2020/11/16更新

番
号

店舗名
スポット名

住所

営業時間

定休日

問い合わせ先

キャッチコピー

1 杉原功商店

松島町磯崎字磯崎100-29

8：30～17：30

火曜日

022-354-2319

店主自らが牡蠣養殖・あなご漁を行う かきやほたてなど新鮮な海の幸を販売している漁師直売店。朝獲りのかきを食べられる浜焼きコーナーもあり
漁師直売店！
ます。

2 Harry's Junction

松島町高城字町195-1コセキビル1F

11：00～20：00

火曜日

022-290-6827

観光地側じゃない方にあるローカル
バーガーショップ！！

宮城県内ではまだ少ない本格グルメバーガーの店！！地元食材を使ったバーガーもあります。

3 きむら食堂

松島町高城字町38

11：00～14：00

日曜日

022-354-2865

松島で陳麻婆豆腐が食べられるのは
ココだけ!!有名人もお忍びで来ます
よ!!

陳麻婆豆腐を筆頭に、人気のあん掛け焼きそば そして 秋冬 牡蠣を使った中国料理も松島ブランド3年連続認
定を受けているお店です

4 日本三景交通㈱

松島町松島字小梨屋６番地１９

9：00～17：00（夜間は代表電話から転送）

年末年始（12/27～1/3）

022-354-5151

貸切バスのご利用は旅バスで！！

いつもいい旅いい出会い
白ボディーの車体に緑字で旅と書いてあるバスです。安心して乗れるバス それが旅バスです。

5 パレス松洲

松島町高城字浜38

チェックイン15：00 チェックアウト11：00

無

022-354-2106

絶景と旬、くつろぎの時間。全客室よ
り松島の眺望をどうぞ。

日本三景・松島の岸辺にたたずむ、小さな公共の宿。すべての客室で窓いっぱいに広がる松島の絶景と、食べて
美味しい旬のお料理が自慢です。

松島町松島字道珍浜38-68

8：00～19：00

無

022-354-3463

松島の中心部にあるセルフガソリンス 松島の観光スポット・温泉旅館からほど近い、セルフのガソリンスタンドです。店内入口にポスター掲示してお待
タンド
ちしております。

7 カフェJIRO

松島町松島字垣ノ内13-2

AM7：30～PM18：00

木曜・日曜

090-3124-4561

8 小松館好風亭

松島町松島字仙随35-2

受付時間11：00～20：00

不定休

022-354-5065

松島湾を望む美食宿

眼前に広がる松島湾を眺めながら温泉をお楽しみください。大手旅行会社評価９０点以上の海鮮料理が自慢

9 ホテル絶景の館

松島町松島字東浜4-6

平日15：00～21：00（日帰り入浴）
土日祝１３：００～２１：００

不定休

１１：００～21：00まで
022-354-3851

絶景を望む露天と大浴場で日常を忘
れる贅沢な時間を

松島温泉
宿泊はもちろん、日帰り入浴もコロナウィルス感染予防のために人数制限にて対応。（おことわりさせていただ
くこともございます。）

10 ザ・ミュージアムMATSUSHIMA

松島町松島字普賢堂33-3

9：00～17：00 コロナウィルスの影響により当面は
基本は年中無休
平日時短（10：00～16：00）

022-355-0656

100年変わらない音色を松島で聴こ
う

ベルギー王立博物館より寄贈されたオルゴールの数々を中心とし、貴重なおもちゃやコレクションが楽しめる施
設です。東北最大の売り場面積があるオルゴールショップやカフェも併設されており、そこのみのご利用も可能
となっております。

11 M Pantry

松島町松島仙随10

9：30～16：00

水

022-349-5141

焼きたて牡蠣せんべい「カキとコメと」 オーナー自ら集めた「宮城の食のセレクトショップ」
がおすすめ！
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

12 味処 さんとり茶屋

松島町松島字仙随24-1

11：30～15：00 17：00～21：00

水曜（祝日の場合は木）

022-353-2622

「穴子丼」「松島のカキ」が人気！

松島湾近海でとれた魚介類や宮城県の美味しい食材を使った和食処です。

13 松島海鮮もり田

松島町松島字普賢堂13-32-2F

10：30～18：00 ☆18：00以降は予約にて対応

木曜日（祝日は営業）

022-355-0035

松島．宮城の魚介を手作りで提供

毎朝塩釜市場から魚介を仕入れて提供しています。150ｇ前後の大きさのあなごをそのまま一本天プラにした
穴子天丼・生のカニを天プラにしたカニ天丼。また、まぐろ・サーモン・平目を花に見たててもりそのまわりに角切
りにした穴子・こはだ・玉子焼など全部で７～８種ほどをちらした見た目も綺麗なお花畑丼（花ちらし丼）。松島の
かき・あなごをともにふっくらと煮てカキ・穴子2種もりつけた合盛り丼など、新鮮な海の幸を手作りで仕上げて
おります。是非 松島の海をながめながらお料理・お酒を堪能して下さい。

14 (有)西岡物産

松島町松島字町内111

AM9:00～PM5：00

不定休

022-354-3417

お土産の見ながら松島の絶景が楽し
めるお店です！

”縁結びの橋”と言われる五大堂の透かし橋の所にあるお店。おみくじ引いて今日の運勢を占ってみては…

15 げんぞう

松島町松島字町内110

11月 10：30～16：30
12月 10：30～16：00

不定休

022-354-0810

いっしょに食べよう。カキ

厳選された県内産カキを使用。手作りカキ用ポン酢・カキ用しょうゆをかけて味わって下さい。お得なセットメ
ニューも充実 シェアしてもOK

16 味処 南部屋

松島町松島字町内103

10：00～16：00

水曜日

022-354-2624

五大堂が目の前で観光拠点にも最適
松島でのお食事は、ぜひ南部屋
で！！

宮城県産のかきをメインに使ったかき料理を提供している。カキフライ・焼がきも一緒に味わえる、欲張りかき丼
セット（2,200円）が、おすすめの一品。

17 丸文松島汽船㈱

松島町松島字町内98-1 松島海岸レス
8：00～16：30
トハウス内

無休（荒天時運休）

022-354-3453

映える景色を「ゆ」ったり遊覧

俳人松尾芭蕉、仙台藩主伊達政宗ゆかりの名勝の島々を間近にご覧頂ける松島湾内一周政宗コース・芭蕉コー
ス

18 松島観光ガイド

松島町松島字町内88

8：30～16：00

無

022-354-3218

松島陸上のメインである瑞巌寺の案
内です！

伊達政宗の菩提寺である瑞巌寺のご案内をガイドが一緒について説明致します。

19 宗教法人瑞巌寺

松島町松島字町内9

11月 8：30～16：00閉門
12月 8：30～15：30閉門

無

022-354-2023

伊達家ゆかりの禅寺 国宝瑞巌寺

瑞巌寺は正式名称を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」といい、現在は臨済宗妙心寺派に属する禅宗寺院です。
桃山美術を現在に伝える貴重な建築物であることから、昭和28年(1953)に本堂と御成玄関が、昭和34年
(1959)に庫裡と本堂をつなぐ廊下が国宝に指定されています。
平成30年(2018)には10年に及んだ「平成の大修理」が完了し、政宗公が心血を注いで完成させた創建当初の
姿が現在に甦りました。

20 洗心庵

松島町松島字町内67

10：00～16：００

不定休

022-354-3205

松島一閑静な所にあるお休み処

国宝瑞巌寺と名庭園円通院の間にあるお食事処、甘味処、土産処です。

6

ENEOS セルフ 松島サービスス
テーション

紹介文

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、手作りケーキとハワイアン音楽があります。
P9台分有り。
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21 表禅房おりこ乃

松島町松島字町内75-14松島玉手箱
館2F

10：30～18：00

水曜日

022-355-1755

宮城の食材を味わえる。

親方一押、花ちらし,穴子やかきののった松島天丼,仙台名物牛たん,寿司,牡蠣なべなど味わえます。

22 (有)伊藤時尾商店

松島町松島字町内88

AM9:00～PM6：00

毎週水曜

022-354-3141

ほんのり辛口後味スッキリ「純米吟醸
時尾」当店だけの販売！

宮城の「日本酒」「ウィスキー」「焼酎」「ワイン」「松島ビール」等を中心に販売しております。
又、季節限定・地域限定商品も扱っております。

23 ホテル大松荘

松島町松島字町内25

AM７：００～PM１０：００

年中無休

022-354-3601

JR松島海岸駅から徒歩2分の松島温
泉のお宿です！

当館はJR松島海岸駅から徒歩2分の好立地であり、観光やビジネス利用も多く最寄りの観光スポットも徒歩圏
内！松島温泉に浸かりお部屋から松島湾の景色を眺めながらとれたての磯料理をご賞味下さい。

10：00～20：00（入館受付19：30まで）

木曜日

022-353-8155

松島の山あいにたたずむ和モダン日
帰り天然温泉

館内は、昔なつかしいレトログッズが並び、浴室の壁には、女性銭湯絵師の田中みずきさんが描いた松島湾のペ
ンキ絵が描かれています。温泉入浴後は、大広間でお食事やデザートも楽しめます。

24

松島日帰り天然温泉・お食事処 芭
松島町松島字石田沢32-1
蕉の湯

25 そば処 松島庵

松島町松島字霞ケ浦21-15

11：00～17：00（そば・だしが無くなり次第営業終
了）

毎週水曜日

022-354-4755

おなかいっぱいめしあがれ！！

松島海岸駅近くのトンネルを抜けた先にあるおそばのお店です。美味しいおそばをボリューム満点にお届けしま
す。今しか食べられえない冬季限定のメニューもございます。ご来店お待ちしております！！

26 ホテル松島大観荘

松島町松島字犬田10-76

24時間

不定休

022-354-2161

丘の上にある旅館ですので景観には
自信あり！

バイキングレストラン2か所保有し、地元産の食材をお楽しみ頂ける旅館です。ランチも営業中ですのでお気軽に
ご利用ください。

27 MOLAMOLA CAFÉ

利府町赤沼字浜田100-55

11：00～16：30 L.O,17：00

水曜日

090-6229-5919

松島湾にそっと寄り添うカフェ

店の前に広がる松島の海を眺めながら、ゆったりとした時間を楽しむことができるカフェです。

28 亀喜寿司

塩釜市新富町6-12

平日11：00～21：00（L.O.20：40）
土日祭１１：００～15：００・17：00～21：00
（L.O.20：40）

火曜日

022-362-2055

塩釜極上ブランド鮪『三陸塩釜ひがし
もの』が味わえます。

創業約９０年の老舗。
三陸沖で獲れる天然のすばらしい魚介類を五感で味わう寿司店

29 花ごころの湯 新富亭

松島町松島字垣ノ内38-1

AM8：00～11：00
PM15：00～21：30

無

022-354-5377

出会える景色がある だから人の優し 日本三景の松島湾を眺望できる高台に建ち、館内には生け花を至る所に飾る温もりと華やかさを演出する宿。
さに気づく SLOW TIME 松島の旅 又、三陸近海の新鮮な食材を使った季節感あふれる豊かな会席料理をお楽しみいただけます。

松島町磯崎字浜1-1

11：00～15：00（日帰り入浴）

火・水（日帰り入浴）

0570-011269

雄大な自然と穏やかな海を望む癒し
の天然温泉

31 ㈱阿部蒲鉾店 松島寺町店

松島町松島字町内58

9：00～18：00

無

022-353-4277

あつあつ焼きたてを召しあがれ 手焼 笹かまぼこをお客様自身で焼き上げていただき、焼きたてあつあつの美味しさを味わっていただくことができ
き笹かま体験
ます。 旅行の思い出に、笹かまぼこの美味しさ再発見に、ぜひ一度お越しください。

32 松島蒲鉾本舗 総本店

松島町松島字町内120

9：30～17：00（12月～16：30）

無

022-354-4016

笹かま手焼き体験が人気！！

蒲鉾製造直売店ならではの店ぞろえで皆様のご来店をお待ちしております

33 松島レトロ館

松島町松島字町内112

9：00～17：00

無休（荒天時運休）

022-355-0280

触れて遊べる 楽しい博物館

昭和を主にしたレトロ博物館。レコードやポスター、おもちゃ、雑誌等なつかしい物が約８００点 昔の遊び体験
コーナーもあります。

34 松島島巡り観光船（企）

松島町松島字町内98-1（仁王丸船内）

8：00～17：00（コロナの為時短営業有り）

無

022-354-2233

風光明媚な松島湾を「仁王丸」で巡ろ
う！

伊達政宗や松尾芭蕉など歴史上の人物も感嘆した島々や風景を船の上から楽しめます。
また、２０２０年７月9日には新造船「仁王丸」が就航し、より快適に楽しめます。所要時間約５０分、大人1500円・
小人750円

35 松島観光物産館

松島町松島字普賢堂13-1

9：00～17：00

無

022-290-7331

宮城・東北のうまいものが一堂に揃う

笹かまぼこ・牛たん・ずんだ餅など宮城の名産が揃うお土産店です。又、２階のお食事処浪漫亭では、松島湾を眺
めながらのお食事が楽しめます。

36 ホテル海風土

松島町松島字東浜5-3

受付時間 9：00～18：00

11月：11/18、23、24、
25
022-355-0022
12月：12/1、2、8、9、15、
16

和とアジアンリゾートが融合したホテ
ル海風土

和とアジアンリゾートが融合したホテル海風土の客室は全26部屋。専用露天風呂付の和室や展望風呂付の洋室
等さまざまなお部屋タイプをご用意しております。お料理は旬の食材を使用し、和をベースにした職人技光る会
席料理をご準備。松島温泉元湯の温泉と秀逸なる景観をお楽しみください。

37 石田家食堂

松島町松島字仙随10

10：30～21：00

無

022-354-2412

看板猫がお出迎え

石田家食堂では、ステキな景色と美味しい料理でおもてなしさせていただきます。

38 旬彩酒房 海畑

松島町松島字普賢堂13-11

11：30～21：00

火曜日

090-2958-9376

網元直送！朝獲り地魚を堪能できま
すよ

地酒と地魚をお楽しみ下さい

39 ぱんや あいざわ

松島町松島字町内157-2

8：00～17：00（なくなり次第終了）

月曜日（祝日は営業）
他不定休あり

022-354-0233

ちいさなぱんやです。

日本の小麦と自家培養発酵種を使った小さなぱんや

40 松島観光協会かき小屋

松島町松島字東浜12-1

10：45(土日祝10：30)～当日店頭受付終了まで

12/28～1/5

022-353-3208
予約専用電話

観光協会直営のかき小屋が期間限定
で営業中！

宮城県・松島湾産の殻付きカキを鉄板の上にスコップで豪快にのせ、思う存分かきを堪能できる食べ放題の店。
10月29日～3月21日までの期間限定営業。前日までの予約コースと、当日受付のコースで内容が異なります
のでご注意ください。当日受付は9時～概ね13時ごろまで！アツアツのかきをご賞味くださいませ！
●Aコース(要予約) 3,300円 50分焼きがき食べ放題+かき飯セット
●Bコース(当日受付) 2,300円 40分焼きがき食べ放題

30

大江戸温泉物語 松島温泉 ホテ
ル壮観

お部屋からは四季折々の松島を感じられ、癒しの天然温泉を完備。お料理は季節毎に旬の料理や郷土料理を取
り入れたバイキングを提供。
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号
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松島を知りつくしたドライバーがおもてなし致します。「どこかいいとこないですか？」と言って頂ければガイド
ブックに載ってない穴場へとご案内いたします。

41 (有)松島公園タクシー

宮城県宮城郡松島町根廻字桐田25

6：00～2：00（電話受付）

無

022-354-2186

松島の地で65年、すべての皆様に安
心と感動を。

42 こけし製造 二八屋物産店

松島町松島字町内80

8：30～17：00

不定休

022-354-3216

松島唯一のこけし製造販売のお店．こ 職人歴70年以上の職人が造る「松島直秀こけし」の製造販売店。各地の様々なこけしや、おみやげの販売を行っ
けし絵付体験も好評！
ております。思い出を形に残せる「こけしの絵付体験」（800円～）も、大変人気です。

43 たいかん亭

松島町松島字町内98-9

9：00～17：00

不定休

022-354-3191

観光の合間にお買物をしながら一息
つけるカフェ＆ショップ

宮城のお土産を見ながら、牛タンまんじゅうやジェラートで一息つけるカフェ＆ショップです。冬は温かい飲み物
もご用意しています。

44 菓匠三全 松島寺町小路店

松島町松島字町内58

9：00～18：00

無

022-353-2501

萩の月・ずんだシェイク販売中！

仙台銘菓「萩の月」をはじめ人気の「ずんだシェイク」を販売しています。

45 おみやげとフェアトレード 尾張屋

松島町松島字町内104

平日11：00～17：00
土休日10：00～17：30

不定休

022-354-2519

東北のこけし・玩具・フェアトレード商
品を扱っています

宮城のこけし、岩手の南部鉄、秋田の樺細工等のほか、箸置や器、木のおもちゃ、フクロウ雑貨、そしてアジアやア
フリカのフェアトレード雑貨をご紹介しております。旅の思い出、お気に入りなど、みつけて頂ければさいわいで
す。

46 松島観光協会

松島町松島字町内98-1

11月8：30～17：00
12月8：30～16：30

年中無休

022-354-2618

松島についたらまずここへ

松島の散策マップや割引券などを配布しております。松島についたらこちらに立ち寄りオススメスポットなどを
お尋ねください！窓口では観光協会オリジナルのここでしか購入できないお土産もございます。名月ちゃんグッ
ズも取り扱い中！

47 みちのく伊達政宗歴史館

松島町字普賢堂13-13

9：00～17：00

無

022-354-4131

目で見る歴史が大人気！

魅力あふれる伊達政宗公の生涯を２５場面 ２００余体の等身大ろう人形で再現

松島町字普賢堂13-13

9：00～17：00

無

022-354-4131

伊達政宗グッズの数は松島１‼

宮城を代表する銘菓・銘品から、地元松島の特産品まで様々なお土産を取り揃えております。
伊達政宗グッズは１００種類以上‼

49 伊達かふぇ

松島町字普賢堂13-13

9：00～16：３0（パフェL.O.16：00）

無

022-354-4131

伊達な甘味が集結!!

家紋が入った陶器でリニューアルした政宗パフェ

50 竹雀庵

松島町字普賢堂13-13

9：00～16：３0（L.O.16：00）

無

022-354-4131

旅のお供に松島の味

焼き牡蠣、カキフライ、仙台名物牛たん串焼きなど宮城のうまいもんがおすすめです

51 松島かき小屋MATSU

松島町字普賢堂13-13

10：00～15：00（L.O.15：00）

無

022-354-4131

宮城のうまいもんが勢ぞろい!!

宮城の牡蠣を思う存分味わえる食べ放題が大人気です

52 むとう屋

松島町松島字普賢堂23

9：00～18：00

毎月月末

022-354-3155

お気に入りが見つかる酒屋

日本酒を中心に宮城の地酒がそろう地酒専門店。松島産の米で作った「松島の吟風(かぜ)」は白身魚と合うサラ
リ辛口。松島ビールや松島梅サイダー・日本酒以外もいっぱいです。

松島町松島字町内75-14松島玉手箱
館3F

平日11：00～15：00、土日祝11：00～17：00
売り切れ次第終了

火曜日

022-355-1677

美味絶景

松島の絶景を眺めながら美味しいお食事を楽しんで下さい

54 松島プチホテルびすとろアバロン

松島町松島字三十刈26-21

チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

水曜日

022-354-5777

日本三景の海を見下ろす高台に建つ
松島で一番小さなホテルです

地元の食材を使ったびすとろでのこだわりの食事と２つの貸切風呂が人気のホテルです

55 松島 寿司幸

松島町松島字町内88-1

11：00～15：00 17：00～21：00

水曜日（火曜日はランチの
み営業）

022-355-0021

56 松島さかな市場

松島町松島字普賢堂4-10

8：00～17：00

無

022-353-2318

三陸のうまいもんを全国の皆さんへ

まぐろ漁船の船元が造ったお店。産地直送の食事・海産物のお土産を販売しております。松島にお越しの際はぜ
ひお立ち寄りください。

57 浅野商店

松島町松島字町内131

8：30～18：00

不休（日曜日はおこわ売切
れ次第閉店）

022-354-3388

宮城の美味しいお米が買える昔なが
らのお米屋です

週末には名物の季節のおこわを店頭販売しておりますので、街歩きのついでにお立ち寄り下さい。

58 丸文松島汽船 株式会社

塩釜市港町1-4-1 マリンゲート塩釜
1F

9：00～16：00

無休（荒天時運休）

022-365-3611

お客様に感動を。

俳人松尾芭蕉が通った島々の間を航行し、仙台藩主伊達政宗公が月見の宴を開いた在城島など、名勝の島々を
目の前にご覧頂ける遊覧コースです

59 (有)松島佐藤新聞店

松島町高城字迎山1-4-2

平日8：00～17：00、日祝8：00～12：00

休刊日定休

022-354-2715

松島の新聞店

60 松島センチュリーホテル

松島町松島字仙随8番地

15：00～翌11：00（宿泊）

無

022-354-4111

松島のベストポジション。主な観光ス
ポットは徒歩圏内。

48

53

みちのく伊達政宗歴史館 お土産
売店

松島一望料理店 和食・めん処 誉
旨yoshi

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

松島湾を一望。松島温泉はお肌にしっとり上質の湯をおたのしみいただけます。

