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世界遺産登録から６周年、
平泉の食の魅力もお伝えしたくなりました。

今日をねぎらい明日につながる、おいしい平泉をどうぞ。

  2017        2018

12/1-2/28

いただきます、ごちそうさま、
その言葉の一番近いところにいます。
　2011年6月、世界文化遺産に登録された平泉。平和への願いと、全ての命に対する慈悲
の心で築かれた理想郷。「いただきます」と「ごちそうさま」、その意味を考えると、私
たちならではの角度からも平泉の良さや平泉らしさをお伝えできるような気がします。
ともあれ、お腹減っていませんか？今宵の食事、オススメのお店がございます。

夕
食
も
平
泉
で
。

主　催▷	平泉ほっとする食のプロジェクト
共　催▷	平泉商工会、平泉町、県南広域振興局
問合せ▷	県南広域振興局経営企画部	食産業グループ	☎0197-22-2843
	 平泉商工会	☎0191-46-3560	

https://hiraizumi-dinner.jimdo.com平泉夕食堂

夜が長いこの季節、
楽しみもたくさん。
中尊寺編 
2月初旬 節分会 
　節分の豆撒き。本堂で護摩祈祷の後、大相撲の
関取や厄年の善男善女等が「福は内、鬼は外」と
声も高らかに豆をまき、境内は終日賑わいます。

毛越寺編 
毛越寺 二十日夜祭
平成30年1月20日㈯毛越寺常行堂にて
　正月14日から20日まで新春の祈祷である常行堂
の摩多羅神（またらじん）祭が執り行われます。結
願の20日は二十日夜祭と称され、献膳式に引き続
き古伝の常行三昧供の修法が行われます。さらに
厄年の老若男女がたいまつの明かりを先頭に常行
堂まで練り歩き、宝前に供物をささげて、無病息災、
家内安全を祈願します。最後に堂内では延年の舞
が奉納されます。
15:00 献膳式 ／ 16:00 常行三昧供
18:00 後夜作法 ／ 19:30 献膳行列 駅前出発
19:40 大護摩供 ／ 20:00 献膳行列 山門到着
21:00 延年の舞奉納 ／ 24時頃　舞終了
※延年の舞の撮影はご遠慮頂いております。ご了承ください。
問合せ▷平泉観光協会 ☎0191-46-2331
毛越寺 写経【要予約】
通年 人数 1～ 50名 時間 90分 
　写経とは経典を書き写すことで仏の功徳が得ら
れるという修行の一種で、毛越寺では般若心経の
写経が行われています。※法要や行事でお受けでき
ない日がありますので必ずお問い合わせください。
料金 1人 1,000円
問合せ▷毛越寺 ☎0191-46-2331
毛越寺 坐禅【要予約】
通年 人数 1～ 200名 時間 60分 
　坐禅は、こころを落ち着かせ集中力を高める事
が出来ます。※法要や行事でお受けできない日があ
りますので必ずお問い合わせください。
【子ども・学生料金】1人200円
【大人料金】
 1名～ 5名でお申し込み　1人1,000円
 6名～ 9名でお申し込み　1団体5,000円
10名以上でお申し込み　1人500円
問合せ▷毛越寺 ☎0191-46-2331

平泉スウィーツ編
平泉ぶとまん販売
平成30年1月20日㈯17:00～ 19:00

　平安時代の餢飳（ぶと）を参考に、岩手県産の
材料を使用して作る平安スウィーツ「平泉ぶとまん」
を販売します。
旅館アイリス悠前にて

平安スウィーツ唐菓子づくり
　平安スウィーツ「唐菓子（からくだもの）」づくり
体験と試食　1家族1,000円
※開催日についてはご相談ください。
問合せ▷旅館 アイリス悠☎0191-46-3323

サイクリング・ドライブ編 
世界遺産を、自転車で散策
普通自転車　3時間500円～　1日1000円　
電動自転車　3時間600円～　1日1300円　
世界遺産でドライブ満喫

レンタカー ナビ付 3時間3,000円／6時間4,500円
レンタルスクーター 2時間1,620円／1日フリー 3,780円
公道カート（X-KART 一人乗り用、普通免許必要）　
1時間2,376円（ガソリン込）（延長1時間2,000円）　
問合せ▷ゴールドレンタ平泉 ☎0191-46-4031

コンサート編 
第6回 気楽にジャズ
平成29年12月2日㈯開場18:00 開演18:30
　地元ミュージシャンが集まって、みなさんご存知
の曲をジャズでやさしくアレンジ・解説します。
大人2,000円／中高生1,000円／小学生500円

takaTakaα+岡淳ライブ
平成30年2月11日㈰開場17:30 開演18:00
　CD「あぜ道小道」制作メンバーが作り出す時間を
ご堪能下さい。一般2,000円／高校生以下1,000円
第2回風さがし
平成30年2月24日㈯18:00
　学生主催による若さ溢れる音楽祭。高校生や高
専生のまっすぐな表現を応援してみませんか?
観覧（応援）無料　出演者500円
問合せ▷菓子工房吉野屋☎0191-46-2410

こども食堂編 
みんなで食べると美味しいね!
第3木曜日16:00～ 21:00
中学生以下200円／高校生以上400円
問合せ▷食処・呑処「縁」☎0191-48-5002

はっと体験編 
はっと料理体験
通年（要相談）9:00～ 15:00
　「はっと汁」は手で練って伸ばした小麦の生地粉
の生地を切り、地元野菜をふんだんに使った醤油
仕立ての汁に入れて茹であげた素朴な郷土料理。
場所 きゅうけい処民家／所要時間 120分
人数 2～ 8人／料金 1人 1,500円（大人子供同額）
問合せ▷きゅうけい処民家☎0191-46-3186

着物編 
メモリアルフォト@ひらいずみ
　振袖での記念写真。世界遺産・平泉で今のワタ
シを残しませんか?成人式撮影プラン（ネイルチップ
（オーダーメイド）・着物一式・ヘアメイク・アルバム
込み。手ぶらでOK）

撮影協力▷平泉観光写真社 ☎0191-46-4214
問合せ▷ビーワンサロン ハートヴェイル
☎090-5187-2178

予告編 
ひなまつりイベント
平成30年2月17日㈯ 現在企画中
旅館アイリス悠
企画 平泉ほっとする食のプロジェクト
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きゅうけい処 民家 0191-46-3186
Café SEKIMIYA 0191-34-4030
焼肉・冷麺 高粱 0191-46-4059
菓子工房 吉野屋 0191-46-2410
cafe & bar 琥珀 0191-46-2721
旭屋 0191-46-2533
たすいち 070-2034-7814
縁 0191-48-5002
SATO 0191-48-5011
KOZENJI cafe 0191-46-3066
道の駅 平泉 0191-48-4795
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奥州平泉温泉 そば庵 しづか亭 0191-34-2211
毛越寺門前直売 あやめ 0191-48-3135
きんいろぱん屋 0191-48-3135
毛越寺門前直売 きら里 0191-48-3135
The BREWERS 平泉 0191-34-4044
夢乃風 0191-46-2641
いわい食堂 0191-48-4355
焼肉 八つ花 0191-46-4074
ソウル食堂 0191-46-5199
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毛越寺門前直売 きら里

たすいち

焼肉 八つ花

焼肉・冷麺 高粱

The BREWERS 平泉

KOZENJI cafe

奥州平泉温泉 そば庵 しづか亭

いわい食堂

cafe & bar 琥珀

きんいろぱん屋

きゅうけい処 民家 夢乃風

毛越寺門前直売 あやめ

SATO

菓子工房 吉野屋

ソウル食堂



奥州平泉温泉そば庵しづか亭 
平泉町平泉字長倉10-5 
0191-34-2211 

通年営業（12/30～1/1を除く）
夕食メニュー提供時間18:00～19:30
駐車場 乗用車20台／大型車3台

ぜいたく岩手カラフル膳 4,860円

黒毛和牛のステーキ、前沢牛のにぎり寿司、手打ちそ
ば、自家菜園のサラダなど、一皿一皿毎にカラフルな
盛付けが好評です。いずれも岩手の味をメインに吟味
して揃えました。

2名様以上でどうぞ。前日までにご予約ください。夕食を
ご利用の方は入浴が可能（無料）。入浴税75円のみご負担
ください。

毛越寺門前直売 あやめ
平泉町平泉字大沢61-5 
0191-48-3135 

10:00～17:00（17:00ラストオーダー） 
水曜日定休／駐車場 あり（毛越寺駐車場内） 

（農）アグリ平泉が作っている平泉町産のやわらかネギ、小
麦、大豆等を生かし、風土の味をお届けしています。

弁慶のわらじうどん・そば 600円（税込）

さぬき風の「こし」に仕上げ、出しにこだわった味が自
慢です。平泉町産野菜ネギがトッピングされています。

地元野菜のかき揚げそば 500円（税込）

平泉町産のタマネギ、ネギ、ニンジンを使ったかき揚げ
は手作りで、風味が良いと好評です。

お一人様からどうぞ。ご予約いただくと確実です。

きんいろぱん屋 
平泉町平泉字大沢61-5（毛越寺門前直売あやめ内） 
0191-48-3135

10:00～17:00（17:00ラストオーダー） 
水曜日定休／駐車場 あり（毛越寺駐車場内） 

地粉の窯焼きピザ1,000円（税込）

平泉町産幻のこゆき小麦使用。もちもちの自家製天
然酵母が入ったピザ台。特製ピザソースに地元野菜が
たっぷり入っています。平泉町産小麦粉、平泉町産トマ
トを使ったピザソース、一関ミートのソーセージ使用。
お一人様からどうぞ。3日前までにご予約ください。

毛越寺門前直売 きら里 
平泉町平泉字大沢61-5（毛越寺門前直売あやめ内）
0191-48-3135 

10:00～17:00（17:00ラストオーダー） 
水曜日定休／駐車場 あり（毛越寺駐車場内） 
平泉産の味噌・里芋・米（ひとめぼれ）・白菜・ニンジン・
餅米・きゅうり・大根・特産和がらし使用の長ねぎ醤油ド
レッシングやソフトアイス・漬物など。

6色弁当と団子汁 1,000円（税込）

豚肉の味噌漬焼き、里芋のコロッケ、長寿いなり、あん
こ餅、漬物、おひたし（ドレシング和え）、団子汁。

4名様からどうぞ。2日前までにご予約ください。
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REWERS 平泉
平泉町平泉字衣関34-13 
0191-34-4044

9:00～17:00（金・土曜日のみDinner対応可能）
火曜日定休（月曜が祝日の場合は水曜）
駐車場 中尊寺第1駐車場 
岩手蔵ビールとアンカーコーヒー（気仙沼）のコラボ店。
生の蔵ビールとスペシャリティコーヒーを。地元食材を
使った食事、ここでしか飲めないオリジナルの「麦ラテ」。

蔵元の酒粕地鶏焼とはっとグラタンのディナー 2,500円

世嬉の一酒造の吟醸酒粕に漬け込んだ地鶏（いわいど
り）のオーブン焼、はっと（すいとん）をパスタ代わりに
使ったグラタン（一関・平泉産野菜のクリームソース）、
前菜、サラダ、ドラフト地ビール1杯またはアンカーコー
ヒー、ライス（五穀米／岩手県産ひとめぼれ）かパン。
お一人様からどうぞ。2日前までにご予約ください。

夢乃風 
平泉町平泉字花立11-2 
0191-46-2641 

10:00～19:00
年中無休／駐車場 店舗前5台・店舗下5台

冬季限定 ナベ焼きうどん 890円（税込）

南部鉄器に入った鍋焼きうどん。10種類の具材がたっ
ぷりで大人気。自家製の餅入りきんちゃくは、もちもち
感たっぷりで大人気（岩手県産もち米使用）。自家菜園
のホウレン草とネギ使用。 
お一人様からどうぞ。人数が多いときはご予約いただける
と助かります。

いわい食堂  
平泉町平泉字鈴沢82-3
0191-48-4355

11:00～14:00／16:30～ 20:30（入店まで）
夜営業は木・金・土曜日のみ（予約不要）ただし予
約があれば他の日も可能です。
月曜日定休／駐車場6台
スーパーマーケットで鮮魚を担当した経験を持つ店主。
気仙沼から直接仕入れる新鮮なお魚、お刺身も販売。豆
からひくおいしいコーヒー（150円）も。

弁慶丼 780円（税込）

室根「いわいどり」を使用するチキンカツ、弁慶の長刀
をイメージしたエビフライ。栄養・ボリューム満点。

昔ながらの中華そば 580円（税込）

こだわりの魚だしが香るどこか懐かしい極細ちぢれ麺。
お一人様からどうぞ。予約不要。

焼肉 八つ花 
平泉町平泉字鈴沢97-1 
0191-46-4074

17:00～ 22:00頃
第1第3火曜日定休／駐車場10台
岩手の日本酒をお楽しみいただけます。

岩手南牛カレー 700円（税込）

南いわて牛、自家菜園の玉ねぎとじゃがいも。自分で
育てたお米（ひとめぼれ）、自家製味噌（平泉町産大豆）

刺身定食 980円（税込）

お一人様からどうぞ。前日までにご予約ください。

ソウル食堂 
平泉町平泉字志羅山115-6 
0191-46-5199 

11:00～14:30（14:00ラストオーダー）
17:00～深夜
不定休 駐車場 店の前8台

石焼ビビンバ 800円（税込）

ひとめぼれ、ほうれん草、いわて南牛、ニラは岩手県
産。仙台黒毛和牛、ワカメ（気仙沼）も使用。
お一人様からどうぞ。予約なしでも大歓迎です。

きゅうけい処 民家 
平泉町平泉字鈴沢31-3 
0191-46-3186 

10:00～19:00（夕食メニュー提供時間17:00～19:00）
不定休／駐車場 道路を挟んで左向かいの
砂利スペース7台

郷土料理八斗汁 600円（税込）

黄金八斗汁 700円（税込）

はっと夕定食 1,000円（税込）

日替わり。八斗汁、ライス、果物、コーヒー付き
自家菜園のネギ、大根、ゴボウ、菊を使用。エビだしの
香る郷土料理八斗汁は、身体が温まります。
お一人様からどうぞ。前日までにご予約を。5名様位まで。

Café SEKIMIYA 
平泉町平泉字鈴沢36-1 
0191-34-4030 

11:30～14:30（ラストオーダー）
17:30～ 21:00（ラストオーダー）
毎週日曜、第三月曜定休
駐車場 店の裏側 10台

二戸・佐助豚肩ロースのポワレ 1,100円（税込）

本日のお魚料理 1,200円〜（税込）

お肉（二戸産佐助豚）、お魚（大船渡より直送）、お米（前
沢産 天日干し ひとめぼれ）、パン（平泉産「こゆき小
麦」全粒粉のパン［きんいろパン屋］）
お一人様からどうぞ。予約なしでもご利用可能ですが、ご
予約いただくと確実です。

焼肉・冷麺 高
コ ー リ ャ ン

粱
平泉町平泉字鈴沢4-1
0191-46-4059

11:00～ 23:00 
不定休 駐車場 店の右側
英語メニューがあり、海外からのお客様も注文しやすく
なっています。

Aセット 3,990円
牛ロース、カルビ、ハラミ、牛ミノ、味付けホルモン、野菜、キムチ

大好評！特製塩セット 2,100円
豚トロ、レバー、豚舌、鳥
肉丼650円・カルビクッパ690円・冷麺840円（2つ以上
注文すると740円とお得。）岩手南牛（A5ランク）、前
沢牛、ひとめぼれ（家族で育てたひとめぼれ・前沢産・天
日干し）

お一人様からどうぞ。予約不要。

菓子工房 吉野屋 
平泉町平泉字泉屋81-1 
0191-46-2410 

9:00～18:00
木曜日定休／駐車場 店舗右手「ままや」さん隣
岩手の小麦粉、岩手のりんご、山地酪農牛乳、菊地農場
の新鮮卵を使用

ごほうびスィーツセット 600円（税込）

飲み物とスウィーツセット。【オーガニックコーヒー・ホッ
トドリンク／りんごパイ・シュークリーム&ニコニコビス
ケット】
お一人様からどうぞ。予約不要ですが、数に限りがござい
ます。ご予約いただくと確実です。

cafe & bar 琥珀 
平泉町平泉字志羅山8-34
0191-46-2721

10:00～ 20:00（土日祝～18:00）
不定休／駐車場 駐車場4台

クリスマスプレート500円（税込）

クリスマスのパン、ケーキ、アイスクリーム等のス
ウィーツ盛り合わせ（12/1～25）

なつかしのナポリタンセット／ふわふわオムライスセット
（サラダ・ドリンク付）1,000円（税込）

アルコール（カクテル・ワイン）500円（税込）～
お一人様からどうぞ。4名様以上のときは前日までにご予
約ください。不定休なので、確認をされた方が確実です。

旭屋 
平泉町平泉字志羅山8-31 
0191-46-2533 

7:00～19:30【テイクアウトのみ】
1月1日休み／不定休／駐車場 店右隣にあり

いかの塩辛（300g）880円（税込）

11月現在価格※変動あり。岩手県産酒粕使用。

ポテトサラダ 小260g 465円／大520g 880円（税込）

夕食の1品にご利用ください。いかの塩辛は、ごはんの
お供にも、酒の肴にもおススメです。

たすいち 
平泉町平泉字泉屋211-2 
070-2034-7814 

10:00～17:30（夕食メニュー提供12/29～1/3除く）
火曜日定休／駐車場 店舗裏5台

天ぷら御前（はっと付）1,500円

天ぷら7点（海老、鶏肉、野菜5品）、はっと、ご飯、小鉢3
点、フルーツ。ひとめぼれ（平泉町産）を使用。野菜は地
元の農家さんに相談しながら季節のものを使用。

2名様以上でどうぞ。2日前までにご予約ください。

縁
平泉町平泉字志羅山12-3
0191-48-5002 

11:00～14:30／17:30～ 22:00
木曜日定休／駐車場 店舗の前と向かい7台
マイクロバスまでOK

八幡平ポークしょうが焼 1,000円（税込）

ふわふわオムライス 1,200円（税込）

ラーメン・味噌ラーメン・ホルモンラーメン 680円〜（税込）

豚肉は、八幡平の牧場から直送。やわらかく、あま味が
あります。卵・鶏肉・米（あきたこまち）は岩手県産。
お一人様からどうぞ。予約不要。宴会予約は2日前までに。

SATO 
平泉町平泉字泉屋73-4 
0191-48-5011 

11:00～17:30 
月曜・最終火曜日定休（臨時休業あり）
駐車場 駅北側4台
おつまみ、お食事、アルコール等、地域の風土を大事にし
たメニューが並びます。アルコール500円（税込）～ /食
事1,000円（税込）～ /おつまみ・惣菜380円（税込）～

月イチディナー

日程・詳細はHP・Facebook・店頭にてお知らせ。普段
は喫茶と食事の店として営業していますが、月に1度
ディナー営業いたします。
お一人様からどうぞ。ご予約をおすすめします。

K
コ ゼ ン ジ

OZENJI c
カ フ ェ

afe 
平泉町平泉樋渡50-2
0191-46-3066

10:30～17:00（11月～ 4月） 
月曜日定休（祝日が月曜の場合翌日休）
駐車場 店舗の前にあり
ご自宅でのお楽しみ・お土産用のカップジェラート350
円（税込）も販売しています（道の駅平泉、レストハウス、
江刺ふるさと市場等で。）コーヒーのみのご利用も大歓迎
（200円 テイクアウト可）

アフォガード コゼンジ風 380円（税込）

シングル 350円・ダブル 400円 
5個おまかせ 450円（税込）

手作りのワッフルコーンは平泉町産小麦粉で香ばしく
焼き上げ。自家製ブルーベリーミルク▷店主の畑、数種
類の無農薬ブルーベリーをミックスしたジャムで濃厚
に仕上げました。当店一番人気。ずんだミルク▷自家栽
培の枝豆をすり潰して作りました。豆の食感と風味を
実感できます。湯田牛乳を使用。
お一人様からどうぞ。予約不要。

道の駅 平泉 
平泉町平泉字伽羅楽112-2 
0191-48-4795 

11:00～19:00（平日）／11:00～18:00（土日祝日）
定休日なし／駐車場 道の駅平泉 大型バスも可

牛カレー 1,000円（税込）

ブランド牛「いわて南牛」が入ったカレーライスです。
サラダ付。平泉町産ひとめぼれ使用。「平泉夕食堂
2017」パンフレットを持参して牛カレーを注文された
方にソフトドリンク1杯を無料サービス。
お一人様からどうぞ。予約不要。
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岩手県産▶前沢牛
平泉町産▶自家菜園の野菜

岩手県産▶ひとめぼれ／いわいどり
平泉町産▶野菜／一関市産▶世嬉の一酒造蔵ビール

平泉町産▶小麦粉
一関市産▶ブルーベリー
　

岩手県産▶ひとめぼれ・ほうれん草・いわて南牛・ニラ

岩手県産▶佐助豚・大船渡直送の魚・ひとめぼれ
平泉町産▶きんいろぱん屋の全粒粉パン

平泉町産▶ひとめぼれ・野菜

岩手県産▶固定種野菜
一関市産▶菜種油

岩手県産▶湯田牛乳
平泉町産▶小麦粉
一関市産▶ブルーベリー・枝豆

岩手県産▶いわて南牛
平泉町産▶ひとめぼれ

平泉町産▶自家菜園の野菜・りんご・ひとめぼれ

岩手県産▶小麦粉・りんご
山地酪農牛乳・菊地牧場の卵

岩手県産▶酒粕

岩手県産▶もち米・卵
平泉町産▶自家菜園の野菜

岩手県産▶八幡平ポーク・卵・鶏肉・あきたこまち

岩手県産▶いわて南牛・ひとめぼれ

岩手県産▶いわいどり

平泉町産▶やわらかネギ・タマネギ・ニンジン他野菜

平泉町産▶こゆき小麦・トマト
一関市産▶一関ミートのソーセージ

平泉町産▶味噌・里芋・米・白菜・ニンジン・餅米
きゅうり・大根・和がらし・他野菜

岩手県産▶南いわて牛
平泉町産▶自家菜園の野菜・ひとめぼれ・自家製味噌

この期間の目玉メニューをご紹介します。 https://hiraizumi-dinner.jimdo.com


