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1 杉原功商店 松島町磯崎字磯崎100-29 8：30～17：30 火曜日

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

3 きむら食堂 松島町高城字町38 11：00～14：00 日曜日

4 日本三景交通㈱ 松島町高城字田中裏23-16 9：00～17：00（夜間は代表電話から転送）
年末年始（12/27～
1/3）

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 なし

6
ENEOS セルフ 松島サービスス
テーション

松島町松島字道珍浜38-68 8：00～19：00 なし

7 カフェJIRO 松島町松島字垣ノ内13-2 AM7：30～PM18：00 木曜・日曜

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

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

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平
日時短（10：00～16：00）

基本は年中無休

11 M　Pantry 松島町松島仙随10 9：30～16：00 水

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）

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）

14 (有)西岡物産 松島町松島字町内111 AM9:00～PM5：00 不定休

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

16 味処 南部屋 松島町松島字町内103 10：00～16：00 水曜日

17 丸文松島汽船㈱
松島町松島字町内98-1　松島海岸レ
ストハウス内

8：00～16：30 無休（荒天時運休）

18 松島観光ガイド 松島町松島字町内88 8：30～16：00 なし

19 宗教法人瑞巌寺 松島町松島字町内9 HP参照 無

20 洗心庵 松島町松島字町内67 10：00～16：００ 不定休

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

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

23 ホテル大松荘 松島町松島字町内25 AM７：００～PM１０：００ 年中無休

24
松島日帰り天然温泉・お食事処
芭蕉の湯

松島町松島字石田沢32-1 10：00～20：00（入館受付19：30まで） 木曜日

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

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

27 MOLAMOLA CAFÉ 利府町赤沼字浜田100-55 11：00～16：30　L.O,17：00 水曜日

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

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

無し

30
大江戸温泉物語　松島温泉　ホテ
ル壮観

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）
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31 ㈱阿部蒲鉾店　松島寺町店 松島町松島字町内58 9：00～18：00 なし

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） なし

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）

34 松島島巡り観光船（企） 松島町松島字町内85 8：00～17：00（コロナの為時短営業有り） 無し

35 松島観光物産館 松島町松島字普賢堂13-1 9：00～17：00 無

36 ホテル海風土 松島町松島字東浜5-3
11月
11/18、23、24、25
12月

37 石田家食堂 松島町松島字仙随10 10：30～21：00 ナシ

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

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

40 松島観光協会かき小屋 松島町松島字東浜12-1 022-353-3208 12/28～1/5

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） なし

42 こけし製造 二八屋物産店 松島町松島字町内80 8：00～17：30 不定休

43 たいかん亭 松島町松島字町内98-9 9：00～17：00 不定休

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 なし

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

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

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

48
みちのく伊達政宗歴史館　お土産
売店

松島町字普賢堂13-13 9：00～17：00 無

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

50 竹雀庵 松島町字普賢堂13-13 9：00～16：３0（L.O.16：00） 無

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

52 むとう屋 松島町松島字普賢堂23 9：00～18：00 毎月月末

53
松島一望料理店 和食・めん処 誉
旨yoshi

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

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

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）

56 松島さかな市場 松島町松島字普賢堂4-10 8：00～17：00 無

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）

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）

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

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） なし


