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仙台・松島エリア1
仙台駅周辺

仙台市観光情報センター JR仙台駅構内2F駅たびコンシェルジュ仙台内／東北自動車道仙台宮城ICから車で15分
仙台多文化共生センター るーぷる仙台で博物館・国際センター前下車、徒歩2分。または仙台市地下鉄国際センター駅からすぐ／東北自動車道仙台宮城ICから車で10分
仙台ツーリストインフォメーションデスク 仙台市地下鉄青葉通一番町駅から徒歩3分／仙台宮城ICから車で11分

仙台市 仙台市地下鉄仙台駅から泉中央行きで3分、勾当台公園駅下車／東北自動車道仙台宮城ICから車で15分
青葉区
●仙台城跡（青葉城址）

るーぷる仙台で仙台城跡下車すぐ。または仙台市地下鉄東西線国際センター駅から徒歩15分／仙台宮城ICから車で20分
054P

・仙台城見聞館
・青葉城資料展示館

054P
054P

・大手門脇櫓 るーぷる仙台で博物館・国際センター前下車、徒歩5分。または仙台市地下鉄東西線国際センター駅から徒歩5分／仙台宮城ICから車で15分 054P
●瑞鳳殿 るーぷる仙台で瑞鳳殿前下車徒歩7分。または仙台市地下鉄東西線大町西公園駅から徒歩20分/仙台宮城ICから車で15分 054P

・瑞鳳殿資料館 054P
●大崎八幡宮 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス831、840～880系統で20分、大崎八幡宮前下車、徒歩５分。またはるーぷる仙台で大

崎八幡宮前下車すぐ／仙台宮城ICから車で10分 056P

●仙台東照宮 JR仙山線、東照宮駅から徒歩3分／仙台宮城ICから車で30分 056P
●晩翠草堂 るーぷる仙台で晩翠草堂前下車すぐ。または仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅北1出口から徒歩4分／仙台宮城ICから車で10分 057P
●宮城県美術館 るーぷる仙台で国際センター駅・宮城県美術館前下車、徒歩3分。または仙台市地下鉄東西線国際センター駅または川内駅から徒歩7分

／仙台宮城ICから車で約15分
055P

・佐藤忠良記念館 055P
●輪王寺 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス990～999系統で17分、輪王寺前下車、徒歩5分／仙台宮城ICから車で15分 056P

・光明寺（北山五山） 仙台市地下鉄北仙台駅から徒歩5分 056P
・資福寺（北山五山） 仙台市地下鉄北仙台駅から徒歩15分 056P
・東昌寺（北山五山） 仙台市地下鉄北仙台駅から徒歩10分 056P
・覚範寺（北山五山） JR仙山線北仙台駅より徒歩10分 056P
・満勝寺（北山五山） JR仙山線北仙台駅より徒歩22分 056P

●杜の都れんが下水洞窟 地下鉄東西線大町西公園駅から徒歩約8分 058P
●青葉神社 仙台市地下鉄南北線北仙台駅から徒歩5分／仙台宮城ICから車で15分

JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス899～999系統で21分、通町2丁目下車、徒歩5分／仙台宮城ICから車で17分 056P

●仙臺箪笥歴史工芸館 仙台市地下鉄広瀬通駅から徒歩3分／仙台宮城ICから車で15分 057P
●鉄道交流ステーション JR仙山線東北福祉大前駅からすぐ／仙台宮城ICから車で15分 057P
●せんだいメディアテーク るーぷる仙台でメディアテーク前下車すぐ。または仙台市地下鉄勾当台公園駅から徒歩6分、大町西公園駅から徒歩13分、青葉通一番町

駅から徒歩15分／仙台宮城ICから車で10分 055P

●三居沢電気百年館 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス交通公園・川内営業所行きで15分、市営バス川内営業所前下車、徒歩3分。またはるーぷ
る仙台で交通公園・三居沢水力発電所前下車すぐ／仙台宮城ICから車で15分 057P

●AER展望テラス JR仙台駅西口北隣り／仙台宮城ICから車で15分 058P
●東北大学理学部自然史標本館
（東北大学総合学術博物館） るーぷる仙台で理学部自然史標本館前下車すぐ。または仙台市地下鉄東西線青葉山駅から徒歩3分／仙台宮城ICから車で20分 057P

●東北大学植物園 るーぷる仙台で青葉山植物園西下車すぐ。または仙台市地下鉄東西線国際センター駅から徒歩12分／仙台宮城ICから車で15分 057P
●仙台市天文台 JR仙山線愛子駅から愛子観光バス錦ケ丘行きで10分、錦ケ丘七丁目北・天文台入口下車、徒歩５分／仙台宮城ICから車で10分 056P
●錦ケ丘ヒルサイドモール 仙台駅から愛子観光バス錦ケ丘行きで約30分、錦ケ丘ヒルサイドモール前下車すぐ（2,000円以上の買い物で、復路、次回往路が無料）

／仙台宮城ICから車で約6分 058P

●定禅寺通 仙台市地下鉄南北線勾当台公園駅から徒歩すぐ／仙台宮城ICから車で10分 057P
●広瀬川 地下鉄東西線国際センター駅から徒歩10分 057P
●フィギアスケートモニュメント 仙台市地下鉄東西線 国際センター駅（南1出入口) 058P
●Route227s' Café 勾当台公園駅公園２出口から徒歩約1分 058P
●五色沼 仙台市地下鉄国際センター駅から徒歩5分／仙台宮城ICから車で8分 058P
●三瀧山不動院 仙台市地下鉄広瀬通駅から徒歩3分／仙台宮城ICから車で14分 058P

地下鉄沿線と北部
大和町観光物産協会（吉岡宿本陣案内所） 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で40分／東北自動車道大和ICから車で10分
青葉区
●大國神社山野草公園 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス大國神社行き（850系統）で1時間、終点下車すぐ／仙台宮城ICから車で20分 068P
●スリーエム仙台市科学館 仙台市地下鉄南北線旭ヶ丘駅から徒歩5分／仙台宮城ICまたは泉ICから車で30分 068P
●仙台文学館 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス虹の丘団地行き、宮城大学行きなどで20分、北根二丁目・文学館前下車、徒歩5分／仙

台宮城ICから車で25分、または泉ICから車で15分 068P

●台原森林公園 仙台市地下鉄台原駅または旭ヶ丘駅すぐ／泉ICから車で25分 068P
宮城野区
●仙台うみの杜水族館 JR仙石線中野栄駅から徒歩15分、または中野栄駅からシャトルバス運行／仙台東部道路仙台港ICから車で5分 063P
●楽天生命パーク宮城 JR仙台駅東口から徒歩約20分。プロ野球一軍公式戦開催日は仙台駅東口よりシャトルバス有、所要時間約8分（路線等変更の場合有）／

JR仙石線宮城野原駅から徒歩約5分／仙台市地下鉄東西線薬師堂駅または連坊駅から徒歩約15分／仙台宮城ICから車で約20分、仙台
東ICからは車で約15分

064P

●仙台市歴史民俗資料館 JR仙石線榴ヶ岡駅から徒歩3分。またはJR仙台駅から徒歩20分／仙台宮城ICから車で30分 064P
●仙台塩釜港（仙台港区）周辺 JR仙台駅西口50番乗り場から宮城交通バス仙台港フェリーターミナル行きで40分、夢メッセみやぎ前下車すぐ。または、JR仙石線中野

栄駅から徒歩15分／仙台東部道路仙台港北IC・仙台港ICから車で5分
063P

・夢メッセみやぎ 063P
・キリンビール仙台工場 JR仙石線中野栄駅から車で10分。JR仙石線多賀城駅から無料シャトルバス運行（9時35分～17時25分の1時間に1本運行）／仙台東部

道路仙台東ICから車で15分 、仙台港ICから車で5分 063P

●三井アウトレットパーク 
仙台港

JR仙台駅西口50番乗り場から宮城交通バス仙台港フェリーターミナル行きで36分、アウトレット仙台港下車すぐ。または、JR仙石線中野
栄駅から徒歩8分／仙台東部道路仙台港北ICから車で5分。または、仙台港ICから車で6分 063P

●仙台アンパンマンこども
ミュージアム＆モール JR仙台駅から徒歩9分。または仙台市地下鉄東西線宮城野通駅から徒歩7分／仙台宮城ICから車で15分 064P

若林区
●鐘崎総本店 笹かま館 仙台市地下鉄東西線荒井駅バスプール1番乗り場から若林体育館・東部工場団地経由鶴巻循環または岡田・新浜行きで10分、卸町東五

丁目北下車すぐ／仙台東部道路仙台東ICから車で5分 063P

●仙台場外市場「杜の市場」 JR仙石線苦竹駅から車で5分。または仙台市地下鉄東西線卸町駅から徒歩13分／仙台東部道路仙台東ICから車で5分 063P
●せんだい農業園芸センター みどりの杜 仙台市地下鉄東西線荒井駅から仙台市営バス震災遺構仙台市立荒浜小学校行きで10分、農業園芸センター前下車／仙台東ICから車で7分 063P
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交通アクセス

●せんだい3.11メモリアル交流館 仙台市地下鉄東西線荒井駅舎内 063P
●震災遺構  

仙台市荒浜地区住宅基礎 仙台東部道路仙台東ICから車で約12分 063P

●震災遺構 荒浜小学校 仙台東部道路仙台東ICから車で約10分 063P
太白区
●地底の森ミュージアム 仙台市地下鉄南北線長町南駅から徒歩5分／仙台南ICから車で20分 065P
●仙台市電保存館 仙台市地下鉄南北線富沢駅から徒歩15分／仙台南ICから車で10分 064P
●仙台市縄文の森広場 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス南ニュータウン、日本平行きなどで30分、山田・太白消防署前下車、徒歩5分／仙台南部

道路山田ICから車で5分 065P

●八木山動物公園フジサキの杜 仙台市地下鉄東西線八木山動物公園駅から徒歩2分／仙台宮城ICから車で20分 065P
●八木山ベニーランド 065P
●仙台市野草園 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス野草園行きで15分、終点下車すぐ／仙台南ICから車で20分 065P
●仙台市太白山自然観察の森 

自然観察センター
JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス太白団地経由山田自由ヶ丘行きで40分、公営アパート前下車、徒歩15分／仙台南ICか
ら駐車場まで車で15分 065P

●あすと長町 JR長町駅、太子堂駅下車／仙台南ICから車で15分 064P
・ライブハウス
「チームスマイル・仙台PIT」 JR長町駅から徒歩5分／仙台南ICから車で5分 064P

●tekuteながまち本館・2 JR長町駅（東北本線・仙台空港アクセス線）隣接 064P
泉区
●ユアテックスタジアム仙台 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から徒歩5分／泉ICから車で10分 066P

・七北田公園 066P
●二柱神社 仙台市地下鉄南北線泉中央駅もしくは八乙女駅から徒歩10分／泉ICから車で15分 066P
●仙台大観音 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス西中山行きで32分、仙台大観音前下車すぐ／仙台宮城ICから車で10分 066P
●宮城県図書館 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から宮城交通バス宮城大学・工業団地経由泉パークタウン車庫前行き、テクノヒルズ東行きなどで30分、

またはJR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス宮城大学行きで40分、宮城県図書館前下車すぐ／泉ICから車で10分 066P

●仙台泉プレミアム・ 
アウトレット JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス泉アウトレット、または宮城大学行きで40分、寺岡六丁目・泉アウトレット下車、徒歩1分

／泉ICから車で10分
066P

●泉パークタウン タピオ 066P
●泉ヶ岳 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から仙台市営バス泉岳自然ふれあい館行きで40分、終点下車／泉ICから車で30分 067P

・オーエンス泉岳自然ふれあい館 067P
・泉ヶ岳スキー場 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から仙台市営バス泉岳自然ふれあい館行きで40分、終点下車／泉ICから車で30分 067P
・スプリングバレー仙台

泉スキー場
仙台市地下鉄南北線泉中央駅から仙台市営バススプリングバレー仙台泉スキー場前行きバスで55分、終点下車（冬期のみ運行）／泉IC
から車で40分 067P

・明日の湯温泉 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から市営バス泉岳自然ふれあい館行きで20分。根白石デイサービスセンター入口下車、徒歩２分／泉ＩＣから車で15分 067P
・泉ボタニカルガーデン 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で40分／泉ICから車で40分 067P
・ゼロ村牧場パカラッチョ!! 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で23分／泉ICから車で21分 067P
・根白石 仙台市地下鉄泉中央駅から仙台市営バス10～16系統で23分、根白石下車すぐ／泉ICから車で17分 067P

富谷市 JR仙台駅から仙台市地下鉄南北線泉中央行きで15分、終点下車、宮城交通バス富谷営業所前行きに乗り換え30分、富谷学校前下車、徒
歩5分／東北自動車道泉ICから車で15分

●大亀山森林公園 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で15分／泉ICから車で10分 068P
●高橋ブルーベリーつみとり農園 068P
●富谷市民俗ギャラリー 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から宮城交通バス「吉岡」行きまたは「富谷営業所」行きで30分、富谷下車、徒歩3分／泉ICから車で10分 068P
●富谷宿観光交流ステーション　 
「とみやど」 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から宮城交通バス「吉岡」行きまたは「富谷営業所」行きで約30分、富谷下車、徒歩６分／泉ICから車で15分 068P

大和町 JR仙台駅からミヤコーバス高速バス大衡役場前行きで45分、大和町バスターミナル下車、徒歩1分。またはJR仙台駅から仙台市地下鉄南北線泉
中央行きで15分、終点下車、ミヤコーバス吉岡行きに乗り換え40分、大和町バスターミナル下車、徒歩1分／東北自動車道大和ICから車で5分

●七ツ森湖畔公園 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で25分／大和ICから車で15分 068P
・七ツ森陶芸体験館 068P

●宮床宝蔵 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で20分／大和ICから車で15分 069P
●原阿佐緒記念館 068P
●まほろばホール佐藤忠良ギャラリー 仙台市地下鉄南北線泉中央駅バスターミナルから宮城交通バス吉岡行きで40分、吉岡営業所下車、徒歩5分／大和ICから車で5分 069P
●産直市場 あじわいの朝 大和店 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から車で25分／大和ICから車で7分 069P
●吉岡宿本陣案内所 069P
大衡村 JR仙台駅からミヤコーバス高速バス大衡村役場行きで50分、大衡村役場下車すぐ／東北自動車道大衡ICから車で5分
●昭和万葉の森 JR仙台駅からミヤコーバス高速バス大衡村役場行きで50分、大衡村役場下車、徒歩5分／大衡ICから車で5分 069P
●大衡村ふるさと美術館 東北自動車道大衡ICから車で5分 069P

・万葉クリエートパーク
JR仙台駅からミヤコーバス高速バス加美行きで50分、トヨタ自動車東日本本社前下車、徒歩5分／大衡ICから車で5分

069P
・万葉・おおひら館 069P

●おおひら万葉パークゴルフ場 069P

秋保
秋保温泉郷観光案内所 JR仙台駅西口バスプールから宮城交通バス秋保温泉行きで55分、またはJR愛子駅から仙台市営バス秋保・二口行きで15分、

仙台駅前タケヤ交通バス停63番から仙台西部ライナーかわさきまち行きで30分、秋保・里センター下車すぐ／東北自動車道
仙台南ICから車で15分

●秋保温泉 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで55分、秋保温泉湯元下車。仙台駅前タケヤ交通バス停63番から仙台西
部ライナーかわさきまち行きで30分、秋保・里センターまたは各旅館下車、またはJR愛子駅から、仙台市営バス秋保・二口行きで15分、
秋保・里センター下車／仙台南ICから車で15分

071P

●磊々峡
JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで52分、のぞき橋下車すぐ。またはJR愛子駅から仙台市営バス秋保・二口
行きで15分、磊々峡入口下車、徒歩2分、仙台駅前タケヤ交通バス停63番から仙台西部ライナーかわさきまち行きで30分、秋保・里セン
ターまたは各旅館下車／仙台南ICから車で15分

072P
●秋保ワイナリー 073P
●ガラス工房 元 073P
●覗橋♡ハート 072P
●アキウ舎 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで51分、磊々峡下車、徒歩5分／仙台南ICから車で13分 072P
●秋保大滝 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保大滝行きで1時間20分、終点下車すぐ（土・日曜、祝日のみ運行）。または、JR愛子駅

から仙台市営バス秋保・二口行きで40分、秋保大滝下車すぐ／仙台南ICから車で35分
071P

●仙台市秋保大滝植物園 072P
●磐司岩 JR愛子駅から仙台市営バス秋保・二口行きで46分、終点下車、徒歩40分／仙台南ICから車で45分 071P
●秋保・里センター JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで53分、またはJR愛子駅から仙台市営バス秋保温泉行きで15分、秋保・里センター

下車すぐ。仙台駅前タケヤ交通バス停63番から仙台西部ライナーかわさきまち行きで30分、秋保・里センター下車／仙台南ICから車で15分 073P

●秋保ヴィレッジ JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで45分、中谷地下車すぐ／仙台南ICから車で12分 072P
●仙台万華鏡美術館 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで50分、松場下車すぐ／仙台南ICから車で12分 073P
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●秋保工芸の里 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで55分、秋保温泉湯元下車、徒歩20分。またはJR愛子駅から仙台市営バ
ス秋保・二口行きで15分、秋保・里センター下車、徒歩25分、仙台駅前タケヤ交通バス停63番から仙台西部ライナーかわさきまち行きで
40分、秋保工芸の里下車すぐ（冬ダイヤの期間は予約制）／仙台南ICから車で20分

071P

●秋保森林スポーツ公園 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保森林スポーツ公園行きで1時間、終点下車、徒歩5分／仙台南ICから車で15分 072P
●天守閣自然公園 JR仙台駅西口バスターミナルから宮城交通バス秋保温泉行きで55分、秋保温泉湯元下車、徒歩15分、仙台駅前タケヤ交通バス停63番

から仙台西部ライナーかわさきまち行きで34分、木の家前下車すぐ／仙台南ICから車で15分 072P

●石
あきう

神ゆめの森 JR仙台駅から車で50分／仙台南ICから車で25分 073P
●秋保ビジターセンター JR愛子駅から仙台市営バス秋保・二口行きで46分終点下車すぐ（土・日・祝日のみ運行）／仙台南ICから車で45分 072P

作並・定義
仙台市作並・定義地区観光案内所 JR作並駅構内／東北自動車道仙台宮城ICから車で30分
●作並温泉 JR仙台駅から仙山線快速で40分の作並駅下車、車で5～10分。または仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス作並温泉行きで1時

間10分の作並温泉元湯下車すぐ／仙台宮城ICから車で30分
077P

●湯神神社 078P
・湯のまち作並観光交流館ラサンタ JR作並駅から車で5～10分。または仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス作並温泉行きで1時間8分の作並温泉元木または作並温泉

仲町下車、徒歩3分
077P

・アルベロカフェ 077P
●ニッカウヰスキー　 

仙台工場 宮城峡蒸溜所
JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス作並温泉行きで1時間5分、ニッカ橋下車、徒歩15分／仙台宮城ICから車で25分
JR作並駅から無料シャトルバスあり（土・日曜、祝日のみ運行） 078P

●鳳鳴四十八滝 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス作並温泉行きで1時間、鳳鳴四十八滝入口下車すぐ／仙台宮城ICから車で25分 077P
●定義如来

JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス定義行きで1時間15分、終点下車すぐ／仙台宮城ICから車で40分
077P

・五重塔 077P
・定義カブトムシの森 078P

●大倉ふるさとセンター JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス定義行きで1時間10分、大倉ふるさとセンター前下車、徒歩1分／仙台宮城ICから車で35分 078P
●大倉ダム 078P
●仙台市水道記念館 JR仙台駅西口バスターミナルから仙台市営バス定義行きで1時間、大手門入口下車、徒歩8分／仙台宮城ICから車で30分 078P

松島周辺
松島観光協会 JR松島海岸駅から徒歩7分（松島海岸レストハウス内）／三陸自動車道松島海岸ICから車で5分
塩竈市観光案内所（しおナビプラザ） JR本塩釜駅内／三陸自動車道利府中ICから車で10分
史都多賀城観光案内所（多賀城駅内） JR多賀城駅構内／仙台東部道路仙台港北ICから車で10分
史都多賀城観光案内所（国府多賀城駅内） JR国府多賀城駅北側／三陸自動車道多賀城ICから車で5分
東松島市奥松島観光物産交流センター（奥松島イートプラザ） JR野蒜駅から徒歩2分／鳴瀬奥松島ICから車で10分
東松島市宮戸地区復興再生多目的施設（あおみな） JR野蒜駅から車で10分／鳴瀬奥松島ICから車で15分
七ヶ浜町観光交流センター JR仙石線多賀城駅または本塩釜駅からバスで45分、町民バスぐるりんこ花渕バス停下車/仙台東部道路仙台港北ICから車で25分

松島町 JR仙台駅から仙石線で39分、松島海岸駅下車、徒歩3分。または東北本線で24分、松島駅下車、車で5分／三陸自動車道松島海岸ICから車で5分
●瑞巌寺

JR松島海岸駅から徒歩10分／松島海岸ICから車で10分
082P

●五大堂 082P
●円通院 084P
●福浦橋 JR松島海岸駅から徒歩15分 082P
●みちのく伊達政宗歴史館

JR松島海岸駅から徒歩10分／松島海岸ICから車で10分

084P
●雄島・渡月橋 082P
●松島さかな市場松島焼がきハウス 087P
●松島かき小屋MATSU 087P
●松島観光協会かき小屋 JR松島海岸駅から徒歩15分／松島海岸ICから車で10分 087P
●松島レトロ館 084P
●松島蒲鉾本舗総本店 JR仙石線松島海岸駅から徒歩9分 084P
●観瀾亭 JR松島海岸駅から徒歩7分／松島海岸ICから車で10分 082P
●宮城県松島離宮 JR松島海岸駅から徒歩5分／松島海岸ICから車で5分 085P
●西行戻しの松公園 JR松島海岸駅から車で5分／松島海岸ICから車で5分 084P
●ザ・ミュージアムMATSUSHIMA JR松島海岸駅から徒歩12分／松島海岸ICから車で12分 084P
●藤田喬平ガラス美術館 JR東北本線松島駅から徒歩15分 084P
●扇谷（松島四大観） JR松島海岸駅から登口まで車で5分、山頂まで階段で3分／松島海岸ICから車で10分 083P
●富山（松島四大観） JR陸前富山駅から徒歩45分／松島北ICから車で20分 083P
大郷町 JR仙台駅から東北本線で24分、松島駅下車、車で10分／東北自動車道大和ICから車で15分。または三陸自動車道松島大郷ICから車で5分
●支倉常長メモリアルパーク JR松島駅から車で18分／大和ICから車で20分。または松島大郷ICから車で13分 089P
●道の駅おおさと JR松島駅から車で15分／大和ICまたは松島大郷ICから車で10分 089P
利府町 JR仙台駅から東北本線で17分、利府駅下車、徒歩15分／三陸自動車道利府中ICから車で3分
●グランディ・21 JR利府駅からミヤコーバス菅谷台・青葉台循環で14分、菅谷台4丁目グランディ21前下車、徒歩3分／利府しらかし台ICから車で5分 089P
●宮城県県民の森・青少年の森 JR仙台駅前から宮城交通バス鶴が丘ニュータウン行きで48分、県民の森鶴が丘入口下車、徒歩20分／利府しらかし台ICから車で15分 089P
●モリリン加瀬沼公園 JR仙石線多賀城駅から車で10分。またはJR利府駅から徒歩30分／三陸自動車道利府塩釜ICから車で5分 089P
塩竈市 JR仙台駅から仙石線で28分の本塩釜駅下車、徒歩5分／三陸自動車道利府中ICから車で10分
●鹽竈神社 JR本塩釜駅から徒歩7～15分／利府中ICから車で5分 086P
●旧ゑびや旅館 JR本塩釜駅から徒歩10分／利府中ICから車で5分 086P
●旧亀井邸 JR塩釜駅から徒歩7分／利府中ICから車で5分 086P
●塩竈市杉村惇美術館 JR本塩釜駅から徒歩10分／利府中ICから車で8分 086P
●浦戸諸島 JR本塩釜駅から徒歩8分／マリンゲート塩釜から塩竈市営汽船で、桂島まで23分、野々島まで31分、寒風沢島まで46分、朴島まで54分 086P

・浦戸桂島海水浴場 088P
●塩釜水産物仲卸市場 JR本塩釜駅からミヤコーバスしおナビ100円バス北回りで10分、塩竈市魚市場すぐ／利府中ICから車で10分 086P
●みなとオアシスマリンゲート塩釜 JR本塩釜駅から徒歩10分／利府中ICから車で10分 086P
●塩竈市魚市場 JR東塩釜駅から徒歩15分／利府中ICから車で10分 086P
多賀城市 JR仙台駅から仙石線で22分、多賀城駅下車、徒歩5分。または東北本線で13分の国府多賀城駅下車、徒歩20分／三陸自動車道仙台港北ICから車で10分
●多賀城政庁跡 JR国府多賀城駅から徒歩10分／多賀城ICから車で5分 087P
●東北歴史博物館 JR国府多賀城駅からすぐ。またはJR多賀城駅から車で5分／多賀城ICから車で5分 087P
●松島蒲鉾本舗多賀城工場 JR中野栄駅から徒歩13分／仙台港北ICから車で5分 087P
●多賀城跡あやめ園 JR東北本線国府多賀城駅から徒歩５分／三陸自動車道多賀城ICから車で５分 087P
●さんみらい多賀城 

イベントプラザSTEP JR仙石線中野栄駅から徒歩10分／三陸自動車道仙台港北ICから車で５分 087P
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七ヶ浜町 JR仙台駅から仙石線で22分、多賀城駅下車、または29分、本塩釜駅下車、町民バス「ぐるりんこ」で35分、亦楽小学校前下車、徒歩2分／仙台東部道路仙台港北ICから車で20分
●七ヶ浜国際村 JR多賀城駅または本塩釜駅から町民バス「ぐるりんこ」で50分、七ヶ浜国際村下車すぐ／仙台東部道路仙台港北ICから車で25分 089P
●菖蒲田海水浴場 JR本塩釜駅から町民バス「ぐるりんこ」で35分、菖蒲田海水浴場前下車すぐ、またはJR多賀城駅からミヤコーバス汐見台線菖蒲田行きで

27分、菖蒲田下車徒歩5分／仙台東部道路仙台港北ICから車で20分 088P

●多聞山（松島四大観） JR多賀城駅または本塩釜駅から町民バス「ぐるりんこ」で40分、立花下車徒歩10分／仙台東部道路仙台港北ICから車で25分 083P
●シチノリゾート

JR多賀城駅または本塩釜駅から町民バス「ぐるりんこ」で45分、花渕下車すぐ／仙台東部道路仙台港北ICから車で25分

089P
・七ヶ浜  うみの駅（松島

湾海鮮市場）七のや 089P

・七ヶ浜町観光交流センター 089P
東松島市（宮戸） JR仙台駅から仙石東北ラインで40分、野蒜駅下車、車で15分／三陸自動車道鳴瀬奥松島ICから車で15分
●奥松島縄文村歴史資料館 JR野蒜駅から車で10分／鳴瀬奥松島ICから車で15分 088P

・あおみな 088P
●東松島市東日本大震災復興祈念公園 JR野蒜駅から徒歩15分／鳴瀬奥松島ICから車で10分 087P

・KIBOTCHA（キボッチャ） 088P
●野蒜海水浴場 JR野蒜駅から徒歩30分／鳴瀬奥松島ICから車で10分 088P
●月浜海水浴場 JR野蒜駅から車で15分／鳴瀬奥松島ICから車で20分 088P
●大高森（松島四大観） JR野蒜駅から登口まで車で10分、山頂まで徒歩20分／鳴瀬奥松島ICから車で15分 083P
●奥松島体験ネットワーク JR野蒜駅から車で15分／鳴瀬奥松島ICから車で20分 088P
●奥松島クラブハウス JR野蒜駅から徒歩７分／鳴瀬奥松島ICから車で10分 088P
●奥松島イートプラザ JR野蒜駅から徒歩2分／鳴瀬奥松島ICから車で10分 089P
●ガス＆ライフ矢本海浜緑地
　（パークゴルフ場・緑地公園） JR矢本駅から車で10分／矢本ICから車で10分 088P

●東松島あんてなショップ まちんど JR矢本駅から徒歩１分／矢本ICから車で５分 088P
●Harappa 三陸自動車道矢本ICから車で約5分／JR仙台駅から仙石東北ラインで45分のJR矢本駅で下車、徒歩で10分／JR仙台駅から仙石東北

ラインで45分のJR矢本駅で下車、タクシーで3分 088P

仙台南沿岸
みちのく観光案内 JR名取駅から仙台空港アクセス鉄道快速で7分、仙台空港駅下車、徒歩3分／仙台空港ICから車で5分

岩沼市 JR仙台駅から東北本線または常磐線で22分、岩沼駅下車、徒歩16分／仙台東部道路岩沼ICから車で10分
●竹駒神社 JR岩沼駅から徒歩15分／岩沼ICから車で10分 091P
●金蛇水神社 JR岩沼駅から車で10分／岩沼ICから車で15分 092P
●Sando Terrace  

金蛇水神社参道・休憩処 JR岩沼駅から車で10分／仙台東部道路岩沼ICから車で15分 092P

●グリーンピア岩沼 JR岩沼駅から車で10分／岩沼ICから車で15分 092P
●千年希望の丘 JR仙台空港駅から徒歩17分／仙台空港ICから車で7分 091P
名取市 JR仙台駅から東北本線で13分の名取駅下車、徒歩15分／仙台東部道路名取ICから車で5分
●みちのく潮風トレイル  

名取トレイルセンター JR名取駅（東口）からなとりん号で16分、名取トレイルセンター下車徒歩1分、仙台東部道路名取ICから車で5分 091P

●仙台空港
JR名取駅から仙台空港アクセス鉄道快速で7分、仙台空港駅下車、徒歩3分／仙台空港ICから車で5分

091P
・屋上展望デッキ 
『スマイルテラス』 091P

●ゆりあげ港朝市 JR名取駅（東口）からなとりん号で15分、震災メモリアル公園下車、徒歩3分／名取ICから車で5分 091P
●メイプル館 091P
●かわまちてらす閖上 JR名取駅からなとりん号で15分、閖上中央団地下車徒歩5分／仙台東部道路名取ICから車で5分 091P
●名取市サイクルスポーツセンター JR名取駅からなとりん号で17分、サイクルスポーツセンター下車、徒歩1分／仙台東部道路名取ICから車で6分 091P
●サッポロビール仙台ビール園 JR名取駅から徒歩1分／名取ICから車で15分 091P
●名取市震災復興伝承館 JR名取駅からなとりん号で15分、閖上中央団地下車徒歩10分／仙台東部道路名取ICから車で5分 091P
亘理町 JR仙台駅から常磐線で29分の亘理駅下車、徒歩10分／仙台東部道路亘理ICから車で12分
●わたり温泉鳥の海 JR亘理駅から車で15分／鳥の海スマートICから車で10分 092P

・鳥の海 092P
●鳥の海ふれあい市場 JR亘理駅から車で15分／鳥の海スマートICから車で10分 092P
●亘理町荒浜にぎわい回廊商店街 092P

・いちごランドこうちゃん園 JR亘理駅から車で10分／鳥の海スマートICから車で8分 092P
山元町 JR仙台駅から常磐線で40分、山下駅下車、徒歩15分／常磐自動車道山元ICから車で5分
●深山・鎮魂の鐘 深山山麓少年の森（JR山下駅から車で10分／山元ICから車で10分）登山口から徒歩60分 093P
●農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」 JR坂元駅から徒歩1分／山元南スマートICから車で5分 092P
●山元町震災遺構 中浜小学校 JR坂元駅から車で5分／山元南スマートIＣから車で10分 093P
●ぶどう狩り JR山下駅から徒歩５分／山元ICから車で５分 092P

県南エリア2
蔵王山周辺

大河原町観光物産協会 JR大河原駅から徒歩7分／東北自動車道村田ICから車で20分、白石ICから車で15分
蔵王町観光案内所 JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行きで39～47分、遠刈田温泉下車、徒歩1分／東北自動車道村田IC

から車で25分
川崎町青根温泉観光案内所 JR仙台駅西口バスプールから宮城交通バス川崎行きで1時間、川崎案内所下車、車で20分／山形自動車道宮城川崎ICから車で20分
白石市観光案内所（白石駅構内） JR白石駅構内／白石ICから車で10分
白石蔵王駅観光案内所 JR白石蔵王駅構内／白石ICから車で15分
村田町蔵の観光案内所 JR大河原駅からミヤコーバス村田行きまたは川崎行きで20分、村田中央下車徒歩1分／村田ICから車で2分

蔵王町 JR仙台駅から東北新幹線で15分、白石蔵王駅下車、または東北本線で50分、白石駅下車。それぞれミヤコーバス遠刈田温泉行きで27
～35分、蔵王町役場前下車すぐ。またはJR仙台駅から東北本線で34分の大河原駅下車、ミヤコーバス遠刈田温泉行きで30分、蔵王町
役場前下車すぐ。または、仙台駅よりミヤコーバス高速仙台蔵王町線で1時間／東北自動車道村田ICまたは白石ICから車で15分

●御釜（蔵王町、川崎町） JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス蔵王刈田山頂行き（土・日曜、祝日のみ運行、冬期運休）で２時間、終点下車。または車で1時
間30分／村田ICから車で1時間10分 102P
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●蔵王エコーライン（入口） JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行き（土・日曜、祝日のみ運行、冬期運休）で44～52分、宮城蔵王ロイヤルホテ
ル前下車、徒歩5分／村田ICから車で30分 102P

・賽の磧 JR白石蔵王駅または白石駅から車で55分／村田ICから車で50分 102P
・駒草平 JR白石蔵王駅または白石駅から車で60分／村田ICから車で55分 102P

●みやぎ蔵王えぼしリゾート JR白石蔵王駅または白石駅から車で50分／村田ICから車で30分 102P
●ことりはうす

JR白石蔵王駅または白石駅から車で45分／村田ICから車で30分

103P
●蔵王酪農センター 103P

・蔵王ハートランド 103P
●宮城県蔵王自然の家 103P
●樹氷（マウンテン 

フィールド宮城蔵王 
すみかわスノーパーク）

JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行きで39～47分、遠刈田温泉下車、無料送迎バスあり（スキーシーズンのみ・
要予約）／仙台駅東口、長町駅前から有料の送迎バスあり（要予約）／村田ICから車で60分 103P

●遠刈田温泉 仙台駅よりミヤコーバス蔵王行きで1時間10分遠刈田温泉湯の町下車。JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行き
で39～47分、遠刈田温泉下車／村田ICから車で25分

103P
・共同浴場　神の湯 103P
・共同浴場　壽の湯 103P

●みやぎ蔵王こけし館 JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行きで39～47分、遠刈田温泉下車、徒歩5分／村田ICから車で25分 105P
●新地こけしの里 105P
●蔵王焼 万風窯 仙台駅よりミヤコーバス蔵王行きで1時間10分遠刈田温泉下車、JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行きで39～

47分、遠刈田温泉下車、遠刈田温泉より送迎あり（要相談）／村田ICから車で20分 105P

川崎町 JR仙台駅前バス乗り場から西部ライナーかわさきまち行きで1時間20分、かわさきまち下車／山形自動車道宮城川崎ICから車で5分
●国営みちのく杜の湖畔公園 JR仙台駅前バス乗り場から西部ライナーかわさきまち行きで1時間15分、宮城交通バス川崎行きで1時間6分、みちのく公園口下車すぐ

／山形自動車道宮城川崎ICから車で5分

102P
・エコキャンプみちのく 102P
・ふるさと村 102P

●イーレ!はせくら王国 JR仙台駅から車で40分／宮城川崎ICから車で15分 104P
●AONE×MATKA JR仙台駅から車で45分／宮城川崎ICから車で15分 104P
●みやぎ蔵王 

セントメリースキー場 JR仙台駅から車で60分／山形自動車道宮城笹谷ICから車で5分 103P

●青根温泉 JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行きで44～52分、終点下車、車で15分／宮城川崎ICから車で20分 103P
・公衆浴場「じゃっぽの湯」 103P

●峩々温泉 JR白石蔵王駅または白石駅からミヤコーバス遠刈田温泉行きで44～52分、終点下車、車で20分。JR仙台駅から高速バス遠刈田温泉行
きで64～70分、終点下車、車で20分。※送迎あり（ご予約）／白石ICから車で40分 103P

●笹谷温泉 JR仙台駅から車で60分／笹谷ICから車で3分 103P
●川崎スポーツパーク JR仙台駅から車で50分／川崎ICから車で10分 104P
●みっけ学舎ホール JR仙台駅から車で60分／川崎ICから車で20分 104P
白石・七ヶ宿
白石市 JR仙台駅から東北新幹線で15分、白石蔵王駅下車、徒歩20分。またはミヤコーバス遠刈田線で4分、市役所前下車すぐ。または白石市民バス（平日

のみ運行）小原線、白角線、大張線で6分、城下広場下車。またはJR東北本線で50分の白石駅下車、徒歩10分／東北自動車道白石ICから車で10分
●白石城 白石駅から徒歩10分／白石ICから車で10分 107P

・白石城歴史探訪ミュージアム 107P
●武家屋敷 JR白石駅から徒歩15分／白石ICから車で10分 107P
●壽丸屋敷 JR白石駅から徒歩5分／白石ICから車で10分 107P
●弥治郎こけし村 JR白石駅から白石市民バス福岡線で24分、弥治郎こけし村下車（平日のみ運行）／白石ICから車で15分 108P
●鎌先温泉 JR白石駅から白石市民バス福岡線で20分、鎌先温泉下車（平日のみ運行）／白石ICから車で15分 108P
●小原温泉 JR白石蔵王駅または白石駅から白石市民バス小原線（平日のみ運行）、または七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で18～26分、小原温泉下車

／白石ICから車で15分 108P

●こじゅうろうキッズランド JR白石駅から車で10分／東北自動車道白石ICから車で5分 107P
・おもしろいし市場 107P

●スパッシュランドしろいし JR白石蔵王駅または白石駅から白石市民バス小原線（平日のみ運行）で19～27分、スパッシュランドしろいし下車すぐ。または白石駅か
らシャトルバス（要予約）／白石ICから車で20分 107P

●片倉家御廟所 JR白石駅から白石市民バス小原線で10分、滝下下車（平日のみ運行）／白石ICから車で10分 108P
●水芭蕉の森・どうだんの森 JR白石駅から車で30分／白石ICから車で30分 108P
●材木岩公園 JR白石蔵王駅または白石駅から白石市民バス小原線（平日のみ運行）で31分、江志前下車、徒歩10分／白石ICから車で25分 108P

・石巻 ・南三陸 ・気仙沼 ・佐沼
・鳴子 ・古川 ・加美 ・大衡
・村田町 ・蔵王町 ・遠刈田温泉

・ミヤコーバス

宮城交通高速バス 検索
その他路線も多数運行中

仙台駅前　秋保温泉

土日祝日は快速でわずか40分！！（12/16～3/15は運休）
毎日運行中！

高速バス車内では
無料Wi-Fiがお使い
いただけます

●宮城交通本社 TEL.022-771-5310お問い合わせ

お客様の安全・安心のための取り組みを行っています。
車内ではマスク着用と会話は控えめにして
いただきますようお願いいたします。
車内での食事・飲酒はご遠慮願います。

運転士の
マスク着用 換気車内清掃・

消毒
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●みやぎ蔵王白石スキー場 JR白石蔵王駅から車で30分／白石ICから車で30分 108P
●宮城蔵王キツネ村 JR白石蔵王駅から車で20分／白石ICから車で20分 107P
七ヶ宿町 JR仙台駅から東北新幹線で15分、白石蔵王駅下車、七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で45～50分、終点下車すぐ（その先は町営バス七ヶ宿街道

線、七ヶ宿長老線利用）／東北自動車道白石ICから車で40分
●長老湖 JR白石蔵王駅または白石駅から七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で45～50分の終点で、町営バス七ヶ宿長老線に乗り換え30分、長老湖東下車、徒歩5分／白石ICから車で45分 108P

・やまびこ吊り橋 JR白石蔵王駅または白石駅から七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で45～50分の終点で、町営バス七ヶ宿長老線に乗り換え10分、やまびこの森下車、徒歩5分／白石ICから車で45分 108P
●滑津大滝 JR白石蔵王駅または白石駅から七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で45～50分の終点で、町営バス七ヶ宿街道線に乗り換え10分、滑津大滝下車徒歩5分／白石ICから車で45分 109P
●七ヶ宿ダム JR白石蔵王駅または白石駅から七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で50分七ヶ宿ダム公園下車すぐ／白石ICから車で30分 108P
●みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場

／きららの森
JR白石蔵王駅または白石駅から七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で45～50分の終点で、町営バス七ヶ宿街道線に乗り換え30分、みやぎ蔵
王七ヶ宿スキー場下車すぐ／白石ICから車で50分 108P

●道の駅七ヶ宿 JR白石蔵王駅または白石駅から七ヶ宿町営バス七ヶ宿白石線で50分、七ヶ宿ダム公園下車徒歩5分／白石ICから車で30分 108P
柴田・大河原・村田
柴田町 JR仙台駅から東北本線で30分、船岡駅下車／東北自動車道村田ICから車で15分
●くりえいと柴田石窯ピザと牛タンの

レストラン　らぽるの森 JR船岡駅より車で15分 112P

●船岡城址公園
JR船岡駅から徒歩15分／村田ICから車で15分、白石ICから車で20分

111P
・しばた千桜橋 111P

●観光物産交流館さくらの里 112P
●プチみちの駅「とみかみ」 JR槻木駅から車で10分／村田ICから車で30分 112P

・太陽の村 JR船岡駅から車で15分／白石ICから車で25分 112P
大河原町 JR仙台駅から東北本線で34分、大河原駅下車、徒歩15分／東北自動車道村田ICから車で20分、白石ICから車で15分
●白石川堤一目千本桜 JR大河原駅から徒歩3分。またはJR船岡駅から徒歩3分／村田ICから車で20分 111P
●とんとんの丘 もちぶた館 本店 JR大河原駅から車で12分／白石ICから車で15分 112P
●おおがわら天然温泉 いい湯 112P
●うらにわあとりえ JR大河原駅から車で10分／村田ICから車で15分 111P
村田町 JR仙台駅から東北本線で34分、大河原駅下車、ミヤコーバス村田・川崎行きで20分、村田中央下車すぐ／東北自動車道村田ICから車で2分
●スポーツランドSUGO JR大河原駅からミヤコーバス村田行きまたは川崎行きで20分、村田中央下車、車で15分／村田ICから車で15分 111P
●民話の里＜ふるさとおとぎ苑＞ JR大河原駅からミヤコーバス村田行きまたは川崎行きで20分、村田中央下車、車で10分／村田ICから車で10分 112P

・村田商人やましょう記念館 JR大河原駅からミヤコーバス村田行きまたは川崎行きで20分、村田中央下車すぐ／村田ICから車で2分 111P
・かねしょうの時館 111P

●村田町歴史みらい館 JR大河原駅からミヤコーバス村田行きまたは川崎行きで20分,村田中央下車,徒歩10分／村田ICから車で1分 112P
●道の駅村田 歴史と蔵とふれあいの里 112P

角田・丸森
丸森町観光案内所

「やまゆり館」
阿武隈急行線丸森駅から徒歩２５分または車で５分／４月３日～１２月５日までの土曜・日曜・祝日は「ウィークエンドバスるんるん
号」で７分（本町下車すぐ）／東北自動車道白石ＩＣから車で35分／常磐自動車道山元ＩＣまたは新地ＩＣから車で２５分

角田市 JR仙台駅から東北本線で26分、槻木駅下車。阿武隈急行線に乗り換え15分、常磐自動車道山元ICから車で15分／東北自動車道白石ICから車で30分
●勝楽山高蔵寺阿弥陀堂 阿武隈急行線角田駅から車で15分／白石ICから車で20分 115P
●旧佐藤家住宅 115P
●角田市スペースタワー・

コスモハウス 阿武隈急行線角田駅から徒歩15分／白石ICから車で30分 115P

●JAXA角田宇宙センター JR船岡駅から車で5分／白石ICから車で30分 115P
●斗蔵山 阿武隈急行線角田駅から車で15分／白石ICから車で35分 115P
●JAみやぎ仙南シンケンファクトリー 阿武隈急行線角田駅から徒歩5分／白石ICから車で25分 115P
●角田市郷土資料館 阿武隈急行線角田駅から車で5分／白石ICから車で30分 115P
●道の駅かくだ 阿武隈急行線角田駅から車で10分／山元ICから車で10分 115P
●四方山 阿武隈急行線角田駅から車で20分／山元ICから車で15分 115P
丸森町 ＪＲ仙台駅から東北本線で２６分槻木駅下車、阿武隈急行線に乗り換え２２分丸森駅下車／東北自動車道白石ＩＣから車で35分／常磐自動

車道山元ＩＣまたは新地ＩＣから車で２５分
●阿武隈ライン舟下り乗船場
（観光交流センター）

阿武隈急行線丸森駅から徒歩１５分または車で５分／４月３日～１２月５日までの土曜・日曜・祝日は「ウィークエンドバスるんるん号」で４分
（観光交流センター下車すぐ）／東北自動車道白石ＩＣから車で35分／常磐自動車道山元ICから車で25分 114P

●蔵の郷土館　齋理屋敷 阿武隈急行線丸森駅から徒歩２５分または車で５分／４月３日～１２月５日までの土曜・日曜・祝日は「ウィークエンドバスるんるん号」で７分
（本町下車すぐ）／東北自動車道白石ＩＣから車で40分／常磐自動車道山元ICから車で30分

114P
●丸森物産いちば八雄館 114P
●あぶくま荘　 阿武隈急行線丸森駅から車で１５分／４月３日～１２月５日までの土曜・日曜・祝日は「ウィークエンドバスるんるん号」で１７分（不動尊前下

車すぐ）／東北自動車道白石ＩＣから車で45分／常磐自動車道新地ICから車で20分 114P

●不動尊公園キャンプ場 阿武隈急行線丸森駅から車で１５分／４月３日～１２月５日までの土曜・日曜・祝日は「ウィークエンドるんるん号」で１８分（キャンプ場入口下
車すぐ）／東北自動車道白石ＩＣから車で45分／常磐自動車道新地ICから車で20分 114P

●いきいき交流センター大内 阿武隈急行線丸森駅から車で15分／東北自動車道白石ＩＣから車で45分／常磐自動車道新地ICから車で15分 114P
●大張沢尻の棚田 阿武隈急行線 丸森駅から車で15分／東北自動車道白石ＩＣから30分／常磐自動車道山元ICから車で30分 114P

三陸エリア3
石巻・女川

石巻観光案内所（石巻市かわまち交流センターかわべい） JR石巻駅から徒歩10分／三陸自動車道石巻河南ICから車で15分
石巻駅前観光物産案内所 JR石巻駅前、石巻市役所1階／三陸自動車道石巻河南ICから車で15分
石巻観光協会雄勝事務所 JR石巻駅から車で40分（硯上の里おがつおがつ・たなこや内）／三陸自動車道河北ICから車で25分
石巻市北上観光物産交流センター JR石巻駅から車で40分/三陸自動車道河北ICから車で25分
女川町観光協会（女川町たびの情報館ぷらっと） JR石巻線女川駅下車、徒歩3分／三陸自動車道石巻女川ICから車で30分
石巻市 JR仙台駅から仙石東北ラインで1時間、石巻駅下車、徒歩すぐ。その他ミヤコーバス高速バスあり／三陸自動車道石巻河南ICから車で15分
石巻市牡鹿 JR石巻駅からミヤコーバス鮎川港行きで1時間30分、鮎川港下車／三陸自動車道石巻河南ICから車で1時間
石巻市雄勝 JR石巻駅から車で40分／三陸自動車道河北ICから車で25分
石巻市河北 JR石巻駅からミヤコーバス飯野川行きで50分、飯野川下車、徒歩3分／三陸自動車道河北ICから車で10分
石巻市北上 JR石巻駅からミヤコーバス飯野川行きで50分、飯野川下車、北上地区住民バスに乗り換え30分、北上総合支所前下車すぐ／三陸自動

車道河北ICから車で25分
石巻市河南 JR仙台駅からJR東北本線小牛田経由石巻線で1時間10分、前谷地下車、徒歩5分／三陸自動車道石巻河南ICから車で20分
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石巻市桃生 JR佳景山駅から車で15分
●金華山 三陸自動車道石巻河南ICから車で1時間、鮎川港 123P

・金華山黄金山神社 123P
●日和山公園 JR石巻駅から徒歩20分／三陸自動車道石巻河南ICから車で20分 124P
●絆の駅石巻NEWSée JR石巻駅から徒歩10分／三陸自動車道石巻河南ICから車で15分 124P
●MEET 門脇 三陸自動車道石巻港ICから約15分、石巻河南ICから約15分／JR石巻駅前バス乗り場<2番>からミヤコーバス山下門脇線乗車、門脇四

丁目バス停下車、徒歩１分 124P

●石ノ森萬画館 JR石巻駅から徒歩12分／三陸自動車道石巻河南ICから車で15分 122P
●いしのまき元気いちば

JR石巻駅から徒歩10分／三陸自動車道石巻河南ICから車で15分
122P

●観慶丸本店 122P
●石巻市かわまち交流センターかわべい 122P
●宮城県慶長使節船ミュージアム 

＆石巻市サン・ファン・ 
バウティスタパーク

JR石巻駅よりJR石巻線（女川行き）乗車、【JR渡波駅】下車後、タクシー5分・徒歩25分／三陸自動車道石巻河南ICから車で25分 123P

●齋藤氏庭園 JR前谷地駅から徒歩15分／三陸自動車道石巻河南ICから車で20分 125P
●雄勝ローズファクトリーガーデン JR石巻駅から車で40分／三陸自動車道河北ICから車で25分 125P
●釣石神社 JR石巻駅から車で40分／三陸自動車道河北ICから車で25分 124P
●追分温泉 JR石巻駅から車で45分／三陸自動車道河北ICから車で30分 125P
●道の駅 上品の郷 JR石巻駅からミヤコーバス飯野川行きで40分、道の駅上品の郷前下車／三陸自動車道河北ICからすぐ 124P
●ふたごの湯 124P
●東日本大震災メモリアル
　南浜つなぐ館

三陸自動車道石巻港ICから約15分、石巻河南ICから約15分／JR石巻駅前バス乗り場<2番>からミヤコーバス山下門脇線乗車、門脇四
丁目バス停下車、徒歩5分 124P

●田代島 JR石巻駅から徒歩10分、網地島ライン中央発着所から定期船で50分～１時間／三陸自動車道石巻河南ICから車で20分、網地島ライン
門脇発着所から定期船で45分～１時間、大泊港または仁斗田港下船

122P
・マンガアイランド・田代島 122P

●網地白浜海水浴場 JR石巻駅から徒歩10分、網地島ライン中央発着所から定期船で１時間10分～１時間20分／三陸自動車道石巻河南ICから車で20分、網
地島ライン門脇発着所から定期船で1時間～1時間40分、網地港下船 122P

●白浜海水浴場 JR石巻駅から車で40分／三陸自動車道河北ICから車で30分 122P
●渡波海水浴場 JR石巻駅から車で15分 122P
●道の駅硯上の里おがつ JR石巻駅から車で40分／三陸自動車道河北ICから車で25分 125P
●雄勝硯伝統産業会館 125P
●ホエールタウンおしか JR石巻駅からミヤコーバス鮎川線で1時間30分、終点下車すぐ／三陸自動車道石巻河南ICから車で50分 123P
●おしか御番所公園 JR石巻駅からミヤコーバス鮎川線で1時間30分、終点鮎川港から車で10分／三陸道石巻河南ICから車で1時間 123P

・おしか家族旅行村オートキャンプ場 バス停鮎川港から車で10分／三陸自動車道石巻河南ICから車で1時間10分 123P
●北上川ヨシ原

JR石巻駅から車で40分／三陸自動車道河北ICから車で25分
124P

●石巻・川のビジターセンター 125P
●北上観光物産交流センター 125P
●大須埼灯台 JR石巻駅から車で1時間／三陸自動車道河北ICから車で45分 122P
●石巻南浜津波復興祈念公園 三陸自動車道石巻港ICから約15分、石巻河南ICから約15分／JR石巻駅前バス乗り場<2番>からミヤコーバス山下門脇線乗車、門脇四

丁目バス停下車約12分 124P

●十八成浜ビーチパーク 三陸自動車道石巻女川ICから約45分／JR石巻駅から約45分 124P
女川町 JR仙台駅より仙石東北ラインで約60分、JR石巻駅より石巻線で30分。三陸自動車道石巻女川ICから車で30分
●JR女川駅 JR女川駅直結、三陸自動車道石巻女川ICから車で30分 123P
●女川温泉ゆぽっぽ 123P
●道の駅おながわ JR女川駅から徒歩1分、三陸自動車道石巻女川ICから車で30分 123P

・シーパルピア女川・地元市場ハマテラス 123P
●女川町海岸広場

JR女川駅から徒歩5分、三陸自動車道石巻女川ICから車で30分

125P
・東日本大震災遺構　旧女川交番 125P
・マッシュパーク女川 125P
・スケートパーク 125P

●黒森山 JR女川駅から登山口まで徒歩15分、登山口から頂上まで90分 125P

気仙沼・南三陸
気仙沼観光コンベンション協会 JR気仙沼駅から車で10分／【岩手県からお越しの方】三陸自動車気仙沼鹿折ICから車で8分／【仙台方面からお越しの方】三

陸自動車道気仙沼ICから車で7分、または東北自動車道一関ICから車で1時間15分
南三陸町観光協会 三陸自動車道志津川ICから車で５分

気仙沼市 JR仙台駅から東北新幹線で35分、一関駅乗り換え、大船渡線で1時間20分、気仙沼駅下車。JR小牛田駅から石巻線前谷地駅乗り換え、
気仙沼線BRTで2時間27分、気仙沼駅下車。または仙台市広瀬通宮交仙台高速バスセンター前から宮城交通高速バス気仙沼行きで2時
間40分／三陸自動車道気仙沼中央ICから15分、または東北自動車道一関ICから車で1時間

気仙沼市唐桑 【仙台方面からお越しの方】三陸自動車道唐桑半島ICから車で８分、【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道陸前高田長部ICから車で
18分、または東北自動車道一関ICから車で1時間30分

気仙沼市本吉 JR小牛田駅から石巻線前谷地駅乗り換え、気仙沼線BRTで1時間43分、本吉駅下車／【仙台方面からお越しの方】三陸自動車道小泉海岸
ICから車で５分、【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道本吉津谷ICから車で２分。または東北自動車道築館ICから車で1時間15分

●気仙沼「海の市」
JR気仙沼駅から車で10分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で８分、【仙台方面からお越しの方】三陸自
動車道気仙沼港ICから車で７分。または一関ICから車で1時間15分

129P
・シャークミュージアム 129P
・氷の水族館 129P

●気仙沼湾 130P
●安波山 JR気仙沼駅から車で10分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で5分、【仙台方面からお越しの方】三陸自

動車道浦島大島ICから車で10分、一関ICから車で1時間20分 130P

●気仙沼お魚いちば JR気仙沼駅から車で10分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼気仙沼鹿折ICから車で6分、【仙台方面からお越しの方】
三陸自動車道気仙沼気仙沼港ICから車で７分、一関ICから車で1時間10分 130P

●Oshima Paddle Club JR気仙沼駅から車で26分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で10分、【仙台方面からお越しの方】三陸
自動車道浦島大島ICから車で９分 129P

●復興かき小屋 唐桑番屋 JR気仙沼駅から車で30分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道陸前高田長部ICから車で20分、【仙台方面からお越しの方】三
陸自動車道唐桑半島ICから車で12分、一関ICから車で1時間40分 130P

●巨釜・半造 JR気仙沼駅前から車で30分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道陸前高田長部ICから車で20分、【仙台方面からお越しの方】
三陸自動車道唐桑半島ICから車で11分、一関ICから車で1時間40分 128P

・唐桑半島 ビジターセンター＆
津波体験館 JR気仙沼駅から車で40分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道陸前高田長部ICから車で25分、【仙台方面からお越しの方】三

陸自動車道唐桑半島ICから車で18分、一関ICから車で1時間40分
128P

・津波石 128P

＊車の所要時間は目安です。天候や道路状況により変動いたしますので、ご了承ください。＊各市町村への交通は、市役所、役場までの時間です。
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交通アクセス

●気仙沼大島
JR気仙沼駅から車で30分、一関ICから車で1時間30分、【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で10分、【仙台
方面からお越しの方】三陸自動車道浦島大島ICから車で９分

128P
・十八鳴浜 128P
・休暇村気仙沼大島 128P

●小田の浜海水浴場 129P
・岩井崎 JR気仙沼駅から車で25分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道岩井崎ICから車で９分、【仙台方面からお越しの方】三陸自動車

道大谷海岸ICから車で９分
128P

●岩井崎塩づくり体験館 131P
●気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 JR気仙沼駅から車で22分／宮交高速仙台バスセンター40番のりばから、気仙沼行き階上公民館前で下車、徒歩約25分／【岩手県方面

からお越しの方】三陸自動車道岩井崎ICから車で９分【仙台方面からお越しの方】三陸自動車道大谷海岸ICから車で10分 131P

●野杜海 JR気仙沼駅から車で18分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で８分、【仙台方面からお越しの方】三陸自
動車道浦島大島ICから車で７分 130P

●お伊勢浜海水浴場 東北自動車道一関ICから車で90分／JR気仙沼駅から車で23分／陸前階上駅より徒歩23分／【岩手方面からお越しの方】岩井崎ICから
車で10分【仙台方面からお越しの方】大谷海岸ICから車で10分 129P

●南町紫神社前商店街 JR気仙沼駅から徒歩20分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で６分、【仙台方面からお越しの方】三陸自
動車道気仙沼港ICから８分

131P
●魚町内湾商店会 131P
●リアス・アーク美術館 JR気仙沼駅から車で12分／気仙沼中央ICから30分。または一関ICから車で1時間20分 131P
●鹿折金山資料館 JR気仙沼駅前から車で20分／【岩手県方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で14分、【仙台方面からお越しの方】三

陸自動車道浦島大島ICから車で16分。または一関ICから車で1時間20分 131P

●道の駅大谷海岸 三陸自動車道大谷海岸ICから車で２分 128P
●徳仙丈山 気仙沼側：JR気仙沼駅から車で30分、頂上まで徒歩40分／気仙沼中央ICから30分。または一関ICから車で1時間20分 130P
●モーランド・本吉 BRT本吉駅から車で10分／【岩手方面からお越しの方】本吉津谷ICから車で15分【仙台方面からお越しの方】小泉海岸ICから車で15分 130P
●大谷鉱山歴史資料館 BRT本吉駅から車で15分／大谷海岸ICから車で20分。または築館ICから車で1時間25分 131P
●大谷海水浴場 三陸自動車道大谷海岸ICから車で２分 129P
●気仙沼湾横断橋 三陸自動車道気仙沼港IC―浦島大島IC間 128P
●気仙沼大島ウェルカム・

ターミナル 【仙台方面からお越しの方】三陸自動車道浦島大島ICから車で15分／【岩手方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で16分 128P

●気仙沼市復興祈念公園 【仙台方面からお越しの方】三陸自動車道浦島大島ICから車で約10分／【岩手方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で約5分 131P
●ないわん 【仙台方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼港ICから車で9分／【岩手方面からお越しの方】三陸自動車道気仙沼鹿折ICから車で4分 131P
南三陸町歌津 JR小牛田駅から石巻線前谷地駅乗り換え、気仙沼線BRTで1時間24分、歌津駅下車／三陸自動車道歌津IC
●さとうみファーム BRT歌津駅下車徒歩15分／歌津ICから車で5分 132P
●田束山 BRT歌津駅から車で25分／歌津ICから車で20分 130P
●南三陸ハマーレ歌津 BRT歌津駅から徒歩3分／歌津ICから車で3分 132P
南三陸町志津川 JR小牛田駅から石巻線前谷地駅乗り換え、気仙沼線BRTで1時間3分、志津川駅下車／三陸自動車道志津川ICまたは南三陸海岸IC。 

または仙台駅よりミヤコーバス高速仙台南三陸線で2時間
●神割崎 三陸自動車道志津川ICから車で25分 132P

・神割崎キャンプ場 132P
●サンオーレそではま海水浴場 BRT志津川駅から車で3分／三陸自動車道志津川ICから車で7分 129P
●校舎の宿さんさん館 三陸自動車道志津川ICから車で10分 132P
●志津川湾クルージング 三陸自動車道志津川ICから車で７分 131P
●ひころの里 三陸自動車道志津川ICから車で5分 132P
●南三陸さんさん商店街

三陸自動車道志津川ICから車で5分
132P

●モアイ像 132P
●南三陸レンタサイクル 133P
●宮城県志津川自然の家 三陸自動車道志津川ICから車で15分 132P
●南三陸･海のビジターセンター 132P
●志津川湾R＆Bクルーズ 三陸自動車道志津川ICから車で7分 133P
●南三陸町震災復興祈念公園 三陸自動車道志津川ICから車で5分 133P

県北エリア4
大崎・薬萊

古川駅総合観光案内所 JR東北新幹線古川駅構内／東北自動車道古川ICから車で10分
美里町総合案内所 JR東北本線小牛田駅構内／東北自動車道古川ICから車で30分
大崎市鹿島台 JR仙台駅から東北本線で36分、鹿島台駅下車、徒歩5分／東北自動車道大和ICから車で30分。または東北自動車道古川ICから車で40

分。または三陸自動車道松島北ICから車で20分
大崎市三本木 JR仙台駅から東北新幹線で15分、古川駅下車、ミヤコーバス三本木音無行きに乗り換え26分、三本木総合支所前下車／東北自動車道

大和IC、または東北自動車道古川ICから車で15分、三本木スマートICから5分
大崎市田尻 JR仙台駅から東北本線で50分、田尻駅下車、徒歩5分／東北自動車道古川ICから車で25分
大崎市古川 JR仙台駅から東北新幹線で15分、古川駅下車、徒歩10分。その他高速バスあり／東北自動車道古川ICから車で5分
●吉野作造記念館 JR古川駅から徒歩で約20分／古川ICから車で約10分 145P
●みちのく古川食の蔵醸室（かむろ） 143P
●松山酒ミュージアム・華の蔵 JR松山町駅から車で10分／古川ICから車で35分 143P
●松山御本丸公園（コスモス園） 144P
●加護坊山自然公園 JR田尻駅から車で10分／古川ICから車で35分 144P
●加護坊温泉さくらの湯 JR田尻駅から車で5分／古川ICから車で30分 145P
●ひまわり温泉 花おりの湯 JR古川駅からミヤコーバス三本木音無行きで31分、坂本下車、徒歩10分／古川ICから車で20分、三本木SICから車で5分 145P
●豆坂温泉　三峰荘 JR古川駅からミヤコーバス三本木音無行きで20分、テレトラック三本木入口下車、徒歩20分／古川ICから車で15分、三本木SICから車で5分 145P
●三本木ひまわりの丘 JR古川駅からミヤコーバス三本木音無行きで33分、三本木音無下車、徒歩10分／古川ICから車で20分、三本木SICから車で10分 144P
●道の駅三本木
　やまなみ

JR古川駅からミヤコーバス三本木音無行きで26分、三本木総合支所前下車、徒歩5分／大和ICまたは古川ICから車で15分、三本木SIC
から車で5分 144P

●道の駅おおさき 東北自動車道古川ICから車で約10分／JR仙台駅から東北新幹線で14分、古川駅下車、バスで道の駅おおさき下車、徒歩4分 144P
●デリシャスファーム JR鹿島台駅から車で5分／古川ICから車で40分 144P
●しの竹細工づくり体験 JR陸羽東線岩出山駅から徒歩10分、車で5分 142P
大崎市松山 JR仙台駅から東北本線で40分、松山町駅下車、車で5分／東北自動車道古川ICから車で30分
美里町小牛田 JR仙台駅から東北本線で45分、小牛田駅下車、徒歩5分／東北自動車道古川ICから車で30分
美里町南郷 JR仙台駅から東北本線で36分、鹿島台駅下車、美里町住民バスに乗り換え10分、南郷庁舎下車すぐ／東北自動車道大和ICまたは東北

自動車道古川ICから車で40分、三陸自動車道鳴瀬奥松島ICから車で20分
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●でんえん土田畑村 JR鹿島台駅から美里町住民バスで10分、木間塚下車、徒歩1分／鳴瀬奥松島ICから車で20分 144P
●花野果市場 JR鹿島台駅から車で10分／ 松島北ICから車で15分 144P
涌谷町 JR仙台駅から東北本線で45分、小牛田駅下車、石巻・気仙沼線に乗り換え8分、涌谷駅下車、徒歩3分／東北自動車道古川ICから車で30分
●天平ろまん館 JR涌谷駅から車で10分／古川ICから車で40分 143P

・黄金山神社 143P
●わくや天平の湯 JR涌谷駅から車で5分／古川ICから車で30分 145P
加美町 JR仙台駅から東北新幹線で15分、古川駅下車、ミヤコーバス色麻町役場前行きに乗り換え25分、中新田西町下車、徒歩3分。その他、 

高速バスあり／東北自動車道大和ICから車で35分。または東北自動車道古川ICから車で20分
●やくらいガーデン

JR古川駅から車で40分／古川IC、または大和ICから車で40分

143P
・やくらいウォーターパーク 143P
・ふるるの丘 143P
・やくらい薬師の湯 145P
・やくらいパークゴルフ場 143P
・やくらいランニングバイクパーク 143P

●ボルダリングパークやくらいWALL 143P
●陶芸の里 JR古川駅から車で40分／古川ICから車で40分 143P

・陶芸の里ゆ～らんど 145P
●加美町中新田B&G海洋センター JR古川駅から車で20分／古川ICから車で20分 143P
色麻町 JR仙台駅から東北新幹線で15分、古川駅下車、ミヤコーバス色麻町役場前行きで30分、下車すぐ。その他、高速バスあり／東北自動車

道大和IC、または古川ICから車で30分
●平沢交流センター色麻

平沢温泉・かっぱのゆ JR古川駅から車で40分／古川ICから車で40分、大和ICから車で40分 145P

●愛宕山公園 JR古川駅から車で30分／古川ICから車で30分、大和ICから車で30分 144P

鳴子・岩出山
鳴子温泉郷観光案内所 JR陸羽東線鳴子温泉駅構内／東北自動車道古川ICから車で40分
大崎市岩出山 JR仙台駅から東北新幹線で15分、古川駅下車、陸羽東線乗り換え20分、岩出山駅下車、徒歩5分／東北自動車道古川ICから車で15分

・旧有備館および庭園
JR有備館駅下車すぐ／古川ICから車で20分

141P
・岩出山城址・城山公園 141P
・中鉢美術館 141P

●感覚ミュージアム JR岩出山駅から徒歩10分／古川ICから車で15分 142P
●あ・ら・伊達な道の駅 JR池月駅から徒歩3分／古川ICから車で30分 141P
大崎市鳴子温泉 JR仙台駅から東北新幹線で15分、古川駅下車、陸羽東線に乗り換え50分、鳴子温泉駅下車。または仙台駅からミヤコーバス高速仙台鳴

子線で1時間30分／東北自動車道古川ICから車で40分
●鳴子温泉 JR鳴子温泉駅下車／古川ICから車で40分 140P
●滝の湯 JR鳴子温泉駅から徒歩5分／古川ICから車で40分 140P
●鳴子・早稲田桟敷湯 JR鳴子温泉駅から徒歩3分／古川ICから車で40分 140P
●東鳴子温泉 JR鳴子御殿湯駅下車／古川ICから車で35分 140P
●川渡温泉 JR川渡温泉駅から車で5分／古川ICから車で30分 140P
●中山平温泉 JR中山平温泉駅から車で3分／古川ICから車で50分 140P
●中山平温泉交流館しんとろの湯 JR中山平温泉駅から徒歩15分／古川ICから車で50分 140P
●鬼首温泉 JR鳴子温泉駅から大崎市営バス（鬼首線）で27分／古川ICから車で1時間10分 140P
●間歇泉 JR鳴子温泉駅から大崎市営バス（鬼首線）で27分、かんけつ泉前下車、徒歩3分／古川ICから車で1時間10分 141P
●地獄谷遊歩道 JR鳴子温泉駅から大崎市営バス（鬼首線）で27分、かんけつ泉前下車、徒歩10分／古川ICから車で1時間10分 141P
●すぱ鬼首の湯 JR鳴子温泉駅から大崎市営バス（鬼首線）で27分、吹上キャンプ場前下車、徒歩1分／古川ICから車で1時間10分 140P
●オニコウベスキー場 JR鳴子温泉駅から大崎市営バス（鬼首線）で40分、リゾートパークオニコウベ下車すぐ／古川ICから車で1時間10分 142P
●スノー温泉トレッキング 東北自動車道古川ICから車で50分／JR鳴子温泉駅から車で19分 142P
●鳴子峡 JR鳴子温泉駅から見晴らし台まで車で10分／古川ICから車で50分 141P
●日本こけし館 JR鳴子温泉駅から車で5分／古川ICから車で45分 142P
●潟沼 JR鳴子温泉駅から車で10分／古川ICから車で50分 141P

栗原
栗原市観光物産協会 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車40秒／東北自動車道築館ICから車で15分
栗原市一迫 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で20分／東北自動車道築館ICから車で5分
栗原市鶯沢 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で20分／東北自動車道築館ICから車で30分
栗原市金成 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で10分／東北自動車道若柳金成ICから車で5分
栗原市栗駒 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で25分／東北自動車道若柳金成ICから車で15分
栗原市志波姫 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で3分／東北自動車道築館ICから車で5分
栗原市瀬峰 JR仙台駅から東北本線で1時間、瀬峰駅下車、車で3分／東北自動車道築館ICから車で20分
栗原市高清水 JR仙台駅から東北本線で1時間、瀬峰駅下車、車で10分／東北自動車道築館ICから車で10分
栗原市築館 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で5分／東北自動車道築館ICから車で5分
栗原市花山 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で35分／東北自動車道築館ICから車で30分
栗原市若柳 JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で5分／東北自動車道若柳金成ICから車で5分
●栗駒山 JRくりこま高原駅から車で1時間10分／若柳金成ICから車で1時間 147P

・いわかがみ平 147P
●世界谷地原生花園 JRくりこま高原駅から車で1時間10分／若柳金成ICから車で1時間 147P
●山の駅くりこま JR仙台駅から東北新幹線で25分、くりこま高原駅下車、車で30分／東北自動車道築館ICから車で27分 148P
●花山湖 JRくりこま高原駅から車で40分／築館ICから車で35分 147P
●道の駅路田里はなやま自然薯の館 148P
●宮城県こもれびの森 森林科学館 JRくりこま高原駅から車で40分／築館ICから車で40分 148P
●国立花山青少年自然の家 JRくりこま高原駅から車で45分／築館ICから車で45分 147P
●花山青少年旅行村 JRくりこま高原駅から車で40分／築館ICから車で35分 147P
●湯浜温泉三浦旅館 JRくりこま高原駅から車で1時間15分、湯浜温泉駐車場から徒歩10分／築館ICから車で1時間10分 148P
●仙台藩花山村寒湯番所跡 JRくりこま高原駅から車で50分／築館ICから車で50分 147P
●花山温泉温湯山荘 148P
●温湯温泉佐藤旅館 JRくりこま高原駅から車で50分／築館ICから車で50分 148P
●山脈ハウス JRくりこま高原駅から車で45分／若柳金成ICから車で40分 148P

＊車の所要時間は目安です。天候や道路状況により変動いたしますので、ご了承ください。＊各市町村への交通は、市役所、役場までの時間です。
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交通アクセス交通アクセス

●くりこま高原温泉郷
JRくりこま高原駅から車で45分／若柳金成ICから車で40分

148P
・ハイルザーム栗駒 148P
・駒の湯温泉 148P
・新湯温泉くりこま荘 148P

●くりはらツーリズムネットワーク JRくりこま高原駅から車で10分／築館ICから車で15分 147P
●金成温泉  金成延年閣 JRくりこま高原駅から車で20分／若柳金成ICから車で10分 148P
●栗駒山麓ジオパーク 

ビジターセンター JRくりこま高原駅から車で40分／若柳金成ICから30分 147P

●細倉マインパーク JRくりこま高原駅から車で40分。またはJR石越駅から車で45分／築館ICから車で30分 147P
●くりでんミュージアム 
（旧くりはら田園鉄道若柳駅） JRくりこま高原駅から車で10分／若柳金成ICから車で5分 148P

●藍染湖ふれあい公園 JRくりこま高原駅から車で50分／若柳金成ICから車で40分 147P
●山王史跡公園あやめ園 JRくりこま高原駅から車で20分／築館ICから車で20分 148P
●六日町通り商店街 JRくりこま高原駅から車で25分／若柳金成ICから車で15分 148P
●築館鉄魚愛友館 JRくりこま高原駅から車で12分／築館ICから車で8分 148P
●金成ハリストス正教会 JRくりこま高原駅から車で15分／若柳金成ICから車で10分 148P
●天然温泉たかもりの湯 JRくりこま高原駅から車で15分／築館ICから車で10分 148P

登米
とよま観光物産センター 

「遠山之里」観光案内所
JR柳津駅から登米市民バス佐沼行きで11分、三日町下車すぐ／三陸自動車道登米ICから車で5分／JR仙台駅から高速バスと
よま行きで1時間32分

登米市迫 JR仙台駅から高速バス登米市役所行きで1時間36分、東北本線で瀬峰駅下車、登米市民バス南方線佐沼方面行に乗り換え26分、登米市
役所下車すぐ／東北自動車道築館ICから車で25分

登米市登米 JR仙台駅から高速バスとよま総合支所行きで1時間37分、東北本線小牛田駅経由の気仙沼線で柳津駅下車、登米市民バス津山線佐沼
方面行きに乗り換え16分、登米総合支所下車すぐ／三陸自動車道登米ICから車で5分

登米市東和 JR仙台駅から高速バス登米市役所行きで1時間36分、東北本線で瀬峰駅下車、登米市民バス南方線佐沼方面行に乗り換え28分、佐沼営
業所下車、東和線東和方面行に乗り換え20分、東和総合支所下車すぐ／三陸自動車道登米東和ICから車で15分

登米市中田 JR仙台駅から高速バス登米市役所行きで1時間36分、東北本線で瀬峰駅下車、登米市民バス南方線佐沼方面行きに乗り換え28分、佐沼
営業所下車、東和線東和方面行に乗り20分、中田総合支所下車すぐ／三陸自動車道登米ICから車で10分

登米市豊里 JR仙台駅から東北本線で小牛田駅下車、石巻・気仙沼線に乗り換え陸前豊里駅下車、徒歩15分／三陸自動車道桃生豊里ICから車で10分
登米市米山 JR仙台駅から東北本線で瀬峰駅下車、登米市民バス南方線佐沼方面に乗り換え30分、佐沼営業所下車、登米市民バス米山佐沼線米山

方面行に乗り換え32分、米山総合支所下車すぐ／三陸自動車道桃生豊里ICから車で20分
登米市石越 JR仙台駅から東北本線で石越駅下車、車で5分／東北自動車道若柳金成ICから車で20分
登米市南方 JR仙台駅から東北本線で瀬峰駅下車、登米市民バス南方線佐沼方面行きに乗り16分、南方総合支所下車すぐ／東北自動車道古川ICか

ら車で40分
登米市津山 JR仙台駅から東北本線小牛田駅経由の気仙沼線で柳津駅下車、徒歩5分／三陸自動車道桃生津山ICから車で10分
●みやぎの明治村

JR柳津駅から登米市民バス津山線佐沼方面行き13分、三日町下車すぐ、JR仙台駅から高速バスとよま行きで1時間32分／登米ICから
車で5分

150P
・教育資料館 150P
・水沢県庁記念館 150P
・警察資料館 150P

●石ノ森章太郎ふるさと記念館 JR石越駅から登米市民バス石越線北方経由石森方面行きで19分、石ノ森章太郎ふるさと記念館前下車すぐ／若柳金成ICから車で25分 151P
●柳津虚空蔵尊 JR柳津駅から車で6分／桃生津山ICから車で6分 151P
●道の駅 津山「もくもくランド」 JR柳津駅から車で5分／桃生津山ICから車で10分 150P
●横山不動尊 JR柳津駅から気仙沼行きBRTで9分、陸前横山駅下車、徒歩10分／桃生津山ICから車で15分 151P
●登米ふれあいの森 JR柳津駅から車で30分／登米ICから車で30分 151P
●登米懐古館 JR柳津駅から登米市民バス津山線佐沼方面行きに乗り換え16分、とよま明治村下車すぐ／登米ICから車で約4分 150P
●道の駅 米山 
「ふる里センターＹ・Ｙ」 桃生豊里ICから車で20分 150P

●道の駅 みなみかた 
「もっこりの里」 古川ICから車で40分 150P

●道の駅「三滝堂」 三滝堂ICから車ですぐ 150P
●道の駅「林林館」森の茶屋 三滝道ICから車で約15分 150P
●平筒沼ふれあい公園 東北自動車道古川ICから車で40分 151P
●石越高森公園 東北自動車道若柳金成ICから車で30分 151P
●蚕飼山 三陸自動車道登米東和ICから車で20分 151P
●海老喜 三陸自動車道登米ICから車で約4分 151P
●武家屋敷通り 三陸自動車道登米ICから車で約4分 150P
●蔵造り商店街（町屋敷通り） 三陸自動車道登米ICから車で約4分 150P
●うなぎ 三陸自動車道登米ICから車で約4分 151P
●若草稲荷神社 三陸自動車道登米東和ICから車で15分 151P
●大嶽山興福寺 三陸自動車道桃生豊里ICから車で25分、東北自動車道築館ICから車で35分 151P
●伝統芸能伝承館「森舞台」 三陸自動車道登米ICから車で5分 150P
●北上川河川歴史公園 三陸自動車道桃生・津山ICから車で2分 151P
伊豆沼・内沼・化女沼・蕉栗沼・長沼
●伊豆沼・内沼

JR新田駅から徒歩10分／築館ICから車で30分、金成ICから車で30分
153P

・登米市伊豆沼・内沼 
サンクチュアリセンター 153P

・宮城県伊豆沼・内沼 
サンクチュアリセンター JRくりこま高原駅から車で10分／築館ICから車で20分

153P

・栗原市サンクチュアリ
センターつきだて館 153P

●蕪栗沼 JR田尻駅から車で20分／古川ICから車で45分 153P
●長沼

JR新田駅から車で20分／築館ICから車で30分、金成ICから車で30分、登米ICから車で30分
153P

・長沼温泉ヴィーナスの湯 153P
・長沼フートピア公園 153P

●化女沼 東北自動車道古川ICから車で15分 153P

＊車の所要時間は目安です。天候や道路状況により変動いたしますので、ご了承ください。＊各市町村への交通は、市役所、役場までの時間です。
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県外からのアクセス
飛行機＜国内線＞（各空港から仙台空港までの所要時間）

仙台-札幌（新千歳）（ANA/ADO/JAL/APJ/IBX）約1時間10～20分
仙台-成田（ANA）約1時間00～10分
仙台-名古屋（中部）（ANA/IBX/APJ）約1時間5～10分
仙台-大阪（伊丹）（ANA/IBX/JAL）約1時間10～20分
仙台-大阪（関西）（APJ）約1時間20分
仙台-神戸（SKY）約1時間20分
仙台-出雲（JAL/FDA）約1時間25分
仙台-広島（IBX/ANA）約1時間20分
仙台-福岡（ANA/JAL/IBX）約1時間40～50分
仙台-沖縄（那覇）（ANA/APJ）約2時間30～35分

飛行機＜国際線＞（仙台までの所要時間）

仙台-ソウル（ANA/AAR）約2時間45分
仙台-上海（ANA/CCA）約2時間25分
仙台-北京（ANA/CCA）約4時間50分［※大連経由］
仙台-大連（ANA/CCA）約2時間15分
仙台-台北（ANA/EVA/ANZ/TTW/APJ）約3時間15分
仙台-バンコク（THA）約4時間50分
※国際線は全便運休中

問仙台空港インフォメーション022-382-0080
　https://www.sendai-airport.co.jp/
＊ 所要時間は目安となります。詳しくは各航空会社へお

問い合わせいただくか、HP等でお確かめください。
　 なお、お問い合わせ内容により各航空会社のお問

い合わせ先が変わりますので、ご確認内容にあう、
お問い合わせ先を各社HPよりお確かめ下さい。

※令和4年1月現在のデータ

JR（乗り換え時間含まず）

東京 - 仙台（東北新幹線）約1時間32分
名古屋 - 仙台（東海道新幹線/東北新幹線）約3時間14分
新大阪 - 仙台（東海道新幹線/東北新幹線）約4時間3分
新函館北斗 - 仙台（北海道新幹線・東北新幹線）約2時間27分
新青森 - 仙台（東北新幹線）約1時間33分
盛岡 - 仙台（東北新幹線）約39分
秋田 - 仙台（秋田新幹線/東北新幹線）約2時間13分
山形 - 仙台（仙山線）約1時間19分
福島 - 仙台（東北新幹線）約20分

JRの問合せ（列車・時刻運賃等の問合せ）

JR東日本お問い合わせセンター050-2016-1600
＊所要時間は目安となります。詳しくは最新の大型時
刻表等でお確かめください。
※令和3年12月現在のデータ

ハイウェイ（高速）バス

仙台・弘前
仙台駅前～弘前BT
所要時間4時間20分（時間による）／片道5,700円
問JRバス東北022-256-6646
問弘南バス0172-37-0022
問宮城交通022-261-5333

仙台・青森
仙台駅前～牡丹平（高速黒石）～羽黒平（高速浪岡）～青森駅前
仙台駅前～牡丹平の所要時間4時間30分／
片道4,100～6,200円（曜日による）
仙台駅前～羽黒平の所要時間4時間37分／
片道4,100～6,200円（曜日による）
仙台駅前～青森駅の所要時間5時間5分／
片道4,100～6,200円（曜日による）
問 十和田観光電鉄017-787-1558 
（青森・仙台線予約センター）

問弘南バス0172-37-0022
問宮城交通022-261-5333

仙台・八戸
仙台駅（東口）～本八戸駅～八戸ラピア
八戸までの所要時間4時間25分（時間による）／
片道4,000円～5,500円（曜日による）
問南部バス0178-24-1121
問十和田観光電鉄0178-43-4521（八戸営業所）

仙台・盛岡
仙台駅前～広瀬通一番町～盛岡駅
盛岡駅までの所要時間2時間27分／片道3,100円
問JRバス東北022-256-6646
問東日本急行022-218-3131
問岩手県交通矢巾営業所019-697-6761
問岩手県北自動車（岩手県北バス）019-641-1212
問宮城交通022-261-5333

仙台・釜石
仙台駅前～釜石駅前
釜石駅前までの所要時間3時間10分／片道3,300円
問宮城交通022-261-5333
問岩手県交通（釜石営業所）0193-25-2525

仙台・平泉線（4月～1月運行）
仙台駅前扌広瀬通一番町扌一関駅扌平泉駅前扌中尊寺
平泉中尊寺までの所要時間１時間50分／片道1,800円
問東日本急行022-218-3131

仙台･大館（当面運休）
三井アウトレットパーク 仙台港～仙台駅（東口）～広
瀬通一番町～鹿角花輪駅前～大滝温泉～高速大館

（鍛冶町）～いとく大館SC北口～大館駅前
鹿角花輪駅前までの所要時間4時間39分／片道4,830円
大滝温泉までの所要時間5時間14分／片道5,140円
大館駅前までの所要時間5時間37分／片道5,350円
問秋北バス0186-44-5566

仙台・秋田
仙台駅前～秋田駅東口
秋田までの所要時間3時間35分／片道4,300円
問JRバス東北022-256-6646
問秋田中央交通018-823-4890
問宮城交通022-261-5333

仙台・湯沢／大曲
仙台駅（東口）～横手BT～湯沢営業所／六郷～大曲BT
横手BTまでの所要時間2時間53分／片道3,900円
湯沢営業所までの所要時間3時間25分／片道4,100円
六郷までの所要時間3時間18分／片道4,000円
大曲BTまでの所要時間3時間35分／片道4,200円
問JRバス東北022-256-6646
問羽後交通0182-32-9500

仙台・花巻
仙台駅（東口）～北上駅前～花巻駅前～花巻温泉
北上駅前までの所要時間2時間1分／片道2,600円
花巻駅前までの所要時間2時間27分／片道2,700円
花巻温泉までの所要時間2時間45分／片道2,900円
問岩手県交通花巻営業所0198-23-1020

仙台・一ノ関
仙台駅前～広瀬通一番町～一ノ関駅
仙台駅前～一ノ関駅までの所要時間1時間30分／片道1,600円
問東日本急行022-218-3131

仙台・鶴岡／酒田
仙台駅前～寒河江～西川～庄内あさひ～庄内観光物
産館～エスモールBT～イオン酒田南店～酒田庄交BT
西川までの所要時間1時間35分／片道1,900円
エスモールBTまでの所要時間2時間45分／片道3,200円
酒田庄交BTまでの所要時間3時間35分／片道3,400円

（宮城交通・山交バス・庄内交通便とも途中乗務員休憩有）
問宮城交通022-261-5333
問庄内交通（鶴岡）0235-24-7600
問庄内交通（酒田）0234-24-7600
問山交バス案内センター023-632-7280

仙台・鶴岡／酒田／吹浦／象潟／仁賀保／西目／本荘
仙台駅前～寒河江～西川～庄内あさひ～庄内観光物産館～
イオン酒田南店～酒田庄交BT～仁賀保庁舎前～本荘営業所
西川までの所要時間1時間30～35分／片道1,900円
酒田庄交BTまでの所要時間3時間10～35分／片道3,400円
仁賀保までの所要時間4時間11～31分／片道4,000円
本荘営業所までの所要時間4時間43分～5時間3分
／片道4,300円
問羽後交通（本荘）0184-24-2440
問宮城交通022-261-5333（当面運休）
問庄内交通（鶴岡）0235-24-7600
問庄内交通（酒田）0234-24-7600

仙台～新庄
仙台駅前～さくらんぼ東根駅前～村山駅前～新庄駅前
さくらんぼ東根駅前までの所要時間1時間8分／片道
1,550円
村山駅前までの所要時間1時間26分／片道1,550円
新庄駅前までの所要時間2時間20分／片道2,040円
問山交バス新庄営業所0233-22-2040

仙台・山形
県庁市役所前～仙台駅前～山形（山交ビル）～山形駅前
山形までの所要時間1時間17分／片道1,000円
問宮城交通仙台南営業所022-381-3230
問山交バス案内センター023-632-7272

仙台・かみのやま温泉
県庁市役所前～仙台駅前～山形県庁前～かみのやま
温泉～高松葉山温泉
山形県庁までの所要時間1時間5分／片道950円
かみのやま温泉までの所要時間1時間32分／片道
1,150円
問宮城交通山形営業所023-623-1323
問山交バス案内センター023-632-7272

仙台・米沢
仙台駅（東口）～広瀬通一番町～道の駅米沢～米沢駅

（東口）～上杉神社前
上杉神社前までの所要時間2時間／片道2,000円
米沢駅までの所要時間1時間50分／片道2,000円
問山交バス米沢営業所0238-22-3392
問JRバス東北022-256-6646

仙台・会津若松
仙台駅（東口）～広瀬通一番町～会津若松駅～神明通
り～鶴ヶ城合同庁舎前
会津若松駅前までの所要時間2時間35分／3,100円
問JRバス東北022-256-6646
問会津乗合自動車0242-22-5555

仙台・二本松・郡山・須賀川
仙台駅前～広瀬通一番町～二本松BS～郡山駅前～
須賀川営業所
二本松までの所要時間1時間23分／片道2,100円
郡山駅前までの所要時間2時間～2時間5分／片道
2,400円
須賀川営業所までの所要時間2時間30分／片道
2,600円（土・日・祝のみ運行）
問宮城交通022-261-5333
問福島交通024-943-1651

札幌

仙台

東京名古屋

金沢

新潟

大阪神戸広島

出雲

福岡

鹿児島

八戸
新幹線

青森

函館

福島

盛岡秋田

山形

沖縄

空　路

成田

●JR・空路アクセス

※大人料金のみ記載。子ども料金は省略しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、運転・運航の見合わせ、変更、減便になる場合があります。事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
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交通アクセス

県外からのアクセス

県内の交通情報

ハイウェイ（高速）バス
仙台・福島
仙台駅前～広瀬通一番町～福島駅東口～福島県庁前
福島駅東口までの所要時間1時間17分／片道1,300円
問JRバス東北福島支店024-534-2011
問宮城交通022-261-5333
問福島交通024-531-2706

仙台・いわき
仙台駅（東口）～広野IC～いわき好間～いわき駅
～上荒川
広野ICまでの所要時間2時間14分／片道2,150円
いわき好間までの所要時間2時間40分／片道2,750円
いわき駅までの所要時間2時間54分／片道2,750円
上荒川までの所要時間3時間4分／片道2,750円
問新常磐交通0246-46-0222
問JRバス東北022-256-6646

仙台・日立・水戸・内原
仙台駅～日立駅～東海駅～水戸駅～内原駅
日立駅までの所要時間3時間37分／片道4,400円～
4,600円
水戸駅までの所要時間南口4時間52分、北口5時間2
分／片道4,900円～5,100円
内原駅までの所要時間5時間38分／片道5,100円～
5,300円
問茨城交通茨大前営業所029-251-2334

仙台・新潟（WEライナー）
仙台駅（東口）～広瀬通一番町～新潟駅前～万代シテイBC
新潟駅前までの所要時間4時間13分／片道3,900円
～5,500円（曜日による）
問JRバス東北022-256-6646
問新潟交通025-241-9000

古川・泉中央・仙台・東京（夜行）
所要時間7時間48分（古川～東京）、6時間35分（仙台
～東京）／片道仙台5,000円～（曜日による）、泉中央
5,500円～（曜日による）、大和町BT5,800円（曜日に
よる）、古川6,000円～（曜日による）
問JRバス東北022-256-6646

仙台空港からのアクセス

●仙台空港～仙台駅（鉄道）
通年・毎日運行／所要時間17～25分／普通運賃
660円（IC運賃661円）
問仙台空港鉄道株式会社022-383-0150
●仙台空港～仙台市内（タクシー）
仙台空港と仙台市内各エリアを定額で走るタクシー。
問宮城県タクシー協会仙台地区総支部022-256-0356
●仙台空港～仙台駅（バス）
仙台空港2番→仙台駅東口71番→仙台駅西口63-1番
仙台駅東口71番→仙台駅西口63-1番→仙台空港2番
片道運賃大人660円、子供330円
詳細は下記へお確かめ下さい。
問株式会社タケヤ交通0224-86-5525

仙台空港・松島仙台
令和4年2月1日現在運休中
問岩手県北自動車株式会社022-259-8151

仙台空港・山形
令和4年2月1日現在運休中
問宮城交通株式会社022-771-5310
問山交バス株式会社023-632-7272

仙台空港～相馬・福島・会津若松線
令和4年2月1日現在運休中
問 会津乗合自動車株式会社0242-22-5560 
（平日8時30分～18時）

仙台・東京駅八重洲
所要時間5時間30分／片道3,600円～

（曜日・時間により、料金が異なる。要問合せ）
問東北急行バス022-262-7031

仙台・東京駅八重洲・お台場（夜行）
（金・土・日曜運行）
所要時間5時間30分／片道4,100円～
問東北急行バス022-262-7031

仙台・東京・新宿（昼行・夜行）
所要時間5時間53分（昼行・仙台～新宿）、6時間18
分（夜行・仙台～新宿）、6時間35分（夜行・仙台～東
京）／片道（昼行）3,700円～（曜日による）、（夜行）
5,000円～（曜日による）
問JRバス東北022-256-6646

石巻・仙台・渋谷・新宿（夜行、予約制）
所要時間5時間10分（仙台～新宿）、6時間40分（石
巻～新宿）／片道仙台5,800円～8,500円（曜日によ
る）、石巻6,500円～9,200円（曜日による）
問宮城交通022-261-5333

仙台～佐野・太田・桐生・前橋・高崎（夜行、予約制）
所要時間4時間30分（仙台～佐野）、7時間58分（仙
台～高崎）／片道5,700円～6,900円
問日本中央バス予約センター027-287-4000

松島海岸･仙台･成田
所要時間8時間10分（松島海岸～成田）、7時間10分

（仙台～成田）／片道7,800円～8,200円
問宮城交通022-261-5333

仙台・名古屋（夜行、予約制）
所要時間9時間20分／片道8,900円～11,300円

（利用日により運賃が変わる）
問宮城交通022-261-5333

仙台空港～酒田・鶴岡
令和4年2月1日現在運休中
問庄内交通株式会社0234-33-7255

定期観光バス（バスガイド付き）

仙台お散歩号（9：20発）
仙台駅東口発着～瑞鳳殿～仙台城跡～大崎八幡宮
～定禅寺通／毎日運行※年末年始、GW休／
所要時間約3時間／2,200円
松島お散歩号（13：30発）
仙台駅東口発着～楽天生命パーク宮城～西行戻しの
松公園～松島湾～観瀾亭～五大堂～瑞巌寺～鐘崎笹
かま館／毎日運行※年末年始、GW休／
所要時間約4時間／3,300円
問仙台駅東口バス案内所022-256-6646

JRの問合せ（時刻・運賃等の問合せ）
JR東日本お問い合わせセンター050-2016-1600

 私鉄・路線バス・地下鉄の問合せ
（時刻・運賃等の問合せ）
宮城交通　本社 022-771-5310
・宮交仙台高速バスセンター 022-261-5333
・仙台営業所 022-243-2131
・泉営業所 022-772-0501
・野村車庫 022-371-7571
・仙台南営業所 022-381-3230
・仙台北営業所 022-218-0041
・富谷営業所 022-358-9031
・ミヤコーバス白石営業所 0224-25-3204

仙台・京都・大阪（夜行、予約制）
所要時間10時間32分（仙台～京都）、11時間48分

（仙台～大阪）／片道9,800円～14,400円
問宮城交通022-261-5333

道路交通情報のお問合せは…
・ 道路交通情報（東北地方・宮城情報） 

050-3369-6604
・東北地方高速情報　050-3369-6761

航路

名古屋・仙台・苫小牧
仙台～名古屋の所要時間21時間40分／片道7,800円～
仙台～苫小牧の所要時間15時間20分／片道9,000円～

（料金は期間、船舶によって異なる）
問太平洋フェリー予約センター022-388-8757

・ミヤコーバス村田営業所 0224-83-2044
・ミヤコーバス石巻営業所 0225-22-4161
・ミヤコーバス気仙沼営業所 0226-22-7163
・ミヤコーバス佐沼営業所 0220-22-3064
・ミヤコーバス古川営業所 0229-22-1781
・ミヤコーバス築館営業所 0228-22-2250
・ミヤコーバス名取営業所 0223-22-2171
・ミヤコーバス塩釜営業所 022-365-5161
・ミヤコーバス吉岡営業所 022-345-2141
仙台市交通局 022-224-5111
仙台市交通局案内センター 022-222-2256
東日本急行 022-218-3131
仙台西部ライナー 0224-86-5525
東北アクセス宮城営業所 0224-63-3810
JRバス東北（古川営業所） 0229-23-5225
岩手県交通大船渡営業所 0192-26-3730
阿武隈急行 024-577-7132

高速・特急・急行・快速バス

仙台・秋保
仙台駅前～秋保温泉湯元
所要時間35分（快速）／片道880円
問宮城交通仙台営業所022-243-2131

交通アクセス

※大人料金のみ記載。子ども料金は省略しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、運転・運航の見合わせ、変更、減便になる場合があります。事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
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県内の交通情報
仙台・秋保・川崎
仙台駅前扌仙台市天文台扌秋保温泉街扌秋保・里セ
ンター扌釜房ダム扌みちのく公園扌かわさきまち
仙台駅前扌秋保温泉街の所要時間30～37分／860円
仙台駅前扌みちのく公園の所要時間1時間12～19
分／片道1,140円
仙台駅前扌かわさきまち（役場前）の所要時間1時間
18～25分／片道1,170円
問仙台西部ライナー0224-86-5525

仙台・村田・遠刈田・宮城蔵王
県庁市役所前扌仙台駅前扌村田町役場前扌蔵王町
役場前扌遠刈田温泉扌アクティブリゾート宮城蔵王
仙台～村田の所要時間40分／片道840円
仙台～蔵王の所要時間1時間／片道1,050円
仙台～遠刈田温泉の所要時間1時間10分／片道1,250円
問ミヤコーバス村田営業所0224-83-2044

仙台・大衡
仙台駅前～大衡村役場前
所要時間56分／片道900円
問ミヤコーバス吉岡営業所022-345-2141

仙台・石巻
仙台駅前扌石巻駅前扌石巻営業所
仙台～石巻の所要時間1時間20分／片道820円
問ミヤコーバス石巻営業所0225-22-4161

仙台・気仙沼・大船渡※予約制
仙台駅前扌気仙沼駅前扌サンリアSC前
仙台駅～気仙沼駅前の所要時間2時間50分／気仙
沼までの片道2,100円
仙台駅～サンリアSC前までの所要時間3時間49分
／片道2,600円
問宮交仙台高速バスセンター022-261-5333（予約先）
問宮城交通富谷営業所022-358-9031
問岩手県交通大船渡営業所0192-26-3730

仙台・志津川・本吉・気仙沼（南三陸線）
県庁市役所前扌仙台駅前扌BRT志津川駅扌本吉登
米沢扌南気仙沼駅
1日3往復
志津川までの所要時間1時間49分／片道1,800円
本吉までの所要時間2時間13分／片道2,100円
南気仙沼駅までの所要時間2時間57分／片道2,100円
問ミヤコーバス気仙沼営業所0226-22-7163

前谷地・柳津・気仙沼（気仙沼線BRT）
前谷地～志津川～歌津～本吉～南気仙沼～気仙沼

（気仙沼までの所要時間2時間21～22分）
問JR東日本お問い合わせセンター050-2016-1600

仙台・古川
仙台駅前扌古川駅前
所要時間約1時間／片道1,020円
問JRバス東北（古川営業所）0229-23-5225
仙台駅前扌北仙台扌八乙女駅前扌高速三本木扌古
川駅前扌大崎合同庁舎扌古川営業所
仙台～三本木の所要時間48～52分／片道800円
仙台～古川の所要時間1時間6～10分／片道900円
問ミヤコーバス古川営業所0229-22-1781

仙台・鳴子
仙台駅前～高速三本木～岩出山総合支所～車湯（鳴子温泉）
通年・毎日運行／
仙台駅～三本木の所要時間36分／片道800円
仙台駅～岩出山の所要時間55分／片道1,300円
仙台駅～車湯（鳴子温泉）の所要時間1時間25分／
片道1,400円
問ミヤコーバス古川営業所0229-22-1781

仙台･栗原･築館･くりこま高原･栗原金成
仙台駅前扌栗原市役所前･築館･くりこま高原駅前･
栗原市金成庁舎前
仙台扌栗原市役所の所要時間57分／片道1,550円
仙台扌築館の所要時間1時間／片道1,550円
仙台扌くりこま高原駅の所要時間1時間10分／片道1,650円
仙台扌栗原市金成庁舎の所要時間1時間23分／片道1,750円
問東日本急行022-218-3131

仙台･栗原･築館･一迫
仙台駅前扌栗原市役所･築館･一迫総合支所
仙台扌栗原市役所の所要時間57分／片道1,550円
仙台扌築館の所要時間1時間／片道1,550円
仙台扌一迫総合支所の所要時間1時間10分／片道1,550円
問東日本急行022-218-3131

仙台・栗原若柳・登米（迫）
仙台駅前扌若柳総合支所前扌登米市役所前
仙台～若柳の所要時間1時間16分／片道1,350円
仙台～登米の所要時間1時間36分／片道1,450円
問ミヤコーバス佐沼営業所0220-22-3064
問東日本急行022-218-3131

仙台･とよま
県庁市役所前･仙台駅前扌追波川運動公園･柳津三
丁目･とよま明治村･とよま総合支所
追波川運動公園までの所要時間1時間10分／片道950円
柳津三丁目までの所要時間1時間25分／片道1,150円
とよま明治村までの所要時間1時間35分／片道1,250円
とよま総合支所までの所要時間1時間37分／片道1,250円
問東日本急行022-218-3131

仙台・色麻・加美
仙台駅前扌色麻町役場前扌中新田扌小野田支所前
色麻町役場前までの所要時間1時間3分／片道1,100円
中新田までの所要時間1時間12分／片道1,300円
小野田支所前までの所要時間1時間26分／片道1,300円
問ミヤコーバス古川営業所0229-22-1781

仙台市内の観光タクシー
〈サービス料金の一例〉
普通 2時間11,400円（30分2,850円）
大型 2時間17,120円（30分4,280円）
特大型 2時間17,360円（30分4,340円）
各コースの設定が用意されています。詳しくは下記連
絡先にお問合せください。（個人タクシーは若干金額
が異なる）

問宮城県タクシー協会仙台地区総支部022-256-
0356／仙台個人タクシー事業協同組合無線部
0120-781-385

遊覧船・定期船

塩釜湾内

●塩釜～浦戸定期航路
マリンゲート塩釜発着～桂島～野々島～石浜～寒風
沢～朴島発着／通年・毎日運航
問塩竈市営汽船022-361-7710

松島湾内周遊定期コース

●島めぐり芭蕉コース
塩釜～松島（各港発着）／通年・毎日運航／所要時間
50分／1,500円～2,900円
問丸文松島汽船022-354-3453
問ニュー松島観光船022-355-0377

●松島湾一周コース（仁王丸コース）
松島～松島／通年・毎日運航／所要時間50分／
1,500円
問松島島巡り観光船企業組合022-354-2233

●小型島巡り観光船
Ｂコース／松島～松島／通年・毎日運航／所要時間30
分／1隻6,000円（5名まで）。1名追加ごとに1,200円
Ｃコース／松島～松島／通年・毎日運航／所要時間50
分／1隻10,000円（5名まで）。1名追加ごとに2,000円
問松島島巡り観光船企業組合022-354-2233

●松島湾一周政宗コース
松島～松島／通年・毎日運航／要予約／所要時間50
分／1,500円
問丸文松島汽船022-354-3453
問ニュー松島観光船022-355-0377

塩竈発着松島周遊コース
●塩釜発着／期間限定（8月）・土日限定／要予約／
所要時間約50分／2,000円
問丸文松島汽船022-354-3453

●奥松島・嵯峨渓周遊コース
松島～嵯峨渓（日本三大渓）～松島／4月下旬から10
月中旬まで運航（ただし海上の状況によりコース変
更、欠航等の場合あり。また内容変更の場合あり。要
問合せ）／所要時間1時間50分／3,000円
問松島島巡り観光船企業組合022-354-2233

●奥松島遊覧船
嵯峨渓コース（外海）／大高森～嵯峨渓～大高森／通
年・毎日運航（天候の状況によりコース変更、欠航の
場合あり、要問合せ）／所要時間60分／2,000円（最
小運航人員3名）
荒天候時代替えコース／大高森～大高森／荒天候時、
嵯峨渓コースの代替コース（欠航の場合あり、要問合
せ）／所要時間45分／1,500円（最小運航人員3名）
問奥松島遊覧船・案内所0225-88-3997

阿武隈川遊覧船

●阿武隈ライン舟下り
周遊コース（往復）／4月～11月は毎日運航、12月～
3月末はこたつ舟を運航／所要時間90分／2,200円、

「こたつ舟鍋セットプラン」2,200円～
（3日前までに要予約）。
問阿武隈ライン舟下り0224-72-2350

石巻・牡鹿半島遊覧船・定期船

●石巻（中央・門脇）～田代島～網地島～鮎川定期船
石巻（中央岸壁・門脇大型桟橋）～田代島（大泊・仁斗
田）～網地島（網地・長渡）～鮎川港／通年・毎日
石巻→田代島／片道1,250円
石巻→網地／片道1,360円
石巻→長渡／片道1,470円
石巻→鮎川／片道,1940円
鮎川→網地島／片道470円
鮎川→仁斗田／片道810円
鮎川→大泊／片道970円
そのほか、兄弟島フリークーポン／3,150円
カーフェリー運航（要予約）
問網地島ライン石巻本社0225-93-6125
問網地島ライン鮎川営業所080-5550-4089

●鮎川港～金華山連絡船
鮎川港～金華山／海上タクシー／5～12名／往復
3,000円／要予約
定期船は日曜のみ運航／往復2,500円／要予約
問金華山航路事業協同組合0225-44-1850

女川定期船

●女川～金華山定期船（1日1便）
女川港～金華山／日曜運航（海上の状況による、要確
認）／片道所要時間35分／往復3,500円
問潮プランニング0225-98-9038

●女川～出島～寺間～江島定期船
女川港～出島～寺間～江島／通年・毎日運航／片道
所要時間20分～1時間5分／女川→出島・寺間片道
780円。女川→江島片道1,100円
問シーパル女川汽船0225-54-2753

志津川湾内

●志津川湾観光船
漁港岸壁～漁港岸壁（ホテルから発着場まで送迎あ
り）／所要時間55分／1,200円／要予約
問南三陸ホテル観洋0226-46-2442

気仙沼・大島内湾遊覧船

●気仙沼ベイクルーズ遊覧船
気仙沼エースポート～気仙沼エースポート
／所要時間50分／1,600円
問大島汽船0226-28-2611（本社）

※大人料金のみ記載。子ども料金は省略しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、運転・運航の見合わせ、変更、減便になる場合があります。事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

175


	WM2022_162.pdf
	WM2022_163
	WM2022_164
	WM2022_165
	WM2022_166
	WM2022_167
	WM2022_168
	WM2022_169
	WM2022_170
	WM2022_171
	WM2022_172
	WM2022_173
	WM2022_174
	WM2022_175



