
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店ＰＲ名簿 

発行：東松島市商工会 



 

 

 

はじめに 

 

  東松島市商工会では、コロナ禍及び物価高騰により疲弊した飲食店 

の年末年始の需要喚起のため、飲食店ＰＲ名簿を作成いたしました。 

  市内飲食店は苦境に立たされながらもお客様においしい料理を味わ 

っていただけるよう、創意工夫を重ね、必死に頑張っております。 

  先の見えない世の中ではありますが、お客様にご来店いただくこと 

で明日への活力につながります。 

 各店とも、おいしい料理と心のこもったサービスでお客様をお迎え 

いたしますので、ぜひ、市内飲食店へお越しください。この冊子をご 

覧いただいた皆様のご来店を心よりお待ちしています。 

 

東松島市商工会 

 

 

 

※この名簿は 2022 年 10 月現在の内容です。 

 掲載内容が変更になっている場合がありますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。 
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《矢本地区》 

① 岩手屋（そば店） 

【TEL】0225-82-3124 

【住所】東松島市矢本字栄町 36 

【営業時間】11:00～15:00/17:00～19:30 

【休日】毎週木曜日、第 3 水曜日 

【受入可能人数】36 名 

当店は手打ちそばの店です。福島、山形、

茨城などのそばの実を自家製粉して作

っています。天ざる、そば三昧などのメ

ニューの他、東松島産の食材を使った海

苔切りそばや牡蠣そばなどの限定メニ

ューがあります。ぜひ、お越し下さい。 

② 旨い食処 あごら（食堂） 

【TEL】0225-83-3399 

【住所】東松島市矢本字上新沼 19-1 

【営業時間】11:30～14:00/17:30～21:00 

【休日】不定休（イベント等のため） 

【受入可能人数】26 名 

旨いお食事なら当店におまかせ！石巻港水

揚げの魚介類を使用した「季まぐれ海鮮丼」、

健康志向の「えごま豚とんかつ」等オリジナ

ルメニュー多数。夜は旬の食材と地酒でご宴

会。その他、各種お弁当、オードブル等もお

作りいたします。万全なコロナ対策でお客様

をお待ちしております。 

③ カラオケランド スターみゅうじくん（カラオケボックス） 

【TEL】0225-83-4161 

【住所】東松島市矢本字町浦 261 

【営業時間】AM11:00～AM1:00 

【休日】無し 

【受入可能人数】100 名 

【ＨＰ】https://ja-jp.facebook.com/karaokestarmujikun/ 

抗菌抗ウイルス仕様のルームで安心安全

にカラオケを楽しむ事ができます。多種多

様なソフトドリンク、アルコール、フード

を取り揃えています。又フードの持込みも

可能ですので、沢山のご馳走を持込んでパ

ーティはいかがでしょうか？ 

④ Koinonia Cafe コイノニアカフェ（カフェ） 

【TEL】080-5454-4922 

【住所】東松島市矢本字上新沼 26-2 

【営業時間】11:00～17:00 

【休日】日曜日、月曜日 

【受入可能人数】8 名（コロナ対策中のため） 

【ＨＰ】https://www.facebook.com/koinoniacafe 

矢本駅近くにあるスペシャリティコー

ヒーと英会話が楽しめるカフェ。 

国際色豊かなランチと手作りデザート

をご用意しています。 

自家焙煎豆の販売もしています。 

⑤ 好風亭（居酒屋） 

【TEL】0225-82-2842 

【住所】東松島市矢本字河戸 14-1 

【営業時間】17:30～22:00 

【休日】日曜日 

【受入可能人数】カウンター6 名、 

小上がり 最大 10 名 

新鮮な魚介類の料理が楽しめる和風の

お店です。コース料理のほか、旬鮮魚素

材を使った一品料理も好評！ 

老若男女の味覚を満足させる居酒屋で

すので、ぜひご利用ください。 
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⑥ 酒菜や凛（居酒屋） 

【TEL】0225-83-2312 

【住所】東松島市矢本字栄町 60 

【営業時間】18:00～24:00（日曜 23:00） 

【休日】水曜日（祝日前の水曜日は営業） 

【受入可能人数】25 名 

新鮮な魚介と豊富なメニューでおもて

なし！ 

飲み放題付宴会プランは、2 名様～お受

けしております。ご予算、ご希望など、

お気軽にご相談ください。 

（喫煙席、禁煙席あり） 

⑦ 鮨処 梵天丸（すし店） 

【TEL】0225-83-2160 

【住所】東松島市矢本字下浦 307-8 

【営業時間】11:00～13:30/17:00～22:00 

【休日】火曜日 

【受入可能人数】30 名 

寿司はもちろん、一品料理を多数揃えて

おります。 

地元の食材を安心できる価格で提供し

ておりますので、お気軽にお越し下さ

い。ご予算に応じてのご宴会、お食事会

等承っております。 

⑧ スナック しょう子（スナック） 

【TEL】0225-83-2280 

【住所】東松島市矢本字栄町 46 

【営業時間】20:00～1:00 

【休日】日曜日、月曜日 

【受入可能人数】約 25 名 

お一人様でも気軽に、楽しく低料金で飲

めるお店です。 

男女問わずお客様同士で、わいわい飲め

るお店です。 

是非お誘い合わせの上、気軽に遊びにい

らして下さい。お待ちしております。 

⑨ スナック みわ（スナック） 

【TEL】0225-83-2055 

【住所】東松島市矢本字河戸 17-3 

【営業時間】18:30～24:00 

【休日】不定休 

【受入可能人数】約 20 名 

飲み放題（ビール以外）+歌い放題！ 2 時間 

男性 3,000 円・女性 2,000 円でお楽しみい

ただけます。ボトルキープの場合、時間制限

ナシ（営業時間内）セット料金（カラオケ込

み）男性 3,000 円・女性 2,000 円にボトル代

金が加わります。お待ちしております。 

⑩ ダイニングカフェ おちゃや（洋風居酒屋） 

【TEL】0225-83-3772 

【住所】東松島市矢本字栄町53ｼﾃｨｰｴｰｽ大山102 

【営業時間】17:30～23:30 

【休日】毎週火曜日、第 2 日曜日 

【受入可能人数】8 名 

サイフォンで淹れた本格コーヒーも飲

める、ビールの種類が豊富な洋風居酒屋

です。フードメニューはどれも人気で、

お酒のお供にピッタリです。ご自宅でも

お楽しみ頂けるよう TAKEOUT もやって

おります。どうぞお立ち寄りください。 
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⑪ ちゃんこ萩乃井（食事処） 

【TEL】0225-82-2478 

【住所】東松島市矢本字河戸 29-2 

【営業時間】11:00～14:00/15:30～20:30（L.O） 

【休日】元日 

【受入可能人数】最大 50 名（要相談） 

【ＨＰ】http://haginoi.com 

大曲浜の海苔を練り込んだ栄養たっぷりで

コシのある「のりうどん」をぜひご賞味くだ

さい。自慢のちゃんこ鍋は元力士の作る逸

品。鶏のダシがきいて奥深い味が魅力です。

そのほかにも、丼物、定食、麺類など豊富な

メニューをご用意しています。 

⑫ なかみち屋（食事処） 

【TEL】0225-82-3113 

【住所】東松島市矢本字上新沼 1-2 

【営業時間】11:30～13:30 ※夜の部は予約制 

【休日】木曜日 

【受入可能人数】20 名 

「旬味真心」先代からのお客様への想い

を継承しつつ、時代に合ったサービスを

心がけて営業しております。 

会合・宴会・食事会などお気軽に相談い

ただければ、出来る限りのおもてなしを

させていただきます。 

⑬ 福寿司（寿司・和食） 

【TEL】0225-82-2294 

【住所】東松島市矢本字寿町 17 

【営業時間】17:00～22:00 

【休日】水曜日 

【受入可能人数】1F 14 名、2F 30 名 

塩釜港直送の新鮮な魚介類、米は地元の

ササニシキ、その他地酒も御用意してお

ります。 

焼魚、揚げ物なども提供しております。 

少人数の時は、個室（5 名より）も完備。 

御会合、御宴会、忘新年会にも御利用下

さい。 

⑭ 前谷地焼肉清和支店 ホルモン元（焼肉屋） 

【TEL】0225-98-9843 

【住所】東松島市矢本字栄町 64 

【営業時間】17:00～23:00 

【休日】月曜日 

【受入可能人数】ｶｳﾝﾀｰ 4 席、座敷 2 卓(6 名×2) 

          ﾃｰﾌﾞﾙ 3 卓(6 名×2、4 名×1) 

【ＨＰ】食べﾛｸﾞ、ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ→horumon.gen 

皆様こんにちは！ホルモン元でござい

ます。当店では仙台牛・各種和牛をリー

ズナブルなお値段でご提供させていた

だいております。家族様でのお食事、仲

間との宴会、様々な用途でお使いいただ

ける店となっております。是非ご利用下

さい。 

⑮ らーめん浜八道（らーめん屋） 

【TEL】無し 

【住所】東松島市矢本字大溜 124-5 

【営業時間】11:00～14:00/17:30～20:30 

【休日】無し 

【受入可能人数】13 名 

【ＨＰ】浜八道 Twitter、Facebook 

石巻にも支店があり、一番人気は「しょ

うゆとんこつ」です。ボリュームがあっ

て野菜もたくさん、女性でも食べきれ

る、背脂が入ったガッツリ系のラーメン

です。 
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⑯ 龍鵬（ラーメン店） 

【TEL】0225-82-3481 

【住所】東松島市矢本字北浦 252-16 

【営業時間】11:00～14:00 

【休日】月曜日 

【受入可能人数】15 名 

ヨークベニマルさんの隣にあるラーメン

屋です。お客様からは、通常のラーメンや

五目ラーメンのほか、辛味が効いた四川系

のラーメンも好評をいただいております。

一見入りにくそうに見えるかもしれませ

んが、ぜひ足を運んで味わってください。

出前もやってます（平日のみ）。 

⑰ 料理 菅原（食事処） 

【TEL】0225-83-3251 

【住所】東松島市矢本字河戸 261-2 

【営業時間】11:00～14:00/17:00～21:00 

【休日】木曜日 

【受入可能人数】32 名 

【ＨＰ】「料理菅原」で検索 

矢本駅北で家族で営業しております。ス

テーキ、ハンバーグはもちろん魚介類等

をお勧めしております。 

御家族様、御宴会、御法要、お祝いのお

席で御利用ください。また、テイクアウ

トも御用意しております。 

⑱ レストランぱらだいす（レストラン） 

【TEL】0225-82-2117 

【住所】東松島市矢本字河戸 24 

【営業時間】11:00～14:00/16:00～21:00 

【休日】水曜日 

【受入可能人数】40 名 

【ＨＰ】「レストランぱらだいす」で検索 

創業は昭和 22 年で 70 年以上、ハンバーグ・

オムライス・和牛ステーキ等ファミリー向け

メニューを提供しています。 

2 階は 40 名様と 10 名様の宴会場があり、

忘年会・新年会・各種会食等御利用頂けます。

ご予算は 3,000 円から、幹事さんのご要望に

お応えいたします。 

⑲ 和食道 しん（食事処） 

【TEL】0225-24-6630 

【住所】東松島市矢本字寿町 12 

大丸プラザ 25-B 

【営業時間】18:00～23:00 

【休日】水曜日 

【受入可能人数】20 名 

旬の食材と厳選された地酒・焼酎をゆったり

とした時間の中で楽しめるモダンな和食店

です。仲間内の飲み会、女子会、カップル、

お 1 人様でもご利用いただけます。宴会など

20 名まで対応可能です。コース料理もご予

算に応じて準備致しますので、お気軽に御相

談下さいませ。 

《大曲地区》 

⑳ プレセティア内康（仕出し、婚礼、宴会） 

【TEL】0225-82-2251 

【住所】東松島市大曲字堰の内南 122-2 

【営業時間】9:00～17:00（現在営業時間短縮中） 

【休日】毎週火曜日 

【受入可能人数】240 名 

【ＨＰ】http://www.uchiyasu.co.jp 

御祝いや御法要、結婚式、宴会等、お集

りの場面にご利用頂きますお料理全般

を承ります。 

宮城県の認証店として、ゆったりとした

スペースを保ち、感染症対策万全で皆様

のご来館をお待ち申し上げております。 
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㉑ 三浦屋（食堂） 

【TEL】0225-82-3424 

【住所】東松島市大曲字寺沼 2 

【営業時間】11:00～20:00（ラストオーダー） 

【休日】水曜日 

【受入可能人数】40 名 

昭和 35 年、日用品や食料品を取扱って

いた小さなお店で石巻の茶色い焼きそ

ばを提供し始めたのが「三浦屋」の始ま

りです。以来、味とボリュームをモット

ーに歩んで参りました。皆様のご来店お

待ちしております。 

㉒ ファミリーハウス みちのく（食事処） 

【TEL】0225-82-6999 

【住所】東松島市大曲字堺堀 147-4 

【営業時間】11:00～21:00 

【休日】第 1・第 3 木曜日 

【受入可能人数】45 名 

地場産の仙台牛を中心としたメニュー

（焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶ等）を

提供しております。 

ご予算に応じた宴会等も承ります。 

※廃棄食材を利用して育てた自家製野

菜も限定で一部使用しています。 

《赤井地区》 

㉓ 市場食堂（食堂） 

【TEL】0225-83-8356 

【住所】東松島市赤井字南三 242-1 

【営業時間】6:30～9:30/11:30～13:00 

【休日】日曜、水曜、祝日 

【受入可能人数】20 名 

石巻青果市場内の食堂です。 

朝 6:30～営業しています。 

お気軽にご利用下さい。 

㉔ 食事処 こばると（食堂） 

【TEL】0225-82-4859 

【住所】東松島市赤井字新川前 16-3 

【営業時間】11:00～20:00（宴会は 21:00 まで） 

【休日】第 2・第 4 木曜日 

【受入可能人数】60 名(イス席 30 名、座敷 30 名) 

鴨鍋と肉鍋が人気です。 

カルビやホルモン、それに麺類各種あり

ます。 

特に海鮮ラーメンとざるそばも人気で

す。 

㉕ ラーメン大吉（食堂（居酒屋）） 

【TEL】0225-25-7105 

【住所】東松島市赤井字新川前 23-8 

【営業時間】11:00～15:00 

（土日は 17:00～21:00 も営業） 

【休日】月曜日 

【受入可能人数】30 名 

昨年 9 月にオープンし、食の「安心・安

全」をモットーに、地元に愛される地域

１番店を目指し営業しております。 

また、土・日の夜は居酒屋としても営業

してますので、忘年会・新年会のご予約

等ぜひご相談下さいませ。 
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《小野地区》 

㉖ 洋食ぐーはっち（洋食店） 

【TEL】0225-98-5877 

【住所】東松島市牛網字上西 18-1 

【営業時間】11:30～16:00（L.O.15:30） 

【休日】毎週水曜日 

【受入可能人数】30 名 

【ＨＰ】Instagram（@8kariove0531） 

ハンバーグの美味しい店「ぐーはっち」で

す。メニューが豊富でオードブルやお弁当

も好評頂いております。宴会はご予算に応

じて対応しますのでご相談下さい。大人気

の絶品ミートパイはおすすめ‼ 陸前小野

駅より徒歩 7 分程です。 

《野蒜地区》 

㉗ 107 kitchen 紗乃音（お惣菜カフェ） 

【TEL】050-8884-9810 

【住所】東松島市野蒜ヶ丘 3 丁目 20-2 

【営業時間】10:00～19:00 

【休日】火曜日 

【受入可能人数】30 名 

【ＨＰ】「107 kitchen 紗乃音」で検索 

野蒜ヶ丘に新しく出来た、野蒜ヶ丘サステ

ィナブルコモンズ内にあるお食事とドリ

ンク、お持ち帰りのお惣菜を楽しめるお店

です。施設全体で東松島を感じられる場所

になっています。また、お弁当オードブル

のご注文も受け付けております。 

㉘ えんまん亭（食堂） 

【TEL】080-5579-3769 

【住所】東松島市野蒜字北赤崎 42-2 

【営業時間】10:30～19:00 

【休日】第 2・第 4 水曜日 

【受入可能人数】30 名 

当店では、毛ガニが丸ごと入った「海の幸ラ

ーメン」や「あさりラーメン」、「ホルモン焼

き」が人気です。毎年 10 月から始める牡蠣

メニューも好評いただいております。新店舗

に移転後 1 年が経過し、これから益々頑張っ

て参りますので、ご来店お待ちしています。 

㉙ 炭火焼海味／そば処奥松庵（レストラン） 

【TEL】0225-98-8123 

【住所】東松島市野蒜字北余景 15-1 

【営業時間】平日 11:00～15:00 

土日祝 11:00～18:00 

【休日】月曜日 ※祝日の場合は翌日 

【受入可能人数】最大 80 名程度 

【ＨＰ】https://omch.jp/ 

四季折々の表情を魅せる日本庭園の中

でゆったりとした時間を過ごすことが

できます。メディアでも取り上げられる

ほど人気の新名物「海苔そば」をはじめ、

海鮮焼き、熟成つぼ焼き芋などを提供し

ています。 

㉚ H＆H Labo（アイスクリーム製造販売） 

【TEL】080-3334-7744 

【住所】東松島市野蒜ヶ丘 3 丁目 20-2 

【営業時間】10:00～17:00 

【休日】火曜日 

東松島市の食材を活かし、お子様から大人

の方まで笑顔になるジェラートをご用意

しております。旬を感じ東松島を知るキッ

カケになるようフルーツや野菜を中心と

して農家さんから直送の食材を使用して

おります。是非お越しください。 
 


