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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 。

2018.6
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岩手県

宮古

自然広がる本州最東端のまち
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宮古を知 る

のキーワード

浄土ヶ浜

人口

三陸復興国立公園

少子高齢化や若者の流出により人口の減少が続いてい

東日本大震災の復興に貢献する

ます。もともと少なかった沿岸部の若者の移出者が戻

ため、平成25年5月に創設され

宮古を訪れたらここだけは見逃せない。

らなくなり、さらに人口が減少。宮古市は「だれもが、

た国立公園。青森県から宮城県

浄土ヶ浜は、青い海、白い浜、鋭く尖っ

いつまでも、住み続けたいまち、みやこ」を目標に、

まで南北の延長は約220kmあ

た岩の上に群生するナンブアカマツの緑

定住促進に向け、暮らしやすさと豊かさに着目した環

り、宮古はそのほぼ中心に位置

が美しい、宮古を代表する景勝地。宮古

境づくりを目指しています。

します。北部は「海のアルプス」

山常安寺七世の霊鏡竜湖（1727年没）が、
「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆した
ことから名付けられたと言われています。
白い浜と大きな岩に囲まれ距離感が分か
らなくなるのでしょうか、不思議な気分に。

業していた建物。東日本大震災による津
波により1・2階が完全に破壊され、4階
まで浸水しました。津波の脅威を次の世
代に伝えるために整備され、一般公開し

たろう観光ホテル

田老地区に建つ、かつてホテルとして営

53,411人
2018年6月1日現在

出典 :宮古市総合窓口課（住民基本台帳）

とも称される豪壮な大断崖、南
部は入り組んだ地形が優美なリ
アス海岸が続きます。独特の環
境に適応した多様な野生生物を
間近に観察することもできます。

みちのく潮風トレイル
青森県八戸市から福島県相馬市までの太平洋沿岸をつなぐながーい散歩道。
トレイルとは、森林や原野、里山などにある
「歩くための道」のこと。みちのく
潮風トレイル最大の魅力は、海の景観をダイナミックに感じる絶景スポットの
多さです。美しい自然の中を潮風にゆられながら進み、忘れられない感動を
味わいましょう。豊富なモデルコースが用意されており初心者でも安心です。

ています。学ぶ防災ガイドとして30 ～
120分のツアーを開催。詳しくは学ぶ防
災
（0193-77-3305）
。

わかめ
真崎わかめは宮古市田老の沖合で親潮の荒波にもまれて

どんこ

トドヶ埼

三陸の冬の味覚、
「どんこ」
。正式和名はエゾイソアイ

本州最東端の岬。明治35年に建てられたトドヶ埼灯台

れています。スープはもちろんお刺身としても美味。

ナメというタラの仲間。淡白な白身に対し肝が大きく

は太平洋戦争で被災し、現在の灯台は昭和25年に復

濃厚で、
くせのある味が特徴。肝が肥大化する冬場
（12

旧されたもの。灯台から望む太平洋は視界をさえぎる

月～ 3月）が旬です。煮たり焼いたり食べ方は色々あ

ものがなく、どこまでも続く水平線から地球の丸さを

りますが、肝が溶け込んだ鍋は寒い季節にぴったり。

実感できます。雄大な太平洋を見にぜひ訪れてみては。

三陸鉄道は1984年に開通した三陸海岸を縦に走る鉄
道。東日本大震災の津波で甚大な被害を受けたにもか
かわらず、
「三鉄は地域に支えられてきた鉄道だから」
2018.6

横山葵さん

という思いから3年で全線復興を果たしました。三陸
鉄道の築堤が防波堤の役割を果たし被害を軽減したこ
とから、復旧後も同じ場所を走っています。

めが育つ環境に限りなく近づけた沖合の養殖場で生産さ

うみねこ

三陸鉄道
みやこ浄土ヶ浜遊覧船マリンガイド

育つ、世界でも希少な北方型わかめ。天然漁場から採取
した田老産天然わかめの種苗だけを親に使い、天然わか

うみねこは宮古市の鳥に指定されていま
す。田老湾の南側にある佐賀部の断崖と
岩礁群はうみねこの繁殖地。5 〜 8月に
はおよそ10万羽のうみねこが繁殖期を
迎えます。カモメとうみねこを見分ける
コツはくちばしと尾を見ること。うみね
このくちばしの先には黒と赤の模様があ
り、尾の先端が黒い帯になっています。
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宮古で愛されている

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。

地 元の
ごちそう

Silver Journal

昔ながらの
がっつりカツカレー

田舎や食堂
岩手県宮古市磯鶏 1-2-36
0193-63-4605

11:00-20:30

月曜定休

宮古市45号線沿いに位置する昔ながらの雰囲気が素
敵なお店、田舎や食堂。洋食屋で働いていた店主、井戸
端さんが地元に戻り1985年に創業。震災の被害を受け
たものの自分たちで修復して2ヶ月で営業を再開したそ
う。今では地元の人たちや復興の工事で集まる人たちで
賑わっています。メニューは定食、カレー、チャーハン、
ラーメン、丼ものなど食堂らしいラインナップが並び、
人気はなんといっても創業以来変わらないカツカレーと
カツ丼。揚げたての肉厚のカツは衣がサクサクで、程よ
い辛さのカレールーと相性バツグン。カツカレーとラー
メンなどお得なセットメニューもあります。

3
レトロな包装がかわいい

1

もちもちパン

老舗の行列店
たらふくの中華そば

相馬屋
岩手県宮古市西町 2-3-27
0193-62-1729

5:00-18:00

宮古市のご当地パン屋さんとして親しまれているベー

多良福
岩手県宮古市大通 1-1-20
0193-62-5607

10:30-20:00

火曜定休

宮古市民に愛されている中華そばのお店、多良福。連
日お店の前には行列ができています。多良福は震災後一
度お店を閉めましたが、約1ヶ月半という短い期間で再
開しました。長い間変わらずにここでしか味わえない一
杯を提供し続けています。壁にはこの店唯一のメニュ
ー、
「中華そば 550円」の板が掛けられています。店名
「たらふく」
の通り麺は器から溢れんばかり、スープもた
っぷりと注がれてボリューム満点です。黄金色の澄み切

カリー相馬屋。ロゴマークの子馬がかわいい。あんパン
やクリームパン、ジャムパンはパン生地がしっとりもち
もちとしていて満足感があります。パンの中には滑らか
で優しい味わいのクリームやあんこがたっぷり。食パン
はふわふわでそのままでも美味しく頂けます。

4
宮古の名産
どんこ料理が楽しめる

魚元
岩手県宮古市大通 3-6-43
0193-63-1700
11:30-14:00/17:30-22:00
不定休

ったスープは煮干しベースで全く臭みがありません。優

宮古に来たら一度は食べてみたい魚、
「どんこ」
。魚元

しいながらもしっかりとした魚介系の旨味と磯の風味が

では新鮮などんこ料理を食べることができます。どんこ

感じられます。麺は自家製麺。つるつるとしたコシのあ

の口から味噌を入れて焼いた
「どんこ逆焼」
は、ふわふわ

る中平打ちの縮れ麺がスープによく合います。トッピン

の身と濃厚な肝が一緒に味わえます。店内には大きな生

グはチャーシュー、メンマ、刻み葱、海苔という堅実さ。

簀があり、どんこ以外にもさまざまな宮古の海の幸を堪

シンプルでありながら全く飽きのこない一杯です。

能することができます。
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本州最東端の地を擁する港町、宮古市。

宮古を満喫する
1DAYトリップ

居酒屋大ちゃん

6:00
宮古港フェリー到着

景勝地「浄土ヶ浜」を中心に
宮古市のおすすめスポットを

18:00

新鮮な魚介類に舌つづみ
地元民で賑わう居酒屋
地元民に愛される、三陸の新鮮な海の幸と地酒
を満喫できるお店。店内にはジャズが流れ、カウ

1 日で満喫するコースをご紹介！

室蘭港を出発して10時間。船を降りると早朝の
澄んだ空気と広がる自然に深呼吸。さあ出発だ！

ンター席は常連のお客さんで賑わいます。お通し
はなんと5品！ 旬の食材でつくられていて、日替
わりなので、毎日通っても飽きない。

復興への想い
この日本酒「フェニックス」は、宮古の
菱屋酒造店が、東日本大震災からの復

岩手県宮古市大通 1-4-13
0193-63-5255

魚菜市場

7:00

魚菜市場の朝市で
ぜいたく朝ごはん

17:30-

興の想いを込めて名付けたんです。

不定休

伊藤一樹さん

学ぶ防災

15:00
命を守るために

東日本大震災から7 年
遺構・たろう観光ホテル

宮古港で水揚げされたばかりの海の幸や地元農家が

学ぶ防災では参加していただいた方

東日本大震災により甚大な被害が出た宮古の田

丹念に育てた野菜がずらりと並ぶ宮古市民の台所。約

達に当時の状況を肌で感じてもらっ

老地区。被災した当時のまま保存されている「津

ています。大切な命を守るために何

25店が軒を連ねる活気のある市場です。まずは新鮮

ができるかということを一緒に考え

な海鮮を使ったボリューム満点の海鮮丼で腹ごしらえ。

ていきたいです。
ガイド 元田久美子さん

三陸で採れた海藻や海の珍味はお土産に最適です。
岩手県宮古市五月町 1-1
0193-62-1521

6:30-17:30

時の映像を通して自然災害の恐ろしさと命の大切
さ、そして防災の重要さを学ぶことができます。
岩手県宮古市田老野原 80-1

水曜定休

10:00

波遺構たろう観光ホテル」の館内見学や津波発生

0193-77-3305

青いソフトクリーム！
青の洞窟ソフトも忘れずに。

青の洞窟（さっぱ船）

みやこ浄土ヶ浜遊覧船

さっぱ船に乗って
本州最東端の洞窟へ

うみねこと一緒に
遊覧船でおやつタイム

9:00-17:00

13:00

早野秀則さん

小さなさっぱ船に乗って行く「青の洞窟遊覧」
。

大きな遊覧船に乗り、うみねこたちと岩の外側

浄土ヶ浜の奥にある洞窟の中に広がる美しいコバ

を遊覧。蛸ノ浜、ローソク岩、潮吹穴、姉ヶ崎、

ルトブルーの世界を体感できます。天候によって

日出島など変化に富んだ力強い海岸美を満喫で

海の色は毎日違うそう。運が良いと潮吹きが見ら

きます。船内で「うみねこパン（100円）
」を購入し、

れるかも。青いソフトクリームもお忘れなく。

空へ放り投げると、うみねこたちが集まってきます。

岩手県宮古市日立浜町 32-4

岩手県宮古市日立浜町 32-69

0193-63-1327
※出船は海況に応ずる

8:30-17:00

定休日なし /3月-11月

0193-62-3350

お問い合わせください

年末年始休

願いごとがかなう？
うみねこパンをちぎって投げる時
に何か願いごとをしてみてくださ
い。見事にうみねこがキャッチし
てくれたら願い事がかなうかもし
れませんよ。
マリンガイド 横山葵さん
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だけど、亡くなった人たちの分も頑張って生きていかな
ければ、と今は思える。先代の理事長含め組合に携わっ
てきた方々が積み上げてきたものを失くしたくないって
気持ちも強かった。だけど結局、まずは自分が生きるた
めに再開したってことなんじゃないかな。
ー早野さんにとって浄土ヶ浜ってどんなところですか？
何だろうね、
自分は浄土ヶ浜で生まれたんだ。そうだな、
やっぱり自然と関わる場所なのかな。自然は穏やかな時
もあるし、とんでもないことを引き起こすこともある。
でもやっぱり生きて行く上で自然を避けては通れない。
震災が起こった後も浄土ヶ浜の風景は全く変わらない。
海が白くなったという人もいるけど、自分にとっては何
も変わっていないね。

かけがえのないものを

たくさん失ったけど、
友人があんまりしつこく薦めるから、
青の洞窟に入ってみた。

トの貸出しが始まった。東日本大震災の前には12人乗
りのモーターボートで大型観光船と同じようなコースを

新たに人との繋がりが生まれた。

周ったりもしたね。地震による津波でボートが流され、
ベテランの船長さんが辞めざるを得なくなって、今は昔

ー生活は落ち着きましたか？

と比べると縮小したコースになってる。

うん、今はね。小さいけど新しい家も建てて、自分は音

ー浄土ヶ浜マリンハウスで働き始めたのはいつ？

楽が好きだから、
たまにライブハウスに行ったりしてね。

1983年からだから35年くらいになるね。もともと親父

ー青の洞窟遊覧はいつ頃始まったんですか？

自分の年代に合ったミュージシャンも来るし、若いミュ

が設立して、自分が一緒に働き始めたのは20代半ば。4

2008年だ。自分も子供の頃にあの洞窟に行ったことは

ージシャンもたくさん来てる。みんな頑張ってるね。そ

月から始めて10月に親父が亡くなったから、一緒に仕

あったけど、特別魅力的だとは思っていなかった。ある

んな若い人達のエネルギーを吸い取ってるの。きっと家

事をしたのは半年くらいの短い期間。別に親父の体調が

日、東京で働いていた友人のコピーライターが、
「あの

内も見てくれていると思うよ。震災のことは本当に言葉

悪かったわけではないんだけど、もしかすると親父は何

洞窟はとにかく美しいから、絶対周遊コースに入れたほ

では言い表せない。既に 8 年近く経っているけど、自

かを予期していたのかもしれない。自分は一人息子で自

うがいい！」ってあんまりしつこいから、一度お客さん

分にとっては昨日の出来事みたいだ。震災の直後は海に

由に好きなことばかりしてたんだけど、いつまでもフラ

を乗せて青の洞窟に入ってみた。いや、とにかく綺麗だ

出るのが怖かった。自分の家が津波に流されたときの動

フラしていては駄目だと思って働き始めたんだ。

ったね。お客さんの反応もすごく良かった。今年で63

画があるんだけど、見るたびに切なくなるね。今は率先

歳になるけど、歳をとってようやく人が言うことを受け

して津波の動画を若い人たちに見てもらうようにしてい

ーマリンハウスが始まった経緯を教えてください。

止める心が持てるようになったよ。その釣り好きの友人

るけど、最初は辛かった。だけど震災を経験していない

もともと浄土ヶ浜あたりで働いていた船大工が、個人で

の一言が、青の洞窟遊覧船を始めるきっかけになったの

船を造って住民や観光客に貸し出していたんだ。その船

は間違いない。もちろん彼だけではなくて、たくさんの

大工の１人だった親父が中心になって、個人で船を貸し

人に手伝ってもらって、少しずつ軌道に乗ったんだ。そ

出していた人たちが集まって、昭和30年初めに組合を

して2011年3月11日に東日本大震災が起こった。全て

設立。舟遊び場事業として認可をもらったのが昭和32

津波で流されて、あの時はもう終わったと思ったね。

年か、33年だったと思う。ちょうど浄土ヶ浜が国立公
園に指定された頃だね。
ー遊覧船の周遊コースは当時も今も同じですか？
いや、昔は手漕ぎの木製ボートを貸し出していただけじ
ゃないかな。少しずつ規模が拡大して白鳥ボートやヨッ

ゼロからのスタート。

残ったのは借金だけ。
ー震災後について聞かせていただけますか？

る観光客を威勢のいい声で迎える。
青の洞窟

さっぱ船遊覧

岩手県宮古市日立浜町 32-4
0193-63-1327

8:30-17:00

定休日なし /3月-11月
※出船は海況に応ずる

穏やか な 時 も 、

ぎ 2 代目。全国、海外からやってく

大 暴 れ する と き も あ る 。

さっぱ船」を運営。父親から受け継

震 災 が あっても

宮 古 市 の 観 光 名 所「 青 の 洞 窟 遊 覧

浄 土ヶ浜 の 風 景 は

浄土ヶ浜マリンハウス代表

変 わ ら ない。

早野 秀則さん

自分１人では何もできなかったと思う。ボートから何か
ら全て失くしてゼロからのスタートだった。建物は柱だ
けになって、残ったのは借金だけ。船もエンジンもほと
んど全部駄目になったんだけど、奇跡的に一番小さい船
だけが生き残ってね。その船が復興の始まりだった。た
くさんの人達に手伝ってもらったよ。瓦礫を撤去して、
生き残った船を修理して、もう一度桟橋を造った。海底
に沈んだ瓦礫の撤去作業には1年くらいかかったかね。

人たち、若い人たちに動画を見てもらって、自分がその

そして、6月29日。今でも忘れない、江ノ電のスタッフ

時の状況や情景を話して、
何か少しでも感じてもらって、

が様子を見にきてくれたんだ。その2人が震災後、最初

頭の片隅に残してくれたらと思うんだよ。

のお客さんになった。

もちろん実際に体験した人にしかわからないこともある
んだけど、人はみんな優しい気持ちを持っていると思う

ーすぐに再開へ向けて動き出したんですか？

よ。自分の話を聞いて涙を流してくれる人がたくさんい

いや、実は震災で家内も亡くしてね。幸いなことに10

る。そうすると、ああ、やっぱりやっていて良かったな

日後に遺体がみつかって、4月29日にお葬式をした。そ

と思うんだ。いつまでも終わったことを引きずるなって

の頃はもう何も手につかず、宮古に住んでいる3人の娘

思う人や、前だけ向いて走った方がいいって思う人もい

たちの家を転々としていた。いつまでもこうしていられ

るかもしれないけど、大きな震災というできごとがあっ

ないと思い仮設住宅に入居して、少しずつ復興に取り組

たからこそ今があるからね。かけがえのないものをたく

み始めたんだ。照れくさくて直接言ったことはないけ

さん失ったけど、それによって新たにいろんな人との繋

ど、娘たちがいなかったら自分は参ってしまっていたと

がりが生まれた。そしてその繋がりは年を追うごとに深

思う。本当にとんでもない衝撃的なことが起こったわけ

まって、ずっと続いていくと思うんだ。
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岩 手 ・宮 古 の
おみやげ

真崎とろろ昆布
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元祖うみねこパン

岩谷堂羊羹

みやこ浄土ヶ浜遊覧船でのみ購入できるうみ

こだわりの昔ながらの製法で作られる羊羹。

ねこ用のパン。昆布とイカが練りこまれてい

定番の本煉の他にくるみや黒煉、くり金印な

て人が食べても美味しい。1個¥100。

ど種類豊か。セット ¥1,080。
（回進堂）

Silver Journal

田老に自生する天然昆布を乾燥させてつくっ
たとろろ昆布。そのまま味噌汁やお吸い物に
入れても美味しく、うどんや蕎麦にもよく合
う。50g ¥308。
（田老町漁業協同組合）

宮古はおみやげも豊富。
三陸で採れた魚介を使った
お菓子やおつまみ、
地元の老舗スイーツも。

Ça va (サヴァ) 缶

さんてつTシャツ/缶バッジ

千両男山 純米吟醸

を使って作られた缶詰。目を引くデザインが

岩手のイラストレーター、オガサワラユウダ

兵庫県産山田錦を50%の精米歩合で仕込ん

かわいい。パプリカチリ、レモンバジル、オ

イさんの三陸鉄道のイラストをプリント。

だ、染み入るような優しい味の純米吟醸。ワ

Tシャツ1枚 ¥1,500、缶バッジ1個¥255。

インのように香り高く、しっかりとした口当

※数に限りがあります。ご了承ください。

たりが特徴。720ml ¥2,030。
（菱屋酒造店）

東日本の水産業の復興を目的に、三陸のサバ

リーブオイル漬け、170g 各¥410。

いか煎餅
三陸のスルメイカを原材料に使った煎餅。甘
さの中から広がる磯の風味がやみつきに。嚙
むほど美味しさが増し、
まさにスルメのよう。
12枚入 ¥432。
（中村屋）

西野屋レモンケーキ

さんてつサイダー
三陸鉄道と久慈の老舗佐幸本店がコラボした

レモンケーキに、重めのアイシングでしっと

甘さ控えめの爽やかな地サイダー。ブルーの

り美味しい。
レトロなパッケージがかわいい。

ガラスが光に透けて綺麗。1本 ¥205。

1個 ¥150。
（西野屋）

※価格は販売店舗によって異なる場合がございます。

田老を通過するときの景色が
お気に入りです。
高校卒業後、東京の鉄道会社に就職し駅員と
して働きながら運転士を目指していました。
毎日慌ただしく過ぎていく東京での暮らし。
地元に帰ろうかと考えていたところ、三陸鉄

久慈-宮古間を繋ぐ北リアス線。地域
と共に歩む鉄道として愛されている三

真崎わかめ
世界でも希少な北方型わかめ。三陸の沖合
で荒波にもまれて旨味が凝縮し、海のミネ

西野屋マドレーヌ

宮古の塩(あら粒)
三陸の海水を電気透析して不純物を除去し、

ラルがたっぷり。肉厚で色濃く、他では味

宮古を代表する銘菓西野屋のマドレーヌ。甘

平釜で育晶させた最初にできる塩結晶。ゆっ

わえない独特な歯ごたえが魅力。80g×5束

すぎない昔ながらの味わい。パンやケーキも

くり溶けながら食材の旨味を引き出す。あら

¥1,490。
（田老町漁業協同組合）

評判。1個 ¥150。
（西野屋）

粒の他こま粒も。80g ¥400。
（宮古の塩工房）

陸鉄道は震災から３年後に全線復興を
果たしました。

道が運転士を募集しているという話を父親か
ら聞き、いてもたってもいられず応募しまし
た。田老あたりを通過するときの景色がお気
に入りです。
三陸鉄道 北リアス線運転士
宇都宮 聖花さん
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シルバーフェリーで行く4 つの港町

室蘭

Tomakomai

1 時間にわたり繰り広げられる
光と音のショー

まつりをさらに盛り上げる花火大会では、約1時間に
わたる光と音のショーが繰り広げられます。まつりの
メイン会場ではライブやフォトコンテスト、ビアガー
デンなど様々な催しが行われ、子供から大人まで楽し
むことができます。

7月28-29日

苫小牧アート
フェスティバル
9月予定

紙フェスティバル
9月予定

たるまえ
サンフェスティバル
10月予定

苫小牧漁港ホッキまつり
とまこまい港まつり 苫小牧市若草町2丁目3 番地
0144-33-223

2018年 8月3日- 8月5日

EVENT
2019

苫小牧

イルカとの遭遇確率 98%
雄大な自然をウォッチング
室蘭に来たら体験したい「イルカ・クジラウォッチ
ング」
。室蘭周辺の噴火湾のもたらす恵みはイルカや
クジラの子育てにとって絶好の環境。室蘭近海は毎年
18種類にも及ぶ海洋哺乳動物が見られます。イルカの
遭遇確率はなんと98%以上。船上からは室蘭八景に数
えられる地球岬など豊かな自然の景観も堪能すること
ができます。

7月16日

チキウ岬灯台公開
7月27-29日

大人 6,000円 / 子ども 3,000 円 / 幼児無料
所要時間: 約150分
0143-27-2870

7月7-8日

撮りFES

むろらん港まつり

イルカ・クジラウォッチング

１日2 便運航

9月1-2日

宮古

Hachinohe

一坪ほどの店内で交わる
地元民と観光客
は8つもの横丁が張り巡らされ、その中でも明るく活
気のあるのがみろく横丁。この横丁には約25店舗の固
定屋台がひしめき、郷土料理や海鮮料理など八戸グル
メが集まります。各店舗は一坪ほどで、地元民や観光

三陸鉄道の「こたつ列車」

客との交流も醍醐味です。

0178-29-0815

EVENT
2019
7月中旬

久慈から宮古の海岸線を走る三陸鉄道の北リアス線
では、毎年冬の時期になるとこたつ列車が運行します。
このこたつ列車に使われるのは、レトロなお座敷列車
「さんりくはまかぜ」
。美しいリアス式海岸を眺める片
道約100分間の旅では、沢川の河口にかかる鉄橋から
の雄大な太平洋の眺めは見逃せません。

トドヶ埼灯台一般公開

ビューシート

優雅に寛ぐ
ラグジュアリー空間

海を眺めながら
リラックス

豪華さと快適さを兼ね備えたツインルー

オーシャンビューを満喫できる特別な空間。

をお楽しみください。

だける空間です。

ム。洗練された空間でワンランク上の船旅
EVENT
2019

7月8日

種差海岸観光まつり
7月28日

南郷サマージャズ

疲れをゆっくりと癒しリフレッシュしていた

※写真はキングタイプです。ほかにツインタイプもございます。

※夜間航海中はスクリーンを下ろす為、外をご覧いただけません。

プロムナード

1 等ペット同伴室

2 等あかちゃんルーム

大海原をのぞむフリースペース。船旅の仲間と楽し

ペットケージを備えた４名定員の洋室。

赤ちゃん連れのお母さま方も安心の

いひとときを共有できる憩いの場。

ドッグバルコニーもご利用いただけます。

レディースルーム。※授乳室を 2 室備えています。

フェスティバル
7月31日-8月4日

八戸三社大祭
8月19日

八戸花火大会

7月下旬

店舗により異なる

店舗により異なる

2 等寝台 A

2 等寝台 B

おひとり様で気軽にご利用でき

2 段ベッドを備えた洋室。ご家

るシングルルーム。プライバシー

族やグループで気ままに楽しむ

もしっかり確保できて快適にお

船旅に最適です。

過ごしいただけます。

宮古夏まつり
9月1-2日

やまびこフェスタ
9月2日

閉伊川川下り大会
9月15-16日

みやこ秋まつり

0193-62-8900

特等室

みろく横丁 八戸市三日町と六日町の間

八戸

Miyako

12月-2月土日祝のみ営業（予定）

Ne w!

6月- 8月のみ営業

ちを迎える飲食店が発達して来ました。八戸中心街に

乗車区間の運賃＋座席指定金300円

煌めきの「ティアラ」誕生

スワンフェスタ

港町として栄えた八戸では、漁から戻った海の男た

三陸鉄道こたつ列車

2018.4.25 Debut!

7月14-16日

樽前山神社例大祭

夏に開催される一大イベント「とまこまい港まつり」
。

Muroran

EVENT
2019

11月11日

宮古サーモン
ハーフマラソン

運航スケジュール

苫小牧発

23：59

八 戸 着
翌日

7：30

八 戸 発

13：00

苫小牧着

20：15
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札幌

室蘭

八戸発

就航船

苫小牧

シルバー
プリンセス

8:45

苫小牧 着
16:00

苫小牧発

八戸着

21:15

翌日4:45

インターネットで予約
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

シルバー
ティアラ

13:00

20:15

23:59

翌日7:30

べにりあ

17:30

翌日1:30

5:00

13:30

シルバーエイト

22:00

翌日 6:00

9:30

18:00

就航船

宮古 発

室蘭着

青森

八戸

久慈

宮古

盛岡
花巻
釜石

シルバー
クィーン

仙台

9:25

19:25

室蘭発

八戸発

20:50

3:30
4:00 発

7:55

8,543トン

総 ト ン 数

10,536トン

総 ト ン 数

7,005トン

全

148.8m

全

150.0m

全

134.0m

19.7ノット

航 海 速 力

20.5ノット

航 海 速 力

航 海 速 力
車輛積載能力

トラック 82 台（ 12m車換算）

長

車輛積載能力

乗用車 30 台

旅 客 定 員

トラック 92 台（ 12m車換算）

長

車輛積載能力

乗用車 30 台

500名

494名

特等室 10 名（ 2名×5室）

1 等室 92名（2名×10室、4名×18室）

1 等室 140名（2名×28室、4名×21室）

旅 客 定 員

旅 客 定 員

2等寝台 A 30名（1名×30室）

旅行会社で予約
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。

20.7ノット
トラック 69 台（ 12m車換算）
乗用車 20 台

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

2等室 132名（座席指定）

される方。障がい者手帳をお持ちの方。

特等室 10 名（ 2名×5室）

2等室 240名（座席指定）

2等寝台 A 72 名（1名×72室）/ 2 等寝台 B 96 名

キャンピングカー、サイドカー、バスで乗船

600名

特等室 12 名（ 2名×6室）
ビューシート 18 名（ 2 名×9シート）

0120-539-468

シルバークィーン

総 ト ン 数
長

電話で予約

シルバーフェリーを利用した観光ツアーを

着

シルバープリンセス

シルバーティアラ

宮古着

まで予約可能！

ドライバーズルーム 80 名

ドライバーズルーム 72 名

編集後記
シルバーフェリーの宮古ー室蘭航路開設を祝って、船内
誌「シルバージャーナル」が創刊。第一号の特集は「宮古」
です。2011年3月11日の東日本大震災で、津波によって
大きな被害を受けた宮古。復興は他の地域よりも早く進ん
でいるようですが、取材でお話を伺うと、どなたも必ず

総 ト ン 数

9,483トン

総 ト ン 数

6,558トン

全

142.6m

全

134.6m

20.5ノット

航 海 速 力

長

航 海 速 力
車輛積載能力

トラック 68 台（ 12m車換算）

長

車輛積載能力

乗用車 30 台

のないものをたくさん失ったけど、新たに人との繋がり
が生まれた」という、さっぱ船の早野さんの言葉が印象に
残っています。
ほぼ全ての写真を撮影してくれた大橋泰之さんは、駆

19.4ノット

け出しの頃に、迷って、旅に出て、浄土ヶ浜に辿り着い

トラック 67 台（ 12m車換算）

たそうです。当時撮影したポラロイド写真を見せてくれ

乗用車 14 台

たことを思い出しました。この１年間、宮古を訪れるとい

450名

600名
特等室 8 名（ 2名×4室）
旅 客 定 員

と言ってよいほど震災の話をされていました。
「かけがえ

べにりあ

シルバーエイト

旅 客 定 員

1 等室 100名（2名×10室、4名×20室）

つも晴れだったのは、きっと彼の想いが通じていたから

1 等室 44名（4名×11室）

なのでしょう。

2等室 326 名

この冊子が、宮古を訪れ、浄土ヶ浜の白い浜辺に腰掛

ドライバーズルーム 80 名

2等寝台 A 80 名（2名×40室）

けて、海を眺めるきっかけになることを願っています。

2等室 368 名（座席指定）

佐々木信 (3KG)

ドライバーズルーム 44 名

SILVER JOURNAL

ご予約・お問い合わせ

0120-539-468
受付時間

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

www.silverferry.jp

シルバーフェリー

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）
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