Matsushima Gourmet Map

2019 Spring & Summer

松島
グルメマップ
▼

H 31年9月

当店自慢 梅風味くずきり…………500円（税込）
天ざるそば（うどん）……………1,300円（税込）
休／不定休
地図1 TEL.022-354-3205
営／10:00〜16:00

①丸長寿司

親方おまかせ寿司（茶碗蒸･吸物付）………3,900円（税別）
にぎり上寿司（茶碗蒸･吸物付）……………2,300円（税別）
TEL.022-362-3637 休／火曜日
（祝日の場合は営業）
地図4 営／平日11:00〜24:00（14:00~16:00休）
土11:00〜24:00休無 日・祝11:00〜22:00休無（L.O.30分前）

②塩竈 すし哲

”握る手に心”。塩竈ならではの豊富な海の幸を生かしたお
寿司で、心をこめたおもてなしを致します。

すし哲物語………………3,980円（税込）

やわらか煮だこ…………1,380円（税込）
TEL.022-３６２-３２６１ 休／木曜日
（祝日の場合は営業）
地図4 営／平日11：00〜15：00 16：30〜22：00
土・日・祝日11：00〜22：00

③かきとあなご 松島 田里津庵
松島湾をのぞむ全席オーシャンビューの特等席。
かきとあなごの専門店でこだわりの味を。

＜平日限定食＞ 季節のコース……2,500円（税別）
かきとあなご 田里津庵コース……3,500円（税別）
TEL.0570-041-075 休／不定休
（L.O.１４
：
３０）
地図2 営／平日１１：００〜１５：００
土・日・祝日１１
：
００〜１６
：
００
（L.O.１５
：
３０）

④味処 双観山

地図1

季節の親方おまかせにぎり（10カン）……3,400円（税込）
シャリが見えない三色丼……………………2,800円（税込）
休／水曜日
（祝日は営業）
地図1 TEL.022-355-0021
営／11:00〜15:00 17：00〜21：00

かき食べ放題（40分）………2,160円（税込）
かき尽くし御膳………………1,620円（税込）
TEL.022-３５４-４１３１ 休／無
地図1
営／１０
：
００〜１５
：
００
（L.O.１5：
００）

休／不定休
地図1 TEL.022-354-0810
営／１０
：00〜１７
：
００
（冬季16：00）

㉟松島さかな市場

手作りココナツミルクゼリーをソーダ水とのコラボ。赤はイチゴ、
青はブルーハワイ。飲んで食べるポンチソーダ。
ポンチソーダー…………400円（税込）
０９０-７０７２-４２２７ 休／火曜日・水曜日
地図1 TEL.
営／11:00〜17:00

弊社のまぐろ漁船「昭福丸」
が漁獲した天然のまぐろをふん
だんに使用した丼・寿司をはじめ三陸のうまいもん販売中。
昭福丸まぐろ大漁丼…………1,300円（税込）
まぐろステーキ重……………1,600円（税込）
休／無
地図1 TEL.022-353-2318
営／8:00〜17:00
（飲食は15：00まで）

㊱ザ･ミュージアム松島 ミュージアムカフェ

㉕カフェ・アルバート

地元の食材にこだわった料理やスイーツを御用意してお待
ちしております。
カフェのみの御利用もＯＫです。

新鮮な豆を使ったハンドドリップ・コーヒーとオリジナルド
リンク。敷地内に古代の島や井戸も有り。撮影可。

特製ナポリタン……………………900円（税別）
手作りスイーツセット……………８８０円（税別）
休／無
地図C-3 TEL.022-762-7177
営／10：00〜17:00
（L.O.16:30）

ハンドドリップ・ブレンドコーヒー…４００円（税込）
TEL.０８０-５３８６-３９７８ 休／月曜日
（祝日の場合火曜日）

地図1 営／10:00〜17:00

㊲カフェJIRO

㉖ぱんやあいざわ
日本の小麦と自家培養発酵種を使った小さなぱんやです。
レモンとクリームチーズのカンパーニュ……345円（税込）
あんぱん×土蔵さん……………………………172円（税込）
休／月曜日
（祝日の場合営業・他不定休あり）
地図1 TEL.022-354-0233
営／8:30〜17:00
（なくなり次第終了）

しょうぎん あん

表通りから徒歩数分の閑静な住宅街のカフェ。美味しい
コーヒー、手作りケーキ、ハワイアン音楽。P９台有り
マルゲリータランチセット…………850円（税込）
ケーキセット…………………………650円（税込）
休／木曜日・日曜日
地図B-3 TEL.090-3124-4561
営／７
：
３０〜１８
：
００

㉗さんとり茶屋

⑯松島 松吟庵（松島玉手箱館３F）
せっかく松島に来たんだから眺めの良い所で美味しいお食事
を楽しんで！素晴らしい松島の思い出を提供します。
極上ロースカツ丼…………………………1,480円（税込）
名物あれこれ少しづつ 松吟庵セット………2,380円（税込）
TEL.022-355-1677 休／火曜日
地図1 営／平日１１：００〜１５：００ 土・日・祝１１：００〜１７：００

⑰松島蒲鉾本舗（門前店２F）松美庵カフェ

（伊達なバーベキューＭＡＴＳＵ）

宮城の牡蠣を思う存分味わえる食べ放題が一番人気です！

牛タン串焼……………600円（税込）
かきチゲ………………550円（税込）

JAPAN-X豚極厚ロース炙り焼…………500円（税込）
ＣＲＥＭＩＡソフトクリーム……………………500円（税込）
休／無
地図1 TEL.022-355-0090
営／10:00〜17:00

海鮮花ちらし ……………1,780円（税込）
松島天丼・DX……………1,650円（税込）
休／水曜日
地図1 TEL.022-355-1755
営／10:30〜18:00

㉞松島かき小屋 MATSU

リピーター続出！げんぞうおすすめ人気の牛タン串焼き。
かきチゲ。

松島遊覧船乗り場の目の前！
蔵王・松島・仙台のおいしい土産と飲食のお店です！
！

かきフライ定食…………1,500円（税別）
お刺身定食………………1,600円（税別）
休／水曜日
地図2 TEL.022-354-6336
営／10:00〜19:00

⑥お食事処 白帆

㉓げんぞう

⑭松島玉手箱館 海の駅

親方一押花ちらし、松天ＤＸ、仙台名物牛たん、牡蠣、穴子
など味わえます。気がるにご来店下さい。

生牡蠣を含む殻付牡蠣３個＋プレモル中ジョッキ又はオリジナルワインセット
…………１,５００円（税別）
牡蠣のひつまぶし ………………………………………………980円（税別）
TEL.022-353-３５８８ 休／不定休
地図1 営／１２：００〜１５：００

政宗パフェ……………780円（税込）
戦国パフェ…………1,590円（税込）
休／無
地図1 TEL.022-354-4131
営／９
：
００〜１６
：
３０
（パフェL.O.１６:００）

㉔Ｓａｍａ Sａｍａ

他ではなかなか食べられない「生あなご」の握りが味わえる
松島の知る人ぞ知る穴場の店。

⑮表禅房おりこ乃（松島玉手箱館２F）

一年中牡蠣三昧でおなじみの「かき松島こうは」です。
牡蠣のひつまぶしや牡蠣づくしのコースが人気です。

焼きたて煎餅……………………………300円（税込）
究極のミルクソフトクリーム…………300円（税込）
６１２ 休／無
地図1 TEL.022-354-２
営／10:00〜18:00
（季節により変動あり）

TEL.022-354-2605 営／8:30〜18:00
休／年末年始
（12/31〜1/4）
火曜日
（祝日の場合は翌日）
8月は定休日無

⑬松島 寿司幸

㉝伊達かふぇ
伊達政宗公の兜をイメージした今、話題の政宗パフェ。
ここでしか楽しめないオリジナルパフェが勢ぞろい

松島こうれん５種詰め合せ（５袋入）……1,300円（税込）
松島こうれん３種詰め合せ（10袋入）…1,566円（税込）
松島こうれん
（プレーン）

焼き牡蠣…………500円（税込）
牛たん串…………500円（税込）
休／無
地図1 TEL.022-354-4131
（L.O.16:00)
営／9:00〜16:30

東北のおいしい素材を使ったあつあつの焼きたて煎餅と
リピーター続出！濃厚な究極のミルクソフトをどうぞ。

約６９０年来一子相伝製造にて作るサクッと軽い淡く優しい
食感の無添加米菓子として永く親しまれています。

カウンターからの眺めは最高のごちそうと喜ばれています。
定食・麺類・喫茶と幅広くご用意しております。

⑤牡蠣専門店 かき松島こうは 松島海岸駅前店

地図1

⑫㈱紅蓮屋

三陸海の幸。一品料理や旬のメニューも有り、
月ごとに
替わる宮城の地酒と共にじっくりと味わってもらいたい。

焼き牡 蠣や、カキフライ、仙 台 名 物 牛たんの串焼きなど、
宮城のうまいもんが気軽に食べられます。

TEL.022-354-3191 休／無休
（4月〜10月）
営／平日11:00〜15:00
（L.O.14:30）
土・日・祝日11:00〜15:30
（L.O.15:00)

㉒松島雪竹屋

洗心庵

寺町でちょっとひといき。人気の甘味も名物の食事も
変わらぬ味と真心で。

㉜竹雀庵

海鮮丼……………2,484円（税込）
牛たん定食………1,620円（税込）

月替り竹雲コース…………5,500円（税別）
月替り梅雲コース…………3,850円（税別）
休／水曜日
地図1 TEL.022-353-2626
営／11:30〜15:00
（L.O.14:00）

⑪食事・甘味・土産

は

松島湾の島々と五大堂を眺めながら、牛たん定食や海鮮
丼など、宮城ならではの料理をお楽しみください。

円通院の景色と共に季節の料理をご堪能下さい。慶事・法
事等様々なご会食に。満足度１００％のおもてなしを。

2019
春・夏

H 31年4月

い ろ

㉑たいかん亭４Ｆ 五郎八

⑩伊達精進懐石 雲外

㊳レストラン四季亭

新鮮な海の幸と地元で採れるカキ、穴子等を楽しめます。
昼は食事処、夜は和風居酒屋として営業しております。

にぎり寿司や石焼ビビンバ等、和洋食豊富に取り揃えてお
ります。国道45号線沿。駐車場完備。

三陸めかぶ丼（華）………………………1,730円（税込）
松島あなご丼（限定1日20食）…………1,730円（税込）
休／水曜日
地図1 TEL.022-353-2622
営／11:30〜15:00 17:00〜21:00

穴子天丼………………900円（税込）
うにちらし…………1,500円（税込）
休／無
地図A-3 TEL.022-353-3101
営／10:00〜21:00
（L.O.20：3０）

㊴四季 海鮮料理亭

㉘お食事処 櫻井

食材にこだわったカキ料理やあなご料理、天ぷら付の三種
類の生そばは特に人気。旬の季節料理を提供しています。

松島湾を一望できるセルフカフェ。オリジナルのスイーツも
ご用意。１Fでは笹かま手焼き体験を楽しめます。

春夏朝採り生かきを堪能下さい。焼かき、
ほたて焼き、つぼ焼きの貝焼
セットも大人気。松・島を眺めながらごゆっくりと

松島産焼き牡蠣を一年中食べられる店です。焼肉料理や
海鮮丼等食事メニューも種類豊富にあります。

あなご料理（天丼・あなご重がおすすめ）
かき料理（かきフライ定食が人気です）
３０７ 休／平日
（土・日・祝日のみ営業）
地図1 TEL.022-354-２
営／１１
：
００〜１６
：
００頃

ずんだクリームワッフル……700円（税込）
ずんだパフェ ………………… 450円（税込）
休／不定休
地図1 TEL.022-354-4016
営／１1：
００〜１６
：
００
（季節により変動）

うに・いくら丼………1,850円（税別）
あなご丼………………1,300円（税別）
休／無
地図1 TEL.022-354-2423
営／8:00〜20:00

焼き牡蠣 風コース …………1,850円（税別）
ジャンボ海鮮焼きそば………1,050円（税別）
休／無
地図A-3 TEL.022-355-1608
営／10:00〜20:30
（L.O.20：0０）

⑦寿し処 まぐろ茶家
旬のネタを満載。当店自慢の一品です。ぜひ、
ご賞味くださいませ。
桶ちらし……………2,620円（税込）
特上にぎり…………2,620円（税込）

地図1

TEL.022-353-2711

休／水曜日 営／11:00〜15:00頃まで

⑧はせくら茶屋

観光桟橋前の老舗食堂です。かきフライ、焼がきも一緒
に味わえる欲ばりかき丼セットがおすすめの一品です。

かきのプリッとした食感と濃厚な旨味を栗駒産赤卵でとじた
こだわりのかき丼です。ぜひご賞味下さい。

かき丼セット………………2,200円（税込）
かき丼………………………1,500円（税込）
休／水曜日
地図1 TEL.022-354-2624
営／10:00〜16:00

かき丼……………………1,200円（税別）
あなご丼…………………1,350円（税別）
休／無
地図1 TEL.022-354-2412
営／10:30〜21:00

⑲Café&Shop たいかん亭

いつも新鮮をモットーに、
まぐろなど８種の海の幸を敷きつめ
た海鮮丼。仙台名物ずんだもち、味噌汁が付いています！
海鮮丼……………1,400円（税込）
あなご重…………1,300円（税込）
休／不定休
地図1 TEL.022-354-6522
営／11:00〜17:00

⑨かきと海鮮料理 旬海

絶品の穴子丼や自慢のかき料理。塩釜港水揚げの新鮮な
海の幸を職人の技でより美味しく。絶対満足まちがいなし。

名物煮穴子丼（限定）………………1,900円（税込）
旬海御膳 ……………………………2,600円（税込）
休／水曜日
地図1 TEL.022-353-4131
営／11:30~15:00
（L.O14:00）
夜17:30~21:00
（L.O.20:00）
（要予約）

㉙石田家食堂

⑱お食事処 南部屋

手造りジェラートとオリジナルの牛たんまんがおススメ。観光
の合間に休憩しながらお買物も楽しめます。

㉚M Pantry

㊵きむら食堂
大好評５種類の月替わりあん掛け焼きそば！中華を中心にそ
の日食べたいメニューが必ず見つかる老舗大衆食堂!!
陳麻婆豆腐定食…………………1,000円（税込）
海老あん掛け焼きそば…………1,200円（税込）
休／日曜日
地図A-3 TEL.022-354-2865
営／11：00〜１4：
００

㊶杉原功商店

ジェラートアイス…………380円（税込）〜
牛たんまん…………………300円（税込）

店主が厳選して集めた宮城の食のセレクトショップ。
宮城の牡蠣と米粉をプレスした牡蠣せんべいはおすすめ。

店主自ら牡蠣養殖やあなご漁を行い、新鮮な海の幸を販売
する漁師直売店。朝獲りの松島あなごをご賞味ください。

牡蠣せんべい「カキとコメと」
（焼きたて1枚）…250円（税込）
牡蠣せんべい「カキとコメと」
（６枚箱入り）…1,750円（税込）

休／無休
（4月〜10月）
地図1 TEL.022-354-3191
営／9:00〜17:00

休／水曜日
地図1 TEL.022-349-5141
営／９
：
３０〜１８
：
００

焼きかき………………… 200円（税込）
あなご焼き………200〜400円（税込）
休／無
地図B-4 TEL.022-354-2319
営／8:30〜17:30

⑳たいかん亭２Ｆ グリル玉屋
松島では珍しい洋食店。
カレー、
パスタから地元食材を使っ
た特別メニューまで幅広く取り揃えています。
ステーキ丼………………………1,620円（税込）
牛たんカレー………………………900円（税込）

地図1

TEL.022-354-3191 休／無休
（4月〜10月）
営／平日11:00〜15:00
（L.O.14:30）
土・日・祝日11:00〜15:30
（L.O.15:00)

㉛お食事処 松島浪漫亭
新鮮な三陸の海の幸てんこ盛りの海鮮丼と、
３色の「美味
しい」
を味わえるミニ丼３色セットがオススメです。
海鮮丼………………………1,620円（税込）
ミニ丼３色セット…………1,460円（税込）
休／無
地図1 TEL.022-290-7331
営／11：
００〜１６
：
００
（L.O.１５
：
３０）

うみ ね

㊷れすとらん海音

松島湾の絶景を眺めながら一品一品真心込めて作った
旬のお料理をお楽しみ下さいませ。

四季御膳…………3,500円（税別）
昼懐石……………4,800円（税別）
TEL.022-３５４-３１１１ 休／無
（L.O.14：
００）
地図B-5 営／１１：３０〜１５：００
１８
：
００〜２１
：
００
（要予約）

