712円。（わかさいも本舗）

わかさいも

室蘭のゆるキャラくじらん。
ステッカーやコースターなど
様々なグッズが売られている。
耳かき440円。（みたら室蘭市）

くじらん耳かき

チキウ岬駐車場脇の売店「よってけ家」名物の
中華まんじゅう。カレーラーメンとむろらん
やきとりがそのまま包まれていてボリューム
たっぷり。各200円。（よってけ家）

中華まんじゅう
室蘭カレーラーメン/室蘭やきとり

※2018年12月現在
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SILVER FERRY

Wi-Fi
SERVICE

全船無料Wi-Fi、運用開始！
インターネットでさらに快適な船旅を！ ※ご利用にあたっては SNS（Google・Facebook・

Twitter）のアカウントが必要です。接続時間は 1回につ
き 1時間、1日 2回までとなります。ご利用頂ける場所は
案内所付近のみとなります。航海中、電波状況等により使
用できないことがございます。

NEW ROUTE 

MURORAN
MIYAKO

宮　古 室　蘭
新航路開設

NEW SHIP

SILVER
TIARA

八　戸 苫小牧
新造船シルバーティアラ

MIYAKO

HACHINOHE

MURORAN

八 戸

室蘭市だんパラスキー場で行われる室蘭の冬最大の
イベント。スキーやスノーボードのレッスンが受けら
れる他、大じゃんけん大会やもちまきなどが行われま
す。文具やおもちゃなどが当たる人気の雪山宝探し、
来場者の投票で優秀作品を決める市民雪像コンテスト
を実施。雪原を駆け抜けるバナナボートは迫力満点！
だんパラ名物「エゾ鹿肉焼き」も味わうことができます。

楽しく海の幸を味わえる「宮古毛ガニまつり」。
2018年3月の開催には約2万人を動員しました。宮
古産の毛ガニを使ったカニ汁の無料配布が行われ、毛
ガニラーメンや毛ガニ特価販売などの出店が並びます。
毛ガニの一本釣り、体験セリ市など、親子で楽しめる
魅力的なイベントが盛りだくさん。

わくわくスケートランドの「スケートボブスレー」、
「ジャンボすべり台」のアトラクションのほか様々なプ
ログラムが用意されています。中でも人気なのが名物

「しばれ焼き」。極寒の空気の中で白い湯気を上げなが
ら豪快に食すジンギスカンは最高です。大人から子供
まで大満足の苫小牧の名物イベントです。

寒さを吹き飛ばす！親子で
楽しめるむろらん冬まつり

無料カニ汁に舌つづみ！
宮古毛ガニまつり

スケートのまち苫小牧
ちびっこスケートで競争だ！

むろらん冬まつり
北海道室蘭市香川町224-1 

0143-43-5600   2月中旬開催

宮古毛ガニまつり
宮古市魚市場特設会場

0193-62-3534　  3月初旬

とまこまいスケートまつり　苫小牧市若草町中央公園
0144-32-6448   2月初旬

Muroran

Miyako

Tomakomai

2月23日
工場夜景の日

2月中旬
雪像ゆきまつり in だんパラ

4月中旬
室蘭水族館オープン

7月下旬
むろらん港まつり

9月上旬
スワンフェスタ

5月上旬
緑ヶ丘公園まつり

5月中旬
ノーザンホースパークマラソン

8月上旬
とまこまい港まつり 

9月上旬
百縁商店街

9月上旬
紙フェスティバル

9月中旬
たるまえサンフェスティバル

室
蘭

国の重要無形民俗文化財「八戸えんぶり」は、八戸地
方に春を呼ぶ豊年祈願の郷土芸能。えんぶりの一番の
見どころは、太夫（たゆう）と呼ばれる舞手が、馬の頭
をかたどった華やかな烏帽子を被り、頭を大きく振る
独特の舞。その舞は、稲作の一連の動作である、種ま
きや田植えなどの動作を表現したものです。期間中は
町中でえんぶりを見ることができます。

豊年祈願の郷土芸能。
眠っている田に魂を！

Hachinohe

4月中旬
さけ稚魚壮行会

4月下旬
浄土ケ浜まつり

7月中旬
宮古港カッターレース

7月下旬
宮古夏まつり

9月上旬
閉伊川カヌースラローム大会

9月中旬
みやこ秋まつり

苫
小
牧

宮
古

八
戸

八戸えんぶり　八戸市内
0178-46-4040   2月中旬

5月上旬
八戸うみねこマラソン 

全国大会

7月上旬
種差海岸観光まつり

7月下旬
八戸三社大祭

9月中旬
櫛引八幡宮秋祭

EVENT
2019

EVENT
2019

EVENT
2019

EVENT
2019

シルバーフェリーで行く4つの港町

苫小牧市撮影
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0120-539-468

シルバーフェリー

WEB予約割引10%適用！
一度に14名様、乗用車5台、バイク5台
まで予約可能！

キャンピングカー、サイドカー、バスで乗船
される方。障がい者手帳をお持ちの方。

シルバーフェリーを利用した観光ツアーを
用意している旅行会社がございます。詳し
くは各旅行会社にお問い合わせください。

盛岡

室蘭

花巻

仙台

久慈八戸

札幌

苫小牧

青森

宮古
釜石

www.silverferry.jp シルバーフェリー

発　行 2019年1月10日
発行元 川崎近海汽船株式会社
 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
 霞が関コモンゲート西館 25階
 TEL : 03-3592-5800
取材 株式会社インサイト、佐々木信 (3KG)
撮影 大橋泰之（合同会社マカロニ写真事務所 )
デザイン 3KG（佐々木信、石田愛実、渡邊美友、堀内好美）

◎本誌からの写真・文などの無断転載を禁じます　Copyright © 2019 KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA,LTD.

　0120-539-468

ご予約・お問い合わせ

受付時間 9:00–18:00（平日）
 9:00–12:00（3/1〜8/31の土曜日)

八　戸 050-3821-1478 9:00–20:00

苫小牧 050-3821-1490 9:00–20:00

宮　古 050-3821-1546 9:00–17:00

室　蘭 050-3821-1551 9:00–17:00

札　幌 050-3821-1452 9:00–17:00（平日のみ）

東　京 050-3821-1400 9:00–17:00（平日のみ）

インターネットで予約

電話で予約

旅行会社で予約

就航船 八戸発 苫小牧着 八戸着苫小牧発

シルバー
プリンセス

シルバー
ティアラ

べにりあ

シルバーエイト

8:45 16:00 21:15 翌日4:45

13:00 20:15 23:59 翌日7:30

17:30 翌日1:30 5:00 13:30

22:00 翌日6:00 9:30 18:00

就航船 室蘭発 八戸発 宮古着室蘭着宮古発

シルバー
クィーン 20:50 7:559:25 19:25

編集後記

　室蘭のまちを歩き回って感じたのは鉄の気配。夫が鉄
工所に勤めていたとか、転職前は鉄工所で働いていたと
か、昔は夜勤明けの労働者たちが朝から飲んでいたとか。
鉄鋼石をモチーフにしたクッキーや、ボルトとナットで
作った人形も。室蘭のまちの勢いは、鉄鋼産業とともに
あったことを感じました。
　室蘭では飲食店を訪れると何を注文してもなんだか大
盛り。どうやら気のせいではないようで、工場で働く男
たちの胃袋を満たすために、大盛り気味なのだとか。納
得の理由ですが、鵜呑みにしてよいものでしょうか。
　冬季休業という理由で、大好きな市立室蘭水族館を掲
載できなかったのが心残り。昔ながらのメリーゴーラン
ドや観覧車、白鳥大橋に見立てた橋を歩くペンギンショ
ー、華やかさはありませんが、タイムスリップしたよう
な時間が楽しめる素敵な水族館です。

佐々木信 (3KG)

SILVER JOURNAL

総 ト ン 数  9,483トン
全　　　　長 142.6m

航 海 速 力  20.5ノット

車輛積載能力
 トラック 68台（12m車換算）

 乗用車 30台

旅 客 定 員

 600名

  特等室 8名（2名×4室） 

  1等室 100名（2名×10室、4名×20室）

  2等寝台A 80名（2名×40室）

  2等室 368名（座席指定）

   ドライバーズルーム 44名

シルバーティアラ
総 ト ン 数  8,543トン
全　　　　長 148.8m

航 海 速 力  19.7ノット

車輛積載能力
 トラック 82台（12m車換算）

 乗用車 30台

旅 客 定 員

 494名

  特等室 12名（2名×6室） 

  1等室 92名（2名×10室、4名×18室）

  ビューシート 18名（2名×9シート）

  2等寝台A 72名（1名×72室） / 2等寝台B 96名

  2等室 132名（座席指定）

   ドライバーズルーム 72名

シルバーエイト

シルバークィーン
総 ト ン 数  7,005トン
全　　　　長 134.0m

航 海 速 力  20.7ノット

車輛積載能力
 トラック 69台（12m車換算）

 乗用車 20台

旅 客 定 員

 600名

  特等室 10名（2名×5室） 

  1等室 88名（4名×22室）

  2等寝台B 60名

  2等室 362名

   ドライバーズルーム 80名

シルバープリンセス
総 ト ン 数  10,536トン
全　　　　長 150.0m

航 海 速 力  20.5ノット

車輛積載能力
 トラック 92台（12m車換算）

 乗用車 30台

旅 客 定 員

 500名

  特等室 10名（2名×5室） 

  1等室 140名（2名×28室、4名×21室）

  2等寝台A 30名（1名×30室）

  2等室 240名（座席指定）

   ドライバーズルーム 80名

べにりあ
総 ト ン 数  6,558トン
全　　　　長 134.6m

航 海 速 力  19.4ノット

車輛積載能力
 トラック 67台（12m車換算）

 乗用車 14台

旅 客 定 員

 450名 

  1等室 44名（4名×11室）

  2等室 326名

   ドライバーズルーム 80名

3:30着

4:00発


