
凡例： 【MB】Hiking Map Book 【DB】Data Book 【TG】TRAIL GATE オリジナルグッズ 【テント】テントを張らせてくれる場所
【★】Data Book、Hiking Map Book、みちのくトレイルクラブ会員証のいずれかの提⽰で受けられるサポート

※がある場合はサポート内容の詳細をご確認ください。 2022/03/14時点
市町村 名称 サポート内容 詳細 所在地 電話番号 MBページ

八戸市 八戸ポータルミュージアム はっち　カネイリ MB販売、TG販売 〒031-0032 青森県八戸市三日町１１−１ 0178-20-9661 -
八戸市 洋酒喫茶プリンス トレイルに因んだメニューあり 〒031-0089 青森県八戸市長横町１８ 0178-44-1827 -
八戸市 OUTDOOR BOX RIVER RUNS 給水、トイレ、充電、MB販売、TG販売 〒031-0842 青森県八戸市鮫町鮫７５−５ 0178-20-0234 MB1-1

八戸市 八戸市水産科学館マリエント
荷物預かり（受付にお申し出ください）。無料休憩所あ
り。

〒031-0841 青森県八戸市鮫町下松苗場１４−３３ 0178-33-7800 MB1-1

八戸市 民宿 石橋
給水、トイレ、宿泊者は詳細の区間送迎可能（※）、MB
販売、TG販売

石橋⇔鮫駅、鮫駅で荷物預かりも可 〒031-0841 青森県八戸市大字鮫町棚久保１４−１２ 0178-38-2221 MB1-1

八戸市 柳沢商店 給水、トイレ、ガス缶・キャンプ用品販売 〒031-0841 青森県八戸市鮫町棚久保１４−１４９ 0178-38-2024 MB1-1
階上町 はしかみハマの駅 あるでぃ～ば ふのりドーナツ1個サービス 〒039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏大蛇203−２０８ 0178-38-3166 MB1-2
階上町 有限会社 野原 給水、トイレ、充電 〒039-1201 青森県三戸郡階上町道仏字野附窪6-20 0178-87-3344 MB1-3
階上町 フォレストピア階上 飲み物提供 〒039-1203 青森県三戸郡階上町大字鳥屋部大柿１−２ 0178-88-4449 MB1-4
階上町 茶屋 東門 食事代割引（★）、テント（※） このPDF内別ページをご覧ください。 〒039-1202 青森県三戸郡階上町赤保内寺下１３−１ 0178-88-3987 MB1-4

洋野町 マリンサイドスパたねいち 宿泊代割引（★）、給水、トイレ、TG販売
割引についてはHPでご確認ください。
https://www.marin-taneichi.com/

〒028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市第２３地割２７−１９ 0194-65-5735 MB1-5

洋野町 ひろの水産会館ウニーク MB販売、TG販売 〒028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市22-133-11 0194-65-5161 MB1-6
久慈市 道の駅 くじ MB販売 〒028-0056 岩手県久慈市中町２丁目５−６ 0194-66-9200 -
久慈市 小袖海女センター MB販売 〒028-8111 岩手県久慈市宇部町２４−１１０−２ 0194-54-2261 MB1-10
普代村 マルサ嵯峨商店 給水、トイレ 〒028-8335 岩手県下閉伊郡普代村第１３地割普代１４２−７ 0194-35-3321 MB2-5
普代村 マルコシ商店 給水、トイレ 〒028-8335 岩手県下閉伊郡普代村第１３地割普代１４０−４ 0194-35-2233 MB2-5
普代村 まるに 給水、トイレ 〒028-8335 岩手県下閉伊郡普代村第１３地割普代１２８−７ 0194-35-2201 MB2-5
普代村 三船製菓 給水、トイレ 〒028-8335 岩手県下閉伊郡普代村第１３地割普代１２８−１ 0194-35-2020 MB2-5
普代村 上神田精肉店 給水 〒028-8335 岩手県下閉伊郡普代村第13地割字普代112-6 0194-35-2210 MB2-5
普代村 下川原菓子店 給水、トイレ 〒028-8335 岩手県下閉伊郡普代村第１３地割普代９５−２ 0194-35-2037 MB2-5
普代村 アンテナショップ あいで 充電 〒028-8332 岩手県下閉伊郡普代村第９地割銅屋５−３ 0194-35-2411 MB2-5
普代村 浜の産直 きらうみ 充電 〒028-8341 岩手県下閉伊郡普代村第７地割 0194-35-2114 MB2-5
普代村 魚定 給水、トイレ 〒028-8344 岩手県下閉伊郡普代村 第6地割字中山29−2 0194-35-3011 MB2-5
普代村 みちのく潮風トレイル　ネダリ浜休憩所 テント（★）、給水、トイレ - - MB2-5
普代村 国民宿舎 くろさき荘 宿泊者は詳細の区間送迎可能（※）、給水、トイレ くろさき荘↔普代駅、くろさき荘↔北山崎 〒028-8351 岩手県下閉伊郡普代村第２地割下村８４−４ 0194-35-2611 MB2-5

普代村 味ん宿 みちあい 宿泊者は詳細の区間送迎可能（※）
みちあい↔普代駅、みちあい↔田野畑駅（要
相談）

〒028-8351 岩手県下閉伊郡普代村第２地割下村１７ 0194-35-2555 MB2-5

岩泉町 御殿崎自然休養林管理棟 トイレ、テント（※） このPDF内別ページをご覧ください。 - - MB2-8
岩泉町 浜の駅おもと愛土館 MB販売 〒027-0421 岩手県下閉伊郡岩泉町小本小本６−２５ 0194-32-3288 MB2-8
岩泉町 活魚 和風料理　かなざわ 食事注文の方にサービスあり 〒027-0421岩手県下閉伊郡岩泉町小本字茂師1-1 090-9109-1256 MB2-9
宮古市 グリーンピア三陸みやこ 宿泊者は詳細の区間送迎可能（※） ⇔道の駅たろう、⇔岩泉小本駅 〒027-0373 岩手県宮古市田老向新田148 0193-87-5111 MB3-1

宮古市 日出島パドリングクラブ 水、充電、テント（※）、荒天時の避難場所提供（※）
前日までに要電話（メール）予約、メール
taronokato＠yahoo.co.jp

〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第15地割 090-7062-7044 MB3-3

宮古市 浄土ヶ浜パークホテル TG販売 〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町３２−３２−４ 0193-62-2321 MB3-4

宮古市 PENCO Café&MARKET 野菜・果物のバラ売り
店員にハイカーであることを告げてから購入
ください。

〒027-0084 岩手県宮古市大通１丁目１−２９　１階 0193-65-8822 MB3-4

宮古市 ゲストハウス3710 給水、トイレ、充電 〒027-0084 岩手県宮古市末広町４−６ 0193-77-3710 MB3-4
宮古市 志賀スポーツ ガス缶、ギア取扱 〒027-0051 岩手県宮古市南町３−２０ 0193-62-3498 MB3-4
宮古市 異人館 テント（※）、給水、トイレ、充電 要電話予約、定休日の火曜日の利用は要相談 〒027-0032 岩手県宮古市高浜１丁目１−１０ 0193-63-0065 MB3-4
山田町 陸中海岸青少年の家 給水、トイレ 〒028-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越第２地割４２ 0193-84-3311 MB4-4
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大槌町 民宿 サトウ
トイレ、朝早いハイカーのために朝食をおにぎりに変更可
（チェックイン時にお申し出ください）

〒028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里々々第11-64 0193-44-2749 MB4-4

大槌町 大槌孫八郎商店 給水、トイレ（左記いずれも※）
スタッフがいれば平日も利用可（店舗営業日
は土日のみ）

〒028-1105岩手県 上閉伊郡大槌町安渡三丁目522 0193-27-7122 MB4-5

大槌町 チャリカフェ 給水、トイレ、充電、wifi 〒028-1117 岩手県上閉伊郡大槌町末広町１２−１４ 0193-27-5888 MB4-5
大槌町 大槌町文化交流センター（おしゃっち） 充電 〒028-1117 岩手県上閉伊郡大槌町末広町1-15 0193-27-5181 MB4-5
釜石市 浜べの料理宿 宝来館 給水、トイレ、充電、MB販売 〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第２０地割９３−１８ 0193-28-2526 MB4-6

釜石市 根浜海岸レストハウス
仙人秘水（※）、給水、トイレ、充電、MB販売、TG販
売、ガス缶販売

アンケート協力ハイカーに「仙人秘水」1本
サービス。希望者は受付にお申し付けくださ
い。

〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第２１地割 0193-27-5455 MB4-6

釜石市 ホテル マルエ 給水、トイレ、充電 〒026-0025 岩手県釜石市大渡町２丁目１−１０ 0193-24-3911 MB5-1
釜石市 ホテル フォルクローロ 三陸釜石 日帰り入浴利用者はコインランドリー利用可 〒026-0031 岩手県釜石市鈴子町２２−４ 0193-38-5536 MB5-1
釜石市 MESA 給水、トイレ、充電、ガス缶、ギア取扱 〒026-0003岩手県釜石市嬉石町２−４−１ 090-4555-7971 MB5-1
大船渡市 潮目 テント（※） 現地掲⽰の電話番号まで連絡する 〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字肥ノ田30-10 - MB5-4
大船渡市 三陸アクティブ 給水、トイレ、充電、wifi 〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来甫嶺１３４−２ 0192-47-3756 MB5-4
大船渡市 大船渡温泉 足湯 〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町丸森２９−１ 0192-26-1717 MB5-7
陸前高田市 民宿 沼田屋 宿泊者は靴乾燥器利用可 〒029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字 川内179-2 0192-55-2542 MB5-9
陸前高田市 陸前高田市観光物産協会 MB販売、TG販売 〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町館の沖１１１ 0192-54-5011 MB5-9

陸前高田市 民宿 むさし
宿泊者は昼食提供可（有料。チェックイン時にお申し出く
ださい）

〒029-2204 岩手県陸前高田市気仙町福伏１７３  0192-55-4421 MB6-1

陸前高田市 ホテル三陽 当日受付可（素泊or朝食付） 〒029-2204 岩手県陸前高田市気仙町福伏１５５−６ 0192-55-3050 MB6-1
気仙沼市 民宿なぎさ 宿泊者は昼食用おにぎりサービス、洗濯機無料。 お電話の際は長めに呼び出してください 〒988-0533 宮城県気仙沼市唐桑町明戸１８７ 0226-32-3198 MB6-3

気仙沼市 ゲストハウス海風
ハイカー限定素泊プラン（一部屋限定2500円、２日前まで
に要予約（※）。詳細は電話にて応相談）

シャワー・トイレ・台所・洗濯機・充電使用
可、布団使用は別料金

〒988-0603 宮城県気仙沼市外畑１１３
0226-25-8698 /
080-5426-1342

MB6-5

気仙沼市 旅館 黒潮 給水、トイレ、大島ウォーキングマップ進呈 〒988-0633 宮城県気仙沼市駒形１１１ 0226-28-2125 MB6-5

気仙沼市 ペンション ヴィラプチろく テント（※）
使用前にペンション職員に一声かけてくださ
い。給水、洗濯機、シャワー（300円）、お風
呂（500円）利用可。

〒988-0284 宮城県気仙沼市本吉町赤牛１２−３ 0226-31-5623 MB6-8

気仙沼市 かぶとむしSurf Shop テント（※）、MB販売、TG販売 このPDF内別ページをご覧ください。 〒988-0331 宮城県気仙沼市本吉町中島２８４−１ 0226-42-2983 MB7-1
南三陸町 南三陸まなびの里いりやど 給水、トイレ、充電、wifi、宿泊者は昼食提供可（※） 要予約、有料、朝8時以降出発の場合 〒986-0782 宮城県本吉郡南三陸町入谷鏡石５−３ 0226-25-9501 MB7-3
石巻市 から揚げこっこ屋 給水、トイレ、充電 〒986-0201 宮城県石巻市北上町十三浜菖蒲田３０５ 090-9207-1317 MAP7-6

石巻市 賄い処&民泊処 まがき
給水、充電、wifi、洗濯・乾燥機（300円）（左記いずれも
※）

要事前連絡（不在の場合もあります） 〒986-0114 宮城県石巻市針岡字山下60−15 090-8788-2965 -

石巻市 MORIUMIUS（モリウミアス） 給水、トイレ、テント（要事前連絡） 〒986-1313 宮城県石巻市雄勝町桑浜字桑浜60 0225-25-6506 MAP7-8

石巻市 桑浜漁師民宿
給水、トイレ、当日宿泊受付可（要電話）、宿泊者はトレ
イルルートまでの送迎可能、テント（※）

要事前連絡、500円、水・トイレ利用可能 〒986-1313 宮城県石巻市雄勝町桑浜桑浜３２−２５ 080-1668-0476 MAP7-8

石巻市 FUTABA INN（フタバ イン） MB販売、ガス缶販売 〒986-0821 宮城県石巻市住吉町１丁目２−１５ 0225-94-2922 MB9-1
東松島市 アグリードなるせ NOBICO・のびる村直売所 トイレ 〒981-0411 宮城県東松島市野蒜字羽黒50番地1 0225-86-2535 MB9-3
塩竈市 しおがまゲストハウスみなと丸 ハイカー特別宿泊プラン（※） このPDF内別ページをご覧ください。 〒985-0003 宮城県塩竈市北浜2-6-11 022-703-3141 MB9-5

多賀城市 株式会社松島蒲鉾本舗　多賀城工場直営店 給水（氷も可）、トイレ
〒985-0874 宮城県多賀城市八幡一本柳３−５　さんみらい多賀
城・復興団地内

022-766-8830 MB9-5

仙台市 海岸公園センターハウス 給水（お湯は職員にお申し出ください）、トイレ 〒984-0033 宮城県仙台市若林区荒浜北官林３０ 022-288-4021 MB9-6
岩沼市 いわぬまひつじ村 給水、トイレ、充電（左記いずれも※） 入場者（小学生以上100円）のみ 〒989-2423 宮城県岩沼市押分須加原６１ 080-4105-5538 MB10-2
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亘理町 青いトマト 給水、トイレ 〒989-2385 宮城県亘理郡亘理町逢隈字郡１ 0223-32-1556 MB10-3
亘理町 中正旅館 トイレ 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町中町東 53番地 0223-34-1224 MB10-3
亘理町 ㈱グリーンアップ テント（※） 要電話予約 〒989-2361 宮城県亘理郡亘理町字泉ケ入52 090-3124-1262 MB10-4
新地町 ボヌールやすひろ66 給水、トイレ 〒979-2702 福島県相馬郡新地町谷地小屋北狼沢１１−７５ 0244-62-2721 MB10-7
相馬市 船橋屋製菓 給水、トイレ 〒976-0042 福島県相馬市中村大町７３ 0244-35-2784 MB10-8,10-9
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