
社交飲食専用竈クーポン取扱店のご紹介

いざかや五万石
店主は塩竈市美術展連続17回入賞の絵描きです。店内の作品50点と、
話題豊富な店主とのおしゃべりをおつまみにどうぞ。

尾島町4-26 ☎090-2988-6286 席数）10席
営業）17:00～23:00 休日）火曜 ご予算）¥2,000～¥4,000くらい

オススメ：ホロ酔いセット（おまかせ小料理3品＆お飲み物）¥2,000
クーポン利用特典：初めてのお客様に店主直筆絵はがきプレゼント

が ま

１ 居酒屋 まき

1人でも気軽に来られるお店です。
是非来てみてください。

尾島町24-11 ☎022-362-8301 席数）25席
営業）18:00～25:00 休日）火曜 ご予算）¥1,500～¥5,000

オススメ：生ビール¥500、お刺身3点盛¥1,000
クーポン利用特典：親方おまかせ1品サービス

2

居酒屋 都川

アットホームな雰囲気でお待ちしております。
お気軽にどうぞ。

海岸通6-14 ☎022-365-9405 席数）12席
営業）16:30～21:00 休日）日曜・祝日 ご予算）¥2,000～

オススメ：お刺身¥600～、鯨みそ漬け焼き¥500

3 １６３

カラオケとお酒が楽しめるお店です。

尾島町10-13 ☎090-5836-2322 席数）15席
営業）20:00～25:00 休日）日曜・祝日 ご予算）¥3,000～

4

ENDLESS MAHALKITA
日本人と、日本語堪能なフィリピンの女の子が混在しているスナック !!
80年代のディスコのようなエンドレスでハッピーな時間を過ごそう !!

オススメ：サンミゲルライトビール¥1,000、飲み放題（焼酎・ウイスキー）
OPEN～22:00：¥3,000、22:00～LAST：¥4,000

クーポン利用特典：2名以上のご来店で、焼酎（鏡月or黒霧島）1本プレゼント

5 お食事処 しお彩
北浜のポツンと一軒家の家庭的なお店。

ゆっくりと巡視船や海を眺めながらお食事ができます。

北浜4-11-14 ☎022-362-9113 席数）22席
営業）11:00～14:00 休日）日曜・月曜 ご予算）¥600～
昼カラオケ（14:00～16:00）居酒屋（18:00～、4名様以上）ご予約承ります。

オススメ：海保カレー（ビーフ・フルーツキーマ）¥1,100、
日替定食¥880、ラーメン¥650

6

串焼き屋 信

原稿作成中です。

東玉川町8-2 NK-1ビル 1F

8

JEWEL
お客様は20代～80代と様々な年齢の方がいらっしゃいます。

お気軽にお越しください。

尾島町11-15-2 アットマーレ1号館 2F ☎022-362-5088
席数）50席 営業）20:00～26:00 休日）日曜 ご予算）¥5,000

オススメ：SET¥3,000、
飲み放題1名¥4,000・2名以上¥3,500（1時間）

クーポン利用特典：ビール1杯サービス

10

スナック アラジン
昭和的な雰囲気のお店です。

新型コロナ対策のため席数を減らして営業しております。

尾島町13-16 尾島プラザ 2F ☎022-365-5970 席数）14席
営業）19:30～24:00 金曜・土曜のみ営業 ご予算）¥3,000～

オススメ：手作りお通し¥500、生ビール¥600、焼酎¥500～、
カクテル¥800～

クーポン利用特典：ひと口生ビール1杯サービス

12

海鮮料理 とんかつ 大関

テイクアウト承ります。お気軽にお声がけ下さい。

オススメ：炭火でじっくり焼いたぶ厚い豚肉に大根おろしをからめて
食べる「焼肉」一度食べたらクセになる事、間違いなしです。¥1,540

7

こまち

小さなお店ですが、落ち着いて安心して飲める場所です。

尾島町16-12 丙ビル 1F ☎022-362-3601 席数）15席
営業）18:30～23:00 休日）日曜 ご予算）¥3,000前後

オススメ：焼酎（こまちラベルの麦と芋）¥3,000～¥4,000
クーポン利用特典：お好きな飲み物1杯とカラオケ3曲サービス

9

旬彩食房 㐂三郎

小さなお店ですので、ご来店前にお電話で席の状況をご確認ください。

オススメ：昼）手打ち天ざるそば¥880、鶏唐揚げ定食¥770
夜）刺身盛合せ¥1,000、アカモク変わり揚げ¥550、
串揚げ色々¥110～¥180

11

Dining Bar Nanaen - 七艶 -

新型コロナ対策のため、席数を減らして営業しております。

尾島町22-3 サセイビル 2F ☎080-9077-3338 席数）20席
営業）19:30～24:00 休日）水曜・日曜・祝日 ご予算）¥3,000～

クーポン利用特典：生ビール1杯サービス

14スナック 眉 （まゆ）

落ち着いた雰囲気の店で、ゆっくりくつろげます。

尾島町20-9 勝山ビル（第一） 1F ☎022-366-4660 席数）11席
営業）19:30～24:00 休日）日曜・祝日 ご予算）¥3,000～

オススメ：セット¥2,000
クーポン利用特典：お通し1品サービス

13

令和４年９月２８日現在 （五十音順）

尾島町16-12 丙ビル 1F ☎022-362-7770 席数）12席
営業）11:30～14:00、17:00～21:00 LO20:00 休）水曜
ご予算）昼：¥800～ 夜：¥3,500～

尾島町27-26 ☎022-362-7974 席数）35席
営業）11:00～14:00 LO13:30、17:00～20:00 LO19:00
休日）水曜 ご予算）¥880～

尾島町13-16 尾島プラザ 601 ☎080-7968-6422 席数）45席
営業）20:00～24:00 休日）日曜・祝日
ご予算）OPEN～22:00：¥4,000、22:00～CLOSE：¥5,000



たなごころ

和気あいあいと楽しく飲んでいます。

尾島町13-19 ☎022-367-8132 席数）12席
営業）18:00～23:00 休日）日曜・月曜・祝日 ご予算）¥3,000～

オススメ：セット（ママの手作りお通し含む）¥2,000～

15 椿

尾島町13-16-602

16

とみたや

落ち着いた雰囲気のお店です。

海岸通6-14 新橋ビル ☎022-365-1563 席数）8席
営業）17:00～23:30 休日）日曜・祝日 ご予算）¥3,000～

オススメ：仕入れの状況によりその日のオススメ色々あります。
刺身¥500～ 新潟の地酒も常時5～6本ご用意しています。

17 呑処・海鮮焼 たわら

笑って楽しいお店です。お気軽にご来店ください。

オススメ：本マグロ刺¥1,500～、メカブ天ぷら¥550～

18

乃梨子

カラオケ好きな方歓迎します。

尾島町24-17 ☎022-366-7953 席数）20席
営業）19:00～24:00 火曜・水曜・土曜のみ営業 ご予算）¥3,000～

オススメ：セット¥3,000（チャーム＆お通し含む）

19 BAR Trip

カクテルなどとともにダーツが楽しめるお店です。

オススメ：チャージ¥500、パスタや軽食もご用意しております。

20

パティオ

カラオケの音響が良いとほめられます。

尾島町13-16 尾島プラザ401 ☎022-364-1804、080-1667-6723
席数）25席 営業）18:00～21:00 金曜・土曜のみ営業 ※ご予約の場合は
お1人¥3,000以上・5人様より、曜日・時間はお客様のご都合次第で承ります。
ご予算）¥3,000～¥5,000

オススメ：メニューは5品以上ご用意しております。
クーポン利用特典：おさしみ盛合せサービス

22

蛍 - HOTARU -

落ち着いた雰囲気のお店です。会話を楽しまれたい方、ぜひご来店
ください。席数を減らして営業しております。

オススメ：飲み放題60分¥4,000（スタッフドリンク代含む）

24

らーめん彦

手作りチャーシューブロック販売しております。

尾島町22-1 ☎090-3642-1169 席数）16席
営業）19:00～26:00 休日）日曜・月曜 ご予算）¥1,000～¥1,500

オススメ：鶏白タンラーメン¥880、サウナラーメン¥880、
海老餃子¥480

26

バー狸穴（まみあな）

平成元年開業35年目になりました。コロナ禍終息の折には皆様と又盃を
傾け楽しい時間が持てるよう願うばかりです。
オススメ：席料¥2,000（チャーム＆枝豆＆ママ手造りお通し含む）、

各種ビール¥800、焼酎（ボトル）¥2,000～、
ウイスキー（ボトル）¥3,000～

21

Purity（ピュアティ）

お料理豊富な（約30種）カジュアルなダイニングバーです。
ご来店お待ちしております。

オススメ：ピュアティバーガー（麦の穂さん特製バンズ使用）¥800、
とり皮スパイシー¥600、などなど。各種ビール¥600～、
各種カクテル¥700～、ノンアルコールカクテル¥400

23

焼肉ホルモン鹽竈

尾島町11-15 ☎022-366-2216 席数）15席
営業）17:00～22:00 LO21:00 休日）木曜 ご予算）¥3,000～¥5,000

オススメ：晩酌セット（ワンドリンク＆小鉢＆焼肉3種）¥1,000、
特製漬ホルモン¥680、メガホルモン¥1,000

25

和ダイニング ひなた

美味しい海の幸を満喫してください。

海岸通4-1 プチパレビル 1F ☎022-363-3060 席数）50席
営業）11:30～13:30、17:00～22:30 休日）不定休
ご予算：昼）¥1,000～ 夜）¥4,000～

オススメ：昼）限定海鮮丼¥1,100～
夜）親方のおまかせコース¥3,300～

27

○ 有効期限を過ぎた場合は、無効となります。
○ つり銭はでません。
○ 換金・返金できません。

有効期限：令和4年10月31日(月)まで

ミックスホルモン¥380から仙台牛特上カルビ¥3,000まで、ご予算に
合わせたメニューをご用意。新型コロナ対策のため、検温、消毒、席数
を減らし、半個室状態にして営業を行っております。

尾島町13-14 アンバービル 5F 5B号室 ☎022-367-6435
席数）カウンター3席、BOX2卓 営業）20:00～24:00
休日）月曜※日曜は要予約 ご予算）¥4,000～¥5,000

尾島町4-26 長栄ビル 1F ☎022-367-4846
席数）カウンター5席、テーブル10席 営業）19:00～24:00
休日）日曜・祝日 ご予算）¥3,000～

尾島町22-17 シーパルビル 2F ☎022-367-8160 席数）15席
営業）月曜～木曜：20:00～27:00、金曜・土曜：19:00～27:00
休日）日曜※月曜が休日の場合は日曜営業し月曜お休み
ご予算）¥2,000～¥3,000くらい

尾島町20-6 ☎022-366-2821 席数）18席
営業）17:00～22:00 休日）日曜※月曜が祝日の場合は日曜営業し月曜お休み
ご予算）¥3,000～

尾島町11-15-2 ＠MARE1号館 1A 席数）13席 営業）18:00～24:00
休日）日曜※月曜が休日の場合は日曜営業し月曜お休み ご予算）¥2,000～

原稿作成中です。


