
亀 喜 寿 司1
・季節盛り合わせ寿司
 3,960円
・すり身入り玉子焼 396円
tel. 022-362-2055
塩竈市新富町6-12 ■休 火 
■営 平日11:00～21:00(L.O20:40)　
　土日祝11:00～15:00,17:00～21:00(L.O20:40)

塩釜すし哲本店2
・すし哲物語 4,280円
・ふんわりあなごとやわらか煮だこ
 2,300円
tel. 022-362-3261
塩竈市海岸通2-22 ■休 木(祝日は営業) 
■営 平日11:00～15:00,16:30～21:00
　土日祝11:00～21:00

鮨 しらはた3
・特上にぎり 4,250円
・いわしのたたき（酢の物）
 980円
tel. 022-364-2221 
塩竈市海岸通2-10 ■休 火 
■営 平日11:00～15:00,16:30～21:00
　土日祝11:00～21:00

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

仁 王 寿 司

16

・特上寿司 2,950円
・極上海鮮丼 2,950円
tel. 022-362-8383 
塩竈市藤倉3-3-2
■休 月（祝日は営業）
■営 11:00～13:30,15:30～20:00

一 森 寿 司

17

・特上にぎり 3,080円
・特上ちらし 3,300円
tel. 022-362-0236
塩竈市西町4-2　■休 水（祝日は営業) 
■営 11:00～14:00,
　 17:00～21:00（夜は予約のみ）

鮨 は ま 勢

18

・大将おすすめネタの
　人気メニュー 3,500円
tel. 022-366-7526
塩竈市海岸通3-10
■休 不定休 
■営 12:00～22:00

19 20
・特上にぎり 3,500円
・親方おまかせコースつつじ
 6,500円
tel. 022-367-2885
塩竈市港町2-1-15
■休 日・不定休 
■営 12:00～14:00, 18:00～21:00

21

22

鮨のしおがま

・塩竈産ひがしもの極上ばちとろ
 1皿968円
・石巻産のどぐろ 1皿968円
tel. 022-367-3838 
塩竈市野田18-1
■休 水 
■営 11:00～20:30

㈱ 塩 釜 港

23 24

25 26串焼き屋　信
・串のおまかせ 5本セット
 600円
tel. 022-794-7655
塩竈市東玉川町8-2
■休 水 
■営 18:00～0:00

ARGON BREWING
・クラフトビール 550円～
・燻製おつまみ 300円～
tel. 022-369-3194
塩竈市海岸通10-8 ■休 月 
■営 平日17:00～0:00
　土日15:00～0:00

レストラン シェヌー
・ミディコース 5,500円
・コリュールコース 7,260円

tel. 022-365-9312 
塩竈市海岸通7-2
■休 月（祝日は営業）その他不定休 
■営 11:45～13:30(L.O),17:30～19:30(L.O)

か じ き や
・かきの天ぷら 700円
・たら白子酢 950円

tel. 022-367-7382
塩竈市尾島町18-16
■休 日
■営 17:30～22:30

東洋の場末の酒場
No38さらい

・チキンケバブ 500円
・？焼きチーズ 500円
tel. なし
塩竈市本町2-4
■休 土日祝 
■営 18:00～23:00

茶屋鹽竈 GAMA ‒ CHAYA
・神社声援(ジンジャーエール)
 ３本化粧箱入り　1,000円
  1本  300円 
tel. 022-364-1515
塩竈市一森山1-1　鹽竈神社境内
■休 月～木 
■営 10:00～16:00

Fruits Laboratory
・藻塩ミルク 450円
 （持帰）350円
・藻塩生キャラメル 550円
 （持帰）450円
tel. 022-349-4952 
塩竈市本町3-5
■休 月（祝日は翌日） ■営 9:00～18:00

丸 長 寿 司
・親方おまかせ寿司 4,290円
・塩釜まぐろづくし 3,520円
tel. 022-362-3637
塩竈市尾島町11-16 ■休 火
■営 平日11:00～14:00,16:00～23:00
　土日祝11:00～22:00

大 黒 寿 司
・おまかせ10貫 5,500円
・名物穴子　 1,100円
tel. 022-367-6396
塩竈市北浜3-9-33
■休 木(祝日は営業) 
■営 11:00～14:30,16:30～21:00

食事と喫茶 もとまち
・オムライス弁当 600円
・日替わりランチ 600円

tel. 022-363-8180
塩竈市本町2-4　福釜ビル1F
■休 土日祝 
■営 11:30～14:30

otomo.
・日替わりご飯set　 800円
・日替わり弁当　 700円

tel. 022-794-9113
塩竈市本町2-10  しおがまパノラマ内
■営 11:00～15:00（L.O.14:30）
　夜は完全予約制

N.Y Kitchen
・スープカレー 880円
・ポークソテー 880円

tel. 070-4577-1793
塩竈市西町2-6
■休 月 
■営 11:00～14:00, 17:30～22:30

お茶処 つくし
・門前そば 600円
・野菜カレー 700円

tel. 022-355-8079 
塩竈市西町3-22
■休 水・木 
■営 11:00～17:00

カフェはれま
・はれまカレー 730円
・シフォンケーキ 600円

tel. 090-4557-1671 
塩竈市本町3-9 
■休 水・木 
■営 11:00～17:00(L.O)

大　寿　司
・にぎりおまかせ 3,500円
・上ちらし 2,500円
tel. 022-362-4377 
塩竈市花立町13-10
■休 水（臨時休業あり） 
■営 11:30～14:00,17:00～21:00

港町の鉄板焼
・どんどん焼き 500円
・港町の海鮮アヒージョ 1,380円

tel. 022-352-9430 
塩竈市尾島町4-1　塩釜松竹ビル107
■休 日 
■営 17:00～23:00

焼肉ハウス京都苑
・上サガリ、上塩タン
・鳥クッパ、冷麺等韓国料理
tel. 0120-29-8951
塩竈市白萩町2-21 ■休 月（祝除く） 
■営 平日17:00～0:00
　土　11:30～14:00,17:00～0:00
　日祝11:30～14:00,16:00～23:00

ビアホール塩釜館
・飲み放題60分 1,000円　
・ジンギスカン 1,000円～

tel. 022-353-5315
塩竈市北浜1-1-12 ホテル塩釜＆松島MG2F
■休 不定休 
■営 17:00～22:00

飲食店編
※新型コロナウイルス感染症拡大により営業時間が変更と
なる場合があります。
※年末年始の営業時間については各店舗へお問い合せくだ
さい。
※掲載店の情報はR4.9.15時点のものです。

お得な
クーポン取扱店クーポン取扱店



亀 喜 寿 司1
・季節盛り合わせ寿司
 3,960円
・すり身入り玉子焼 396円
tel. 022-362-2055
塩竈市新富町6-12 ■休 火 
■営 平日11:00～21:00(L.O20:40)　
　土日祝11:00～15:00,17:00～21:00(L.O20:40)

塩釜すし哲本店2
・すし哲物語 4,280円
・ふんわりあなごとやわらか煮だこ
 2,300円
tel. 022-362-3261
塩竈市海岸通2-22 ■休 木(祝日は営業) 
■営 平日11:00～15:00,16:30～21:00
　土日祝11:00～21:00

鮨 しらはた3
・特上にぎり 4,250円
・いわしのたたき（酢の物）
 980円
tel. 022-364-2221 
塩竈市海岸通2-10 ■休 火 
■営 平日11:00～15:00,16:30～21:00
　土日祝11:00～21:00
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仁 王 寿 司

16

・特上寿司 2,950円
・極上海鮮丼 2,950円
tel. 022-362-8383 
塩竈市藤倉3-3-2
■休 月（祝日は営業）
■営 11:00～13:30,15:30～20:00

一 森 寿 司

17

・特上にぎり 3,080円
・特上ちらし 3,300円
tel. 022-362-0236
塩竈市西町4-2　■休 水（祝日は営業) 
■営 11:00～14:00,
　 17:00～21:00（夜は予約のみ）

鮨 は ま 勢

18

・大将おすすめネタの
　人気メニュー 3,500円
tel. 022-366-7526
塩竈市海岸通3-10
■休 不定休 
■営 12:00～22:00

19 20
・特上にぎり 3,500円
・親方おまかせコースつつじ
 6,500円
tel. 022-367-2885
塩竈市港町2-1-15
■休 日・不定休 
■営 12:00～14:00, 18:00～21:00

21

22

鮨のしおがま

・塩竈産ひがしもの極上ばちとろ
 1皿968円
・石巻産のどぐろ 1皿968円
tel. 022-367-3838 
塩竈市野田18-1
■休 水 
■営 11:00～20:30

㈱ 塩 釜 港

23 24

25 26串焼き屋　信
・串のおまかせ 5本セット
 600円
tel. 022-794-7655
塩竈市東玉川町8-2
■休 水 
■営 18:00～0:00

ARGON BREWING
・クラフトビール 550円～
・燻製おつまみ 300円～
tel. 022-369-3194
塩竈市海岸通10-8 ■休 月 
■営 平日17:00～0:00
　土日15:00～0:00

レストラン シェヌー
・ミディコース 5,500円
・コリュールコース 7,260円

tel. 022-365-9312 
塩竈市海岸通7-2
■休 月（祝日は営業）その他不定休 
■営 11:45～13:30(L.O),17:30～19:30(L.O)

か じ き や
・かきの天ぷら 700円
・たら白子酢 950円

tel. 022-367-7382
塩竈市尾島町18-16
■休 日
■営 17:30～22:30

東洋の場末の酒場
No38さらい

・チキンケバブ 500円
・？焼きチーズ 500円
tel. なし
塩竈市本町2-4
■休 土日祝 
■営 18:00～23:00

茶屋鹽竈 GAMA ‒ CHAYA
・神社声援(ジンジャーエール)
 ３本化粧箱入り　1,000円
  1本  300円 
tel. 022-364-1515
塩竈市一森山1-1　鹽竈神社境内
■休 月～木 
■営 10:00～16:00

Fruits Laboratory
・藻塩ミルク 450円
 （持帰）350円
・藻塩生キャラメル 550円
 （持帰）450円
tel. 022-349-4952 
塩竈市本町3-5
■休 月（祝日は翌日） ■営 9:00～18:00

丸 長 寿 司
・親方おまかせ寿司 4,290円
・塩釜まぐろづくし 3,520円
tel. 022-362-3637
塩竈市尾島町11-16 ■休 火
■営 平日11:00～14:00,16:00～23:00
　土日祝11:00～22:00

大 黒 寿 司
・おまかせ10貫 5,500円
・名物穴子　 1,100円
tel. 022-367-6396
塩竈市北浜3-9-33
■休 木(祝日は営業) 
■営 11:00～14:30,16:30～21:00

食事と喫茶 もとまち
・オムライス弁当 600円
・日替わりランチ 600円

tel. 022-363-8180
塩竈市本町2-4　福釜ビル1F
■休 土日祝 
■営 11:30～14:30

otomo.
・日替わりご飯set　 800円
・日替わり弁当　 700円

tel. 022-794-9113
塩竈市本町2-10  しおがまパノラマ内
■営 11:00～15:00（L.O.14:30）
　夜は完全予約制

N.Y Kitchen
・スープカレー 880円
・ポークソテー 880円

tel. 070-4577-1793
塩竈市西町2-6
■休 月 
■営 11:00～14:00, 17:30～22:30

お茶処 つくし
・門前そば 600円
・野菜カレー 700円

tel. 022-355-8079 
塩竈市西町3-22
■休 水・木 
■営 11:00～17:00

カフェはれま
・はれまカレー 730円
・シフォンケーキ 600円

tel. 090-4557-1671 
塩竈市本町3-9 
■休 水・木 
■営 11:00～17:00(L.O)

大　寿　司
・にぎりおまかせ 3,500円
・上ちらし 2,500円
tel. 022-362-4377 
塩竈市花立町13-10
■休 水（臨時休業あり） 
■営 11:30～14:00,17:00～21:00

港町の鉄板焼
・どんどん焼き 500円
・港町の海鮮アヒージョ 1,380円

tel. 022-352-9430 
塩竈市尾島町4-1　塩釜松竹ビル107
■休 日 
■営 17:00～23:00

焼肉ハウス京都苑
・上サガリ、上塩タン
・鳥クッパ、冷麺等韓国料理
tel. 0120-29-8951
塩竈市白萩町2-21 ■休 月（祝除く） 
■営 平日17:00～0:00
　土　11:30～14:00,17:00～0:00
　日祝11:30～14:00,16:00～23:00

ビアホール塩釜館
・飲み放題60分 1,000円　
・ジンギスカン 1,000円～

tel. 022-353-5315
塩竈市北浜1-1-12 ホテル塩釜＆松島MG2F
■休 不定休 
■営 17:00～22:00

飲食店編
※新型コロナウイルス感染症拡大により営業時間が変更と
なる場合があります。
※年末年始の営業時間については各店舗へお問い合せくだ
さい。
※掲載店の情報はR4.9.15時点のものです。

お得な
クーポン取扱店クーポン取扱店



※新型コロナウイルス感染症拡大により営業時間が変更と
なる場合があります。
※年末年始の営業時間については各店舗へお問い合せくだ
さい。
※掲載店の情報はR4.9.15時点のものです。

物産店編
お得な
クーポン取扱店クーポン取扱店

おさんこ茶屋27
・五 団 子 710円
・おまつりセット 780円

tel. 022-362-0946  
塩竈市本町11-12 
■休 不定休 
■営 9:00～15:00 売り切れ次第終了

28 29 42 43海鮮せんべい塩竈 44
・三陸たこせん 648円
・いか姿焼 600円

tel. 022-363-5030  
塩竈市新浜町3-30-30
■休 元旦 
■営 9:00～17:00

梅　果　堂

30

・栗きんとん+季節のお菓子
 500円

tel. 022-362-4395 
塩竈市本町11-3
■休 日・第４月 
■営 9:00～17:30

31 32 45 46 47

33

阿部勘酒造

34

・阿部勘純米吟醸 720㎖  1,650円
・阿部勘純米辛口 720㎖  1,265円

tel. 022-362-0251  
塩竈市西町3-9 
■休 土・日・祝日 
■営 10:00～17:00

熊 久 商 店

35

・阿部勘特別純米「阿」地域限定
 1,672円
・浦霞特別純米「吽」地域限定
 1,672円
tel. 022-362-0441  
塩竈市本町11-5　■休 水・第３木 
■営 9:00～19:00（日曜は17:00まで）

相 原 酒 店

48

・塩釜ジンジャーエールソルティ340㎖
　 216円
・浦霞純米吟醸№12 720㎖
 1,760円
tel. 022-362-5187  
塩竈市北浜4-8-20
■休 火　 ■営 10:00～19:00

㈲相原商店

49

・純米吟醸阿部勘まねき720㎖
 1,760円
・浦霞特別純米だて正夢720㎖
 1,760円
tel. 022-367-3636  
塩竈市錦町17-13
■休 日・祝日　■営 9:30～20:30

ヤマザキショップすずきや
・季節・限定品地酒
・季節のお菓子
tel. 022-362-3023  
塩竈市北浜4-2-10
■休 無休 
■営 6:00～21:00

茶匠 矢部園茶舗

50

お土産にどうぞ。
・北限のお茶「伊達茶煎茶」
 1,080円
tel. 022-364-1515  
塩竈市海岸通1-20 デュオヒルズB
■休 元旦・1月4日 
■営 9:30～18:00

荻原みそ・しょう油店

36

・きあげ醤油 680円
・特選花こうじ味噌 590円

tel. 022-362-0453 
塩竈市西町3-12 
■休 木 
■営 10:00～16:00

太田與八郎商店

37

・みそジェラート、醤油プリンなどの
　スイーツ 360～380円
・木桶仕込み醤油
　「あさあけ」100㎖ 　540円
tel. 022-362-0035 
塩竈市宮町2-42 
■休 日・祝　■営 9:00～17:00

38 51 52

54 55

えびす屋釣具店53
・まがれい船（エサ付）
 9,000円
・ジギング船 11,000円
tel. 022-362-2220
塩竈市海岸通14-16
■休 無休 
■営 4:00～18:00（不定）

器の郷 ひろ埜
・伊万里有田焼の手描き品
・器の金継修理承ります
tel. 022-367-7901
塩竈市本町3-4 
■休 第1・3・5日曜 
■営 10:00～17:00

39 しおがま・まちの駅40
・塩竈の藻塩  658円
・塩釜ジンジャーエールソルティ
 220円
tel. 022-367-9651
塩竈市海岸通14-6　さもとビル
■休 無休 
■営 10:00～17:00

㈱すゞき物産

・厚焼き笹かまぼこ

tel. 022-365-4407 
塩竈市新浜町1-5-10
■休 木
■営 10:00～16:00

丹　六　園

41

・銘菓 志ほか満 450円～
・くるみ入 長寿楽 500円～

tel. 022-362-0978 
塩竈市宮町3-12
■休 第１・第３水 
■営 8:30～17:00

土 井 精 菓
・コーヒーロール 385円
・レモンパイ 418円

tel. 022-366-1555  
塩竈市佐浦町1-11
■休 日 
■営 8:30～17:00

シャンドマルス・ヤマギシ
・コーヒーロール 810円
・オレンジシャーベット 324円

tel. 022-362-5546 
塩竈市東玉川町8-12
■休 月 
■営 9:30～19:00

菓匠榮太楼本店
・生どら焼き 194円
・ブッセ『ふわら』 140円

tel. 022-362-0235  
塩竈市本町2-16
■休 なし 
■営 9:00～18:00

梅花堂 本店・本町店
・東太平洋 120円
・藻なかさぶれ 145円
(本店)塩竈市北浜4-7-3  ■休 1月1,2日
 tel. 022-362-1043 
(本町店)塩竈市本町2-5  ■休 1月1日 
 tel. 022-366-1173
■営 9:00～18:00

㈱阿部平蒲鉾店
・匠味笹かまぼこ3種類 各190円～
・さつまあげ3種類　　 各130円　
(本店）塩竈市本町6-5
tel. 022-366-2081
(マリンゲート店）塩竈市港町1-4-1
tel. 022-361-1524 
■休 日　■営 9:30～17:00

武田の笹かまぼこ
・canささ 笹かまアヒージョ 
 980円
・笹かまぼこ8枚入 1,000円
tel. 022-366-3355  
塩竈市港町2-15-31
■休 不定休 
■営 10:00～15:30

蒲鉾の水野
・ちぎり天15個入り  1,275円
・仙台おでん  1,000円

tel. 022-361-1411 
塩竈市北浜1-6-3
■休 年末年始 
■営 9:30～18:00

㈲増友商店
・工場直送セットS  2,842円
・工場直送セットL  3,460円

tel. 022-362-1828  
塩竈市尾島町27-24
■休 日・祝、年末年始 
■営 10:30～17:30

カネコの笹かま売店
・松　島　笹 324円

tel. 022-361-1533
塩竈市北浜4-4-17
■休 毎週水曜日・年末年始 
■営 9:00～17:00

おとうふかまぼこの直江
・おとうふかまぼこ詰合せN5  3,566円
・おとうふかまぼこ巾着セット 1,388円
tel. 022-362-2358 
塩竈市北浜4-5-27
■休 無休 
■営 9:00～17:00

はちやの餃子
・はちやの餃子 756円
・頑固餃子 907円
tel. 022-364-8211  
塩竈市貞山通3-3-27
■休 日・祝 
■営 9:30～17:30

浦霞酒ギャラリー
・純米吟醸浦霞№12 720㎖
  1,760円
・純米吟醸浦霞禅720㎖ 2,376円
tel. 022-362-4165
塩竈市本町2-19 
■休 日・年末年始 
■営 10:00～17:00

間宮商店直売所
・うみおむすび各種 150円～
・金華さば半身干し 810円～

tel. 0120-03-1738  
塩竈市新浜町1-21-8
■休 水 
■営 平日9:00～13:30,土日祝9:00～14:00



※新型コロナウイルス感染症拡大により営業時間が変更と
なる場合があります。
※年末年始の営業時間については各店舗へお問い合せくだ
さい。
※掲載店の情報はR4.9.15時点のものです。

物産店編
お得な
クーポン取扱店クーポン取扱店

おさんこ茶屋27
・五 団 子 710円
・おまつりセット 780円

tel. 022-362-0946  
塩竈市本町11-12 
■休 不定休 
■営 9:00～15:00 売り切れ次第終了

28 29 42 43海鮮せんべい塩竈 44
・三陸たこせん 648円
・いか姿焼 600円

tel. 022-363-5030  
塩竈市新浜町3-30-30
■休 元旦 
■営 9:00～17:00

梅　果　堂

30

・栗きんとん+季節のお菓子
 500円

tel. 022-362-4395 
塩竈市本町11-3
■休 日・第４月 
■営 9:00～17:30

31 32 45 46 47

33

阿部勘酒造

34

・阿部勘純米吟醸 720㎖  1,650円
・阿部勘純米辛口 720㎖  1,265円

tel. 022-362-0251  
塩竈市西町3-9 
■休 土・日・祝日 
■営 10:00～17:00

熊 久 商 店

35

・阿部勘特別純米「阿」地域限定
 1,672円
・浦霞特別純米「吽」地域限定
 1,672円
tel. 022-362-0441  
塩竈市本町11-5　■休 水・第３木 
■営 9:00～19:00（日曜は17:00まで）

相 原 酒 店

48

・塩釜ジンジャーエールソルティ340㎖
　 216円
・浦霞純米吟醸№12 720㎖
 1,760円
tel. 022-362-5187  
塩竈市北浜4-8-20
■休 火　 ■営 10:00～19:00

㈲相原商店

49

・純米吟醸阿部勘まねき720㎖
 1,760円
・浦霞特別純米だて正夢720㎖
 1,760円
tel. 022-367-3636  
塩竈市錦町17-13
■休 日・祝日　■営 9:30～20:30

ヤマザキショップすずきや
・季節・限定品地酒
・季節のお菓子
tel. 022-362-3023  
塩竈市北浜4-2-10
■休 無休 
■営 6:00～21:00

茶匠 矢部園茶舗

50

お土産にどうぞ。
・北限のお茶「伊達茶煎茶」
 1,080円
tel. 022-364-1515  
塩竈市海岸通1-20 デュオヒルズB
■休 元旦・1月4日 
■営 9:30～18:00

荻原みそ・しょう油店

36

・きあげ醤油 680円
・特選花こうじ味噌 590円

tel. 022-362-0453 
塩竈市西町3-12 
■休 木 
■営 10:00～16:00

太田與八郎商店

37

・みそジェラート、醤油プリンなどの
　スイーツ 360～380円
・木桶仕込み醤油
　「あさあけ」100㎖ 　540円
tel. 022-362-0035 
塩竈市宮町2-42 
■休 日・祝　■営 9:00～17:00

38 51 52

54 55

えびす屋釣具店53
・まがれい船（エサ付）
 9,000円
・ジギング船 11,000円
tel. 022-362-2220
塩竈市海岸通14-16
■休 無休 
■営 4:00～18:00（不定）

器の郷 ひろ埜
・伊万里有田焼の手描き品
・器の金継修理承ります
tel. 022-367-7901
塩竈市本町3-4 
■休 第1・3・5日曜 
■営 10:00～17:00

39 しおがま・まちの駅40
・塩竈の藻塩  658円
・塩釜ジンジャーエールソルティ
 220円
tel. 022-367-9651
塩竈市海岸通14-6　さもとビル
■休 無休 
■営 10:00～17:00

㈱すゞき物産

・厚焼き笹かまぼこ

tel. 022-365-4407 
塩竈市新浜町1-5-10
■休 木
■営 10:00～16:00

丹　六　園

41

・銘菓 志ほか満 450円～
・くるみ入 長寿楽 500円～

tel. 022-362-0978 
塩竈市宮町3-12
■休 第１・第３水 
■営 8:30～17:00

土 井 精 菓
・コーヒーロール 385円
・レモンパイ 418円

tel. 022-366-1555  
塩竈市佐浦町1-11
■休 日 
■営 8:30～17:00

シャンドマルス・ヤマギシ
・コーヒーロール 810円
・オレンジシャーベット 324円

tel. 022-362-5546 
塩竈市東玉川町8-12
■休 月 
■営 9:30～19:00

菓匠榮太楼本店
・生どら焼き 194円
・ブッセ『ふわら』 140円

tel. 022-362-0235  
塩竈市本町2-16
■休 なし 
■営 9:00～18:00

梅花堂 本店・本町店
・東太平洋 120円
・藻なかさぶれ 145円
(本店)塩竈市北浜4-7-3  ■休 1月1,2日
 tel. 022-362-1043 
(本町店)塩竈市本町2-5  ■休 1月1日 
 tel. 022-366-1173
■営 9:00～18:00

㈱阿部平蒲鉾店
・匠味笹かまぼこ3種類 各190円～
・さつまあげ3種類　　 各130円　
(本店）塩竈市本町6-5
tel. 022-366-2081
(マリンゲート店）塩竈市港町1-4-1
tel. 022-361-1524 
■休 日　■営 9:30～17:00

武田の笹かまぼこ
・canささ 笹かまアヒージョ 
 980円
・笹かまぼこ8枚入 1,000円
tel. 022-366-3355  
塩竈市港町2-15-31
■休 不定休 
■営 10:00～15:30

蒲鉾の水野
・ちぎり天15個入り  1,275円
・仙台おでん  1,000円

tel. 022-361-1411 
塩竈市北浜1-6-3
■休 年末年始 
■営 9:30～18:00

㈲増友商店
・工場直送セットS  2,842円
・工場直送セットL  3,460円

tel. 022-362-1828  
塩竈市尾島町27-24
■休 日・祝、年末年始 
■営 10:30～17:30

カネコの笹かま売店
・松　島　笹 324円

tel. 022-361-1533
塩竈市北浜4-4-17
■休 毎週水曜日・年末年始 
■営 9:00～17:00

おとうふかまぼこの直江
・おとうふかまぼこ詰合せN5  3,566円
・おとうふかまぼこ巾着セット 1,388円
tel. 022-362-2358 
塩竈市北浜4-5-27
■休 無休 
■営 9:00～17:00

はちやの餃子
・はちやの餃子 756円
・頑固餃子 907円
tel. 022-364-8211  
塩竈市貞山通3-3-27
■休 日・祝 
■営 9:30～17:30

浦霞酒ギャラリー
・純米吟醸浦霞№12 720㎖
  1,760円
・純米吟醸浦霞禅720㎖ 2,376円
tel. 022-362-4165
塩竈市本町2-19 
■休 日・年末年始 
■営 10:00～17:00

間宮商店直売所
・うみおむすび各種 150円～
・金華さば半身干し 810円～

tel. 0120-03-1738  
塩竈市新浜町1-21-8
■休 水 
■営 平日9:00～13:30,土日祝9:00～14:00



その他編
お得な
クーポン取扱店クーポン取扱店

※新型コロナウイルス感染症拡大により営業時間が
変更となる場合があります。
※年末年始の営業時間については各店舗へお問い合
せください。
※掲載店の情報はR4.9.15時点のものです。

ホテルグランドパレス塩釜 5958
・サバ缶2種 350円　
・海保カレー3種 540円～
tel. 022-367-3111
塩竈市尾島町3-5  
■営 24時間

スマイルホテル塩釜 60

・和洋バイキング 700円

tel. 022-363-7711 
塩竈市新富町18-31  
■営 6:30～9:15（朝食バイキング）

ホテル塩釜＆松島MG
・ジェリーズポップコーン
 350円～（3袋1,000円）

tel. 022-353-5315
塩竈市北浜1-1-12

マリンゲート塩釜事業振興会56
阿部平蒲鉾本舗　魚長㈲横山商店　奥州牛たんの店　
カフェ・ル・ポール　すしやの山孝　そばかん　中国料理 彩龍
BALIバリ　ブレアマリーナ　松島蒲鉾本舗　丸文松島汽船㈱
丸文松島汽船直営店　おみやげの店 夕里屋

tel. 022-361-1500  
塩竈市港町1-4-1マリンゲート塩釜   ■休 無休　■営 9:00～22:00店舗により異なる

塩釜水産物仲卸市場57
・マイ海鮮丼用ご飯セット
 400円

tel. 022-362-5518 
塩竈市新浜町1-20-74 ■休 水 
■営 平日3:00～13:00
　土3:00～14:00 日・祝6:00～14:00

61 外　川　屋

tel. 022-369-2359
塩竈市浦戸寒風沢字湊136-3
■営  (宿泊)24時間
    (日帰り)8:00～16:00

海産物のお土産やお飲物代金
にご利用いただけます。

ペンション スターボード 63

tel. 022-369-2235 
塩竈市浦戸桂島字鬼ヶ浜36-1 
■営 15:00～翌10:00

ペンション鬼ヶ浜

tel. 022-369-2311  
塩竈市浦戸桂島字鬼ヶ浜24-1 
■営 15:00～翌10:00

・カップルプラン 1名 8,800円
・ちょい釣りプラン 1名 9,300円

お飲み物代金に
ご利用いただけます

62

日の出タクシー 6564

tel. 022-364-4014
■休 無休 
■営 24時間

センバタクシー 66

tel. 022-366-2811
■休 無休 
■営 8:00～22:00

市 営 汽 船

tel. 022-361-7710  
塩竈市港町1-4-1マリンゲート塩釜
■休 無休 

乗車料金に
ご利用いただけます

乗車料金に
ご利用いただけます

乗船料にご利用いただけます
※市営汽船乗り場近くの「貨物受付室」又は
　「船内」で乗車券をご購入ください。
　（券売機ではご利用できません）


