
2022.6.15現在

No 正・賛助 種別 会員名
電話番号

市外局番（022）

1 正会員 ホテル ホテル松島大観荘 354-2161

2 正会員 ホテル 松島一の坊 0570-05-0240

3 正会員 ホテル ホテル　壮観 354-5660

4 正会員 ホテル 松島センチュリーホテル 354-4111

5 正会員 ホテル 花ごころの湯　新富亭 354-5377

6 正会員 ホテル 小松館　好風亭 354-5065

7 正会員 ホテル ホテル　海風土 355-0022

8 正会員 ホテル ホテル　大松荘 354-3601

9 正会員 ホテル 松島佐勘　松庵 354-3111

10 正会員 ホテル パレス松洲 354-2106

11 正会員 ホテル ホテル絶景の館 354-3851

12 正会員 ホテル ﾌﾞﾘｰｽﾞﾍﾞｲｼｰｻｲﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ松島 353-8333

13 正会員 ホテル プチホテルびすとろアバロン 354-5777

14 正会員 ホテル ホテル浦嶋荘 366-2131

15 正会員 ホテル 霊泉亭 354-2323

16 正会員 ホテル 旅館　もと美荘 354-3511

17 正会員 ホテル ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ塩釜 367-3111

18 正会員 ホテル 松島ホテル和楽 353-7078

19 正会員 ホテル 復興支援の宿　まつしま香村 354-4361

20 正会員 ホテル &HouSE 080-9637-3880

21 正会員 施設 瑞巌寺 354-2023

22 正会員 施設 松島島巡り観光船企業組合 354-2233

23 正会員 施設 丸文松島汽船㈱ 365-3611

24 正会員 施設 みちのく伊達政宗歴史館 354-4131

25 正会員 施設 松島さかな市場 353-2318

26 正会員 施設 アトリエ禅 707-6242

27 正会員 施設 松島観光写真㈱ 354-3083

28 正会員 施設 日本三景交通㈱ 354-5151

29 正会員 施設 ㈱松島国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 359-2411

30 正会員 施設 第一交通㈱ 354-3121

31 正会員 施設 藤田喬平ガラス美術館 353-3322

32 正会員 施設 菊地駐車場 ―

33 正会員 施設 ㈲松島公園タクシー 354-2186

34 正会員 施設 ㈱松島観光物産館 290-7331

35 正会員 施設 ㈳宮城外洋帆走協会 357-6883

36 正会員 施設 円通院 354-3206
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37 正会員 施設 松島プリンスパーキング ―

38 正会員 施設 相原商店 354-2621

39 正会員 施設 松谷駐車場 ―

40 正会員 施設 松島レトロ館 355-0280

41 正会員 施設 寺町駐車場 354-3205

42 正会員 施設 ㈱イ―ト 725-3971

43 正会員 施設 マルゼン駐車場 ―

44 正会員 施設 ザ･ミュージアムMATSUSHIMA 355-0656

45 正会員 施設 オフィスおぱーる ―

46 正会員 施設 ㈱松観 354-3218

47 正会員 施設 宮城県　松島離宮 355-0330

48 正会員 施設 松島ヨットハーバー運営委員会 ―

49 正会員 施設 室内釣り堀　釣物語in松島 352-4083

50 正会員 物産 ㈱松島蒲鉾本舗 354-4129

51 正会員 物産 ㈲洗心庵 354-3205

52 正会員 物産 鈴木屋物産㈱ 354-2529

53 正会員 物産 宮城産業㈱　陸奥物産店 354-5218

54 正会員 物産 ㈱阿部蒲鉾店 353-4277

55 正会員 物産 ㈱菓匠三全 353-2501

56 正会員 物産 ㈲松華堂 354-2612

57 正会員 物産 ㈱むとう屋 354-3155

58 正会員 物産 丸山観光㈱松島玉手箱館 355-0090

59 正会員 物産 ㈲伊藤時尾商店 354-3141

60 正会員 物産 松島国際観光㈱たいかん亭 354-3191

61 正会員 物産 ㈱白松がモナカ本舗 222-8940

62 正会員 物産 プリンス食品㈱ 365-6181

63 正会員 物産 ㈲金松堂 354-2630

64 正会員 物産 ㈲浅野物産店 354-2724

65 正会員 物産 尾張屋物産店 354-2519

66 正会員 物産 ㈱紅蓮屋 354-2605

67 正会員 物産 ㈲西岡物産 354-3417

68 正会員 物産 武田の笹かまぼこ 366-3355

69 正会員 物産 二八屋物産店 354-3216

70 正会員 物産 ㈱鈴国 349-5141

71 正会員 物産 海鮮せんべい塩竈 363-5030

72 正会員 物産 魚隆商店 794-9511

73 正会員 物産 日進堂　松島店 355-8335



2022.6.15現在

No 正・賛助 種別 会員名
電話番号

市外局番（022）

一般社団法人松島観光協会会員

74 正会員 物産 東松島あんてなしょっぷまちんど 0225-83-3391

75 正会員 物産 ㈱三香堂 781-9115

76 正会員 食堂 ㈲割烹　石田家 354-2412

77 正会員 食堂 お食事処　櫻井 354-2423

78 正会員 食堂 ㈲南部屋 354-2624

79 正会員 食堂 さんとり茶屋 353-2622

80 正会員 食堂 寿し処　まぐろ茶家 353-2711

81 正会員 食堂 田里津庵 366-3328

82 正会員 食堂 かきと海鮮料理　旬海 353-4131

83 正会員 食堂 牛たん炭火焼 利久 松島海岸駅前店 355-0910

84 正会員 食堂 松島庵 354-4755

85 正会員 食堂 二八屋食堂 353-3928

86 正会員 食堂 戸田金 354-3254

87 正会員 食堂 スナック　葵 353-2096

88 正会員 食堂 たからや食堂 354-2520

89 正会員 食堂 松月食堂 354-2231

90 正会員 食堂 味処　双観山 354-6336

91 正会員 食堂 梅茶屋 354-2471

92 正会員 食堂 食事処　磯焼　なかさと 354-2829

93 正会員 食堂 ㈲寿司幸 355-0021

94 正会員 食堂 かき松島こうは 353-2311

95 正会員 食堂 イルカフェ 353-3552

96 正会員 食堂 はせくら茶屋 354-6522

97 正会員 食堂 ㈲亀喜 362-2055

98 正会員 食堂 ㈲ダイコク　大黒寿司 367-6396

99 正会員 食堂 丸長寿司 362-3637

100 正会員 食堂 鮨しらはた 364-2221

101 正会員 食堂 旬彩酒房　海畑 090-2958-9376

102 正会員 食堂 ㈲すし哲 362-3261

103 正会員 食堂 カフェ･アルバート 080-5386-3978

104 正会員 食堂 お食事処　白帆 354-2307

105 正会員 食堂 松島イタリアンToto 716-3625/355-8537

106 正会員 食堂 きむら食堂 364-4184

107 正会員 食堂 風まかせ 702-7760

108 正会員 食堂 MOLA MOLA CAFÉ ―

109 正会員 食堂 そば処　村崎庵 209-4365

110 正会員 食堂 ㈱ウル松島 355-5352
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111 正会員 食堂 牛たん炭焼利久 松島五大堂店 794-8929

112 正会員 食堂 松島海鮮　もり田 355-0035

113 正会員 食堂 Harry's Junction 290-6827

114 正会員 食堂 Pizzeria Pino Isola VESTA 070-8404-6152

115 正会員 食堂 ㈱スタイルスグループ　松島おさしみ水族館 762-5492

116 正会員 一般 松島地区漁業組合　直売所 354-2350

117 正会員 一般 ㈲石川物産 354-2108

118 正会員 一般 ㈲内田鉄五郎商店 354-2013

119 正会員 一般 ㈲まるしょう 354-2526

120 正会員 一般 ㈲赤間精肉店 354-2625

121 正会員 一般 ㈲八百東商店 354-3313

122 正会員 一般 ㈲千葉酒店 354-2527

123 正会員 一般 ㈱長登屋 348-2025

124 正会員 一般 ㈱鈴憲商店 354-3165

125 正会員 一般 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本企画　仙台支社 265-0581

126 正会員 一般 ㈳宮城県ｻｯｶｰ協会 松島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 355-0301

127 正会員 一般 磯崎漁業組合 354-3230

128 正会員 一般 ㈲熊忠　松島営業所 353-2871

129 正会員 一般 ㈱仙北商会 354-3463

130 正会員 一般 ㈱千葉商店 354-2166

131 正会員 一般 松田菓子店 354-2623

132 正会員 一般 浅野商店 354-3388

133 正会員 一般 杉原功商店 354-2319

134 正会員 一般 ㈲内海運送 354-5470

135 正会員 一般 山崎緑化工業㈲ 352-2268

136 正会員 一般 ㈲福田金物店 354-3125

137 正会員 一般 佐々木酒店 354-3566

138 正会員 一般 身崎牛乳店 354-2850

139 正会員 一般 ㈲戸田 ―

140 正会員 一般 ㈲松島佐藤新聞店 354-2715

141 正会員 一般 ㈱山根商店 354-2407

142 正会員 一般 松島フードサービス 354-6606

143 正会員 一般 ㈲F･F磯崎 355-1136

144 正会員 一般 NPO法人ﾏﾘｿﾙ松島ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 781-6320

145 正会員 一般 ㈲勝新堂 354-2027

146 正会員 一般 スカイクルー㈱たびクルー 349-1230

147 正会員 一般 ㈱奥松島水産 588-3213
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148 正会員 一般 ㈲マルトウ畜産 255-8745

149 正会員 一般 ぱんや あいざわ 354-0233

150 正会員 一般 澤音　伊藤造園㈱ 356-3525

151 正会員 一般 レンタル着物梅らぶ 090-2849-3699

152 正会員 一般 御朱走松島 090-3752-6967

153 正会員 一般 了美ヴィンヤードアンドワイナリー 725-8370

154 正会員 一般 芭蕉の湯 353-8155

155 正会員 一般 Stripes 0224-51-8816

156 正会員 一般 このみ ―

157 正会員 一般 クーネルサップスクール 080-2811-4426

158 正会員 一般 古川総合サービス ―

159 正会員 一般 萩田電機㈱ 362-1105

160 正会員 一般 一晃テクノ 738-8988

161 正会員 賛助 ㈱インアウトバウンド仙台・松島 302-7390

162 正会員 賛助 ㈱フューチャー 355-3155

163 正会員 賛助 利府松島商工会 354-3422

164 賛助会員 賛助 協業組合　松島清掃公社 354-3202

165 賛助会員 賛助 アイビー㈱ 235-5111

166 賛助会員 賛助 ㈲福田印刷 353-2713

167 賛助会員 賛助 アサヒビール㈱仙台支社 261-2219

168 賛助会員 賛助 サッポロビール㈱東北本部 221-6504

169 賛助会員 賛助 キリンビール㈱東北支社　仙台支店 222-4103

170 賛助会員 賛助 ｺｶ・ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 080-0919-0509

171 賛助会員 賛助 ㈱七十七銀行　松島支店 354-2171

172 賛助会員 賛助 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱東北営業本部 773-6565

173 賛助会員 賛助 ㈱ごんきや松島支店 353-4888

174 賛助会員 賛助 ㈱白壽殿 366-4141

175 賛助会員 賛助 ㈱芳賀銃砲火薬店 262-1151

176 賛助会員 賛助 千歳印刷㈱ 236-6766


