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八戸市 〇 八戸市蕪島物産販売施設　かぶーにゃ 青森県八戸市大字鮫町字鮫86番地1

八戸市 〇 種差海岸インフォメーションセンター 青森県八戸市大字鮫町棚久保14-167

八戸市 御前神社 青森県八戸市小中野8-1-22

八戸市 蕪嶋神社 青森県八戸市鮫町字鮫56

八戸市 八戸市水産科学館マリエント 青森県八戸市大字鮫町字下松苗場14-33

八戸市 カフェ・テラス　ホロンバイル 青森県八戸市大字鮫町字小舟渡平10-7

八戸市 〇 民宿　石橋 青森県八戸市鮫町棚久保14-12

八戸市 柳沢商店 青森県八戸市大字鮫町字棚久保14-117

階上町 〇 はしかみハマの駅あるでぃ～ば 青森県三戸郡階上町大字道仏字大蛇203-208

階上町 坂下商店／さかした釣具店 青森県三戸郡階上町大字道仏字浜久保20

階上町 有限会社　野原 青森県三戸郡階上町道仏字野附窪6-20

階上町 観音茶屋　東門 青森県三戸郡階上町赤保内寺下13-1

洋野町 〇 〇 洋野町にぎわい創造交流施設　ヒロノット 岩手県九戸郡洋野町種市第７地割116-21

洋野町 〇 マリンサイドスパたねいち 岩手県九戸郡洋野町種市23-27-19

洋野町 ひろの水産会館ウニーク 岩手県九戸郡洋野町種市第22地割133番地11

洋野町 松橋酒店 岩手県九戸郡洋野町種市4-90-43

洋野町 フレンドショップ　おーくぼ 岩手県九戸郡洋野町中野6-28

洋野町 きのこの駅 岩手県九戸郡洋野町有家9-13-7

久慈市 〇 久慈地下水族科学館　もぐらんぴあ 岩手県久慈市侍浜町麦生1-43-7

久慈市 道の駅くじ　やませ土風館 岩手県久慈市中町2-5-6

久慈市 久慈市小袖海女センター 岩手県久慈市宇部町第24地割110番地2

野田村 〇 観光物産館ぱあぷる 岩手県九戸郡野田村大字野田31-31-1

野田村 マリンローズパーク野田玉川 岩手県九戸郡野田村玉川5-104-13

野田村 パティオ　ムラタ 岩手県九戸郡野田村玉川5-75-3

野田村 〇 国民宿舎　えぼし荘 岩手県九戸郡野田村玉川2-62-28

普代村 〇 道の駅青の国ふだい 岩手県下閉伊郡普代村9-5-3

普代村 （有）マルコシ商店（こしど） 岩手県下閉伊郡普代村13-140-4

普代村 上神田精肉店 岩手県下閉伊郡普代村13-112-6

普代村 浜の産直　きらうみ 岩手県下閉伊郡普代村7-28-19

普代村 御食事処　魚定 岩手県下閉伊郡普代村6-29-1

普代村 〇 国民宿舎　くろさき荘 岩手県下閉伊郡普代村第2地割字下村84番地4

普代村 〇 民宿　みちあい 岩手県下閉伊郡普代村下村2-17

田野畑村 〇 島越駅 岩手県下閉伊郡田野畑村松前沢1-38

田野畑村 〇 北山崎ビジターセンター 岩手県下閉伊郡田野畑村北山129-10

田野畑村 〇 ホテル羅賀荘 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀60-1

田野畑村 田野畑駅 岩手県下閉伊郡田野畑村和野38-29

田野畑村 〇 ひらいが海荘 岩手県下閉伊郡田野畑村明戸221-4

岩泉町 〇 浜の駅おもと　愛土館 岩手県下閉伊郡岩泉町小本6-25

岩泉町 全日食チェーン　山口屋 岩手県下閉伊郡岩泉町小本南中野193-3

岩泉町 小本観光センター 岩手県下閉伊郡岩泉町小本南中野239-1

岩泉町 活魚　和風料理　かなざわ 岩手県下閉伊郡岩泉町小本茂師1

宮古市 〇 たろう潮里ステーション 岩手県宮古市田老2-5-1

宮古市 〇 浄土ヶ浜ビジターセンター 岩手県宮古市日立浜町32-69

宮古市 〇 ゲストハウス3710 岩手県宮古市末広町4番6号

宮古市 有限会社　西野屋 岩手県宮古市保久田2-20

宮古市 志賀スポーツ 岩手県宮古市南町3-20

宮古市 異人館 岩手県宮古市高浜1丁目1-10

山田町 〇 道の駅　やまだ 岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割141番地

山田町 大杉神社（おおすぎじんじゃ） 岩手県下閉伊郡山田町北浜町9-23

山田町 山田八幡宮 岩手県下閉伊郡山田町八幡町7-9

山田町 〇 うみねこ温泉　湯らっくす 岩手県下閉伊郡山田町川向町6-49

山田町 鯨と海の科学館 岩手県下閉伊郡山田町船越第7地割50番地1

山田町 陸中海岸青少年の家 岩手県下閉伊郡山田町船越第2地割42番地

大槌町 〇 大槌町文化交流センター　おしゃっち 岩手県上閉伊郡大槌町末広町1-15

大槌町 内金崎自転車商会／ChariCafe 岩手県上閉伊郡大槌町末広町12-14

大槌町 三陸四季湯彩　ますと乃湯 岩手県上閉伊郡大槌町大町43番16

大槌町 〇 小川旅館　絆館 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚26-131-1

大槌町 〇 民宿　サトウ 岩手県上閉伊郡大槌町吉里々々第11地割64
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釜石市 〇 釜石観光総合案内所 岩手県釜石市鈴子町22-4

釜石市 〇 浜べの料理宿　宝来館 岩手県釜石市鵜住居町20-93-18

釜石市 〇 ホテル　マルエ 岩手県釜石市大渡町2-1-10

釜石市 〇 ホテルフォルクローロ三陸釜石 岩手県釜石市鈴子町22-4

釜石市 MESA（メサ） 岩手県釜石市嬉石町2-4-1

釜石市 ひまわり藤橋商店 岩手県釜石市唐丹町片岸65-5

大船渡市 〇 キャッセン大船渡 岩手県大船渡市大船渡町字野々田12番地33

大船渡市 〇 碁石海岸インフォメーションセンター 岩手県大船渡市末崎町大浜

大船渡市 御食事処　秀っこねぇ 岩手県大船渡市三陸町越喜来字所通26-11

大船渡市 潮目 岩手県大船渡市三陸町越喜来字肥ノ田30

大船渡市 〇 株式会社　三陸アクティブ 岩手県大船渡市三陸町越喜来字甫嶺134-2

大船渡市 〇 大船渡温泉 岩手県大船渡市大船渡町字丸森29-1

陸前高田市 〇 東日本大震災津波伝承館 岩手県陸前高田市気仙町字土手影180

陸前高田市 〇 黒崎仙峡温泉 岩手県陸前高田市広田町字黒崎9-41

陸前高田市 気仙大工左官伝承館 岩手県陸前高田市小友町字茗荷1-237

陸前高田市 〇 民宿　沼田屋 岩手県陸前高田市米崎町字 川内179-2

陸前高田市 月山神社 岩手県陸前高田市気仙町字月山25

陸前高田市 〇 民宿むさし 岩手県陸前高田市気仙町字福伏173

陸前高田市 〇 ホテル三陽 岩手県陸前高田市気仙町字福伏155-6

陸前高田市 一般社団法人　陸前高田市観光物産協会 岩手県陸前高田市高田町字館の沖111 まちの縁側

気仙沼市 〇 気仙沼市観光サービスセンター（気仙沼「海の市」 宮城県気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼「海の市」2F

気仙沼市 賀茂神社 宮城県気仙沼市唐桑町竹の袖9

気仙沼市 〇 民宿さかや 宮城県気仙沼市唐桑町岩井沢44

気仙沼市 〇 民宿なぎさ 宮城県気仙沼市唐桑町明戸187

気仙沼市 唐桑半島ビジターセンター 宮城県気仙沼市唐桑町崎浜4-3

気仙沼市 〇 唐桑御殿つなかん 宮城県気仙沼市唐桑町鮪立81

気仙沼市 早馬神社 宮城県気仙沼市唐桑町宿浦75

気仙沼市 〇 ゲストハウス　海風 宮城県気仙沼市外畑113

気仙沼市 〇 気仙沼大島　旅館　明海荘（あけみそう） 宮城県気仙沼市長崎176番地

気仙沼市 〇 旅館黒潮 宮城県気仙沼市駒形111番地

気仙沼市 気仙沼大島ウェルカム・ターミナル 宮城県気仙沼市浦の浜151-2外

気仙沼市 釜揚げうどん団平 宮城県気仙沼市本浜町1-2-16

気仙沼市 北野神社 宮城県気仙沼市新町8-6

気仙沼市 鶴亀の湯・鶴亀食堂 宮城県気仙沼市魚市場前4-5

気仙沼市 穐葉神社（あきばじんじゃ） 宮城県気仙沼市長磯大窪63

気仙沼市 〇 ペンションヴィラ・プチろく 宮城県気仙沼市本吉町赤牛12-3

気仙沼市 かぶとむしsurf shop 宮城県気仙沼市本吉町中島284-1

南三陸町 〇 さんさん商店街　インフォメーション 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町201-5

南三陸町 〇 南三陸・海のビジターセンター 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字坂本21-1

南三陸町 〇 南三陸まなびの里　いりやど 宮城県本吉郡南三陸町入谷字鏡石5-3

南三陸町 南三陸YES工房 宮城県本吉郡南三陸町入谷字中の町227

南三陸町 パン・菓子工房 oui 宮城県本吉郡南三陸町入谷桜沢４２１−１

南三陸町 二渡神社（にわたりじんじゃ） 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字長清水33-1

南三陸町 〇 神割崎キャンプ場 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字寺濱81-23

女川町 〇 一般社団法人女川町観光協会 宮城県牡鹿郡女川町女川二丁目16番5

女川町 女川温泉ゆぽっぽ 宮城県牡鹿郡女川町女川2丁目3番地2

女川町 ガル屋Beer 宮城県牡鹿郡女川町女川2-60 シーパルピア女川C-13

女川町 おちゃっこクラブ・ダイヤモンドヘッド 宮城県牡鹿郡女川町黄金3-11

女川町 〇 ホテル・エルファロ 宮城県牡鹿郡女川町女川二丁目1-2

女川町 女川水産業体験館　あがいんステーション 宮城県牡鹿郡女川町女川二丁目16-4

石巻市 〇 石巻市かわまち交流センター 宮城県石巻市中央2丁目11-21

石巻市 石巻・川のビジターセンター 宮城県石巻市北上町十三浜字東田1

石巻市 こっこ屋 宮城県石巻市北上町十三浜字菖蒲田322

石巻市 〇 まかない処　まがき 宮城県石巻市針岡字山下60-15

石巻市 〇 MORIUMIUS（モリウミアス） 宮城県石巻市雄勝町桑浜字桑浜60

石巻市 〇 桑浜漁師民宿 宮城県石巻市雄勝町桑浜字桑浜32番地25

石巻市 道の駅　硯上の里おがつ 宮城県石巻市雄勝町下雄勝二丁目17番地

石巻市 宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館） 宮城県石巻市渡波字大森30-2
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石巻市 牡鹿半島ビジターセンター 宮城県石巻市鮎川浜南５０−１

石巻市 〇 FUTABA INN 宮城県石巻市住吉町一丁目2-15

東松島市 〇 東松島市震災復興伝承館 宮城県東松島市野蒜字北余景56-36

東松島市 東松島市大曲市民センター 宮城県東松島市大曲字寺沼194

東松島市 矢本海浜緑地パークゴルフ場 宮城県東松島市みそら1丁目2番地1

東松島市 のびる村直売所 宮城県東松島市野蒜字羽黒50番地1

東松島市 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）宮城県東松島市野蒜ヶ丘1-15-1

東松島市 〇 KIBOTCHA 宮城県東松島市野蒜字亀岡80番

東松島市 奥松島クラブハウス 宮城県東松島市野蒜字北余景 15-1

東松島市 奥松島遊覧船案内所 宮城県東松島市宮戸字川原5番地1

塩竈市 〇 マリンゲート塩釜（市営汽船券売機前） 宮城県塩竈市港町1丁目4-1

塩竈市 塩釜市浦戸諸島開発総合センター 宮城県塩竈市浦戸野々島河岸50

塩竈市 しおナビプラザ　塩竈市観光案内所 宮城県塩竈市海岸通15-1

塩竈市 〇 しおがまゲストハウスみなと丸 宮城県塩竈市北浜2-6-11

多賀城市 〇 史都多賀城観光案内所 宮城県多賀城市中央2丁目7番1号

多賀城市 多賀城跡管理事務所 宮城県多賀城市市川字大畑16番地

多賀城市 柏木神社 宮城県多賀城市大代5丁目17-50

多賀城市 株式会社松島蒲鉾本舗　多賀城工場直営店 宮城県多賀城市八幡字一本柳3番5

仙台市 〇 海岸公園センターハウス 宮城県仙台市若林区荒浜字北官林30

仙台市 震災遺構仙台市立荒浜小学校 宮城県仙台市若林区荒浜字新堀端32-1

仙台市 海岸公園冒険広場 宮城県仙台市若林区井土字開発139-1

名取市 〇 名取市震災復興伝承館 宮城県名取市閖上東1-1-1

名取市 〇 みちのく潮風トレイル 名取トレイルセンター 宮城県名取市閖上東3丁目12番地の1

名取市 かわまちてらす閖上フードコート 宮城県名取市閖上中央1丁目6番地

名取市 ゆりあげ港朝市協同組合 宮城県名取市閖上 東3丁目5番地の1

名取市 〇 名取市サイクルスポーツセンター 宮城県名取市閖上字東須賀2-20

名取市 〇 スーパーホテル美田園・仙台エアポート 宮城県名取市美田園2丁目1番地の11

名取市 仙台空港「みちのく観光案内」 宮城県名取市下増田字南原　仙台空港内

岩沼市 〇 岩沼市千年希望の丘交流センター 宮城県岩沼市下野郷字浜177番地

岩沼市 いわぬまひつじ村 宮城県岩沼市押分須加原61

岩沼市 岩沼海浜緑地　北ブロック 宮城県岩沼市下野郷字浜

亘理町 〇 亘理町中央公民館 宮城県亘理郡亘理町字旧舘61番地22

亘理町 青いとまと 宮城県亘理郡亘理町逢隈字郡1

亘理町 悠里館（亘理町立郷土資料館） 宮城県亘理郡亘理町西郷140

亘理町 〇 中正旅館 宮城県亘理郡亘理町字中町東53

山元町 〇 山元町農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」 宮城県亘理郡山元町坂元字荒井183-1

山元町 深山鎮魂の鐘 宮城県亘理郡山元町　深山山頂

山元町 山元町歴史民俗資料館 宮城県亘理郡山元町浅生原字日向13-5

新地町 〇 新地町総合体育館（新地町総合公園内） 福島県相馬郡新地町小川字川向9-1

新地町 ボヌールやすひろ66 福島県相馬郡新地町谷地小屋北狼沢11-75

新地町 〇 鹿狼の湯 福島県相馬郡新地町杉目字飯樋52

新地町 しんち地場産市場　あぐりや 福島県相馬郡新地町小川字ソリ畑27番地

相馬市 〇 相馬市千客万来館 福島県相馬市中村字北町55-1

相馬市 船橋屋製菓 福島県相馬市中村字大町73

相馬市 松川浦環境公園 相馬市尾浜札ノ沢192番地



事務所 管轄区間 備考

八戸自然保護官事務所 八戸市、橋上町、洋野町

宮古自然保護官事務所 久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町

大船渡自然保護官事務所 大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、宮城県気仙沼市

石巻自然保護官事務所 南三陸町、女川町、石巻市

名取自然保護官事務所
東松島市、塩釜市、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、

山元町、新地町、相馬市

自然保護官事務所オリジナルスタンプ

みちのく潮風トレイル沿線又は三陸復興国立公園におけ

るフィールド、施設又はイベント等で、自然保護官事務

所職員と出会ったときに押印していただけます。各自然

保護官事務所内では押印しませんので、スタンプを目的

とした訪問はご遠慮ください。


