
■ いわて飲食店安心認証制度認証店一覧(宮古市内)
2023/2/2

No 店舗名 住所 電話番号 種類

ワクチン

検査パッケージ

登録店

1 「道の駅」区界高原 宮古市区界2-434-2 77-2266 ラーメン

2 「道の駅」やまびこ館 宮古市川内8-2 85-5011 ラーメン・定食

3 AZITO 宮古市大通二丁目8-35 090-6220-3014 バー

4 BABEL 宮古市大通二丁目8-36　１F 63-7090 カフェ・バー

5 Bar RAINBOW 宮古市保久田1-21 080-8204-8059 スナック・バー

6 BAR-ZEST 宮古市大通一丁目4-16　ゲンキチビル１F 62-8895 スナック・バー

7 Book Café　ことの葉 宮古市和見町10-22 62-5954 カフェ

8 BUZZ 宮古市大通四丁目3-5 65-6366 スナック・バー

9 COCO 宮古市大通四丁目3-5 62-0322 スナック・バー

10 Diana 宮古市大通四丁目1-14　トキワザビル３F 62-0820 スナック・バー

11 dining Café ＆ Bar Fantasista 宮古市大通四丁目3-15 65-6315 スナック・バー

12 ELK 宮古市大通一丁目4-16 62-6266 スナック・バー

13 Liberty 宮古市大通三丁目1-28 65-9120 スナック・バー

14 MARUTOKU 宮古市藤原203-43 62-6646 テイクアウト・その他

15 my 宮古市大通二丁目4-16 090-1490-9573 スナック・バー

16 OiOi食堂 宮古市五月町1-1 62-8129 定食 〇

17 Plaisir 宮古市大通四丁目2-16グリーンハウス大通北店202号室 64-2577 スナック・バー

18 Ring a Ding 宮古市大通四丁目2-16 65-7797 スナック・バー

19 RISTORANTE　KATUYAMA 宮古市黒田町6-29 62-0022 イタリアン

20 Roji 宮古市大通四丁目1-14　トキワザビル１F・２F 62-4400 ダイニングバー

21 SELF SAKE SYUWA SYUWA 宮古市大通一丁目3-18 090-4044-1555 スナック・バー

22 SHARAKU 宮古市大通四丁目2-9　３F 63-6659 ダーツバー

23 sugar 宮古市大通二丁目8-34　双葉ハウス２F 63-1740 スナック・バー

24 STAR’S 宮古市大通二丁目8-23　大通りハウス２F 64-5517 スナック・バー

25 Tiffany 宮古市大通四丁目1-4　マルフクビル１F 63-2720 スナック・バー

26 味処　笑びす 宮古市末広町8-14 77-3211 海の幸を中心とした料理 〇

27 あびさぁべ 宮古市茂市5-34-1 79-1144 ラーメン等

28 あや 宮古市大通四丁目3-8 090-1491-6832 スナック・バー

29 アンジェロ 宮古市大通一丁目4-13　ソシアルプラザ2F 080-5843-2944 スナック・バー

30 居酒屋　おいかわ 宮古市西町二丁目1-25 63-8300 イカの唐揚げ・だし巻き玉子・刺身・焼き鳥・ピザ等

31 居酒屋　こう坊 宮古市大通三丁目1-28 63-7123 居酒屋 〇

32 居酒屋　暫く 宮古市黒田町3-7 080-5530-2462 居酒屋

33 居酒屋　大将 宮古市大通四丁目1-4　マルフクビル１F 62-7772 居酒屋 〇
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34 居酒屋　渡来 宮古市末広町3-13　グリーンハウス１F 63-5732 居酒屋 〇

35 居酒屋　半酔 宮古市大通三丁目1-23 63-0525 焼き魚・刺身（三陸産中心の魚介類）・地酒等 〇

36 居酒屋　番屋 宮古市末広町1-11 62-1264 居酒屋

37 居酒屋　一休み 宮古市大通二丁目4-13 64-0970 居酒屋 〇

38 居酒屋　舟酔 宮古市西町一丁目2-22 64-7474 居酒屋

39 居酒屋　もりあい 宮古市山口二丁目4-10 62-5080 居酒屋

40 居酒屋　Your House 宮古市大通四丁目3-3　太田ハウス１F 77-4936 居酒屋

41 居楽屋　酔処 宮古市松山12-19 63-7838 居酒屋

42 魚彩亭　すみよし 宮古市栄町2-10 62-3244 和食

43 宴 宮古市向町3-15 63-3431 和食

44 うちだて 宮古市大通四丁目3-3　太田ハウス 63-4334 寿司

45 海の幸　漁師の店　ぶ～や 宮古市末広町3-13 62-4823 磯浜で捕ってくる季節ごとの魚類、貝類（ウニ・アワビ・つぶ類他）

46 永同園 宮古市宮町四丁目5-21 62-0681 焼肉

47 咲友論 宮古市末広町2-29 62-9113 ラーメン 〇

48 エル・アミーゴ 宮古市新町2-13 62-4571 ピザ・スパゲティー

49 オアシス１０６ 宮古市区界2-111 090-2602-0106 その他

50 大戸屋ごはん処　岩手宮古店 宮古市長町一丁目1-3 65-6565 和食 〇

51 おかめ 宮古市末広町1-18 62-2456 和食 〇

52 おきな 宮古市大通二丁目1-9 62-4216 和食（完全予約制）

53 お好み焼き　花の木 宮古市末広町8-29 090-2601-8997 お好み焼き

54 お食事処　五右衛門 宮古市磯鶏石崎3-14 62-5657 海鮮料理・定食・ラーメン・そば

55 おちゃっこ 宮古市宮町二丁目4-12 090-6450-0073 カフェ

56 櫂 宮古市末広町3-13 65-1329 スナック・バー

57 海鮮居酒屋　山水 宮古市大通三丁目1-32 64-0345 居酒屋

58 海鮮料理　無礼講 宮古市大通一丁目4-21 64-0210 海鮮料理・居酒屋

59 回転寿司　海宝 宮古市長根二丁目6-9 64-7755 寿司

60 かかし 宮古市大通四丁目1-3 62-0443 居酒屋 〇

61 割烹川俣 宮古市大通一丁目4-11 62-1872 和食

62 カフェ温心～On　Heart～ 宮古市新町1-2 65-8505 カフェ

63 カフェすいか 宮古市田老野原65-2 080-2820-8811 カフェ

64 カフェすとぅーぱ 宮古市小山田二丁目5-8 77-3393 カフェ

65 カフェ＆レストランえきばしゃ 宮古市末広町6-12　２F 63-8732 洋食

66 ミスタードーナツ宮古ショップ 宮古市宮町一丁目3－16 71-2088 スイーツ
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67 からおけ居酒屋　はなぶさ 宮古市末広町3-3 63-2070 居酒屋

68 花れん 宮古市大通二丁目7-6 63-3489 スナック・バー

69 カンタベリー 宮古市大通三丁目1-28 62-5138 スナック・バー

70 喫茶　ずぎのび 宮古市鍬ヶ崎上町2-30 080-9012-7337 カフェ

71 喫茶お食事処　大野屋 宮古市宮町四丁目2-1 77-4854 ラーメン・定食 〇

72 キッチンタケ 宮古市大通三丁目5-20　ホテルビッグウェーブ１F 63-5533 洋食

73 喜福食堂 宮古市黒田町7-19 62-1344 中華・ラーメン

74 休暇村　陸中宮古 宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 62-9911 会席料理・海の幸、山の幸を使用したビュッフェ 〇

75 休暇村　陸中宮古（喫茶） 宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 62-9911 カフェ・バー 〇

76 ギャラリーヒロ 宮古市茂市3-204-5 65-7200 カフェ

77 串カツ　とんとん 宮古市大通四丁目3-3 090-2277-9964 串カツ・居酒屋 〇

78 グランドパブ川ばた 宮古市大通四丁目2-12 62-0056 スナック・バー 〇

79 グリーンピア三陸みやこ 宮古市田老字向新田148番地 87-5111 和食

80 ゲストハウス　３７１０ 宮古市末広町4-6 77-3710 宿泊所

81 紅梅食堂 宮古市大通一丁目3-6 62-2017 中華・ラーメン

82 ことまり 宮古市大通二丁目6-6　丸善ビル2F 070-8907-7272 スナック・バー

83 小町川 宮古市大通一丁目3-16 62-3244 寿司

84 ごち 宮古市宮町二丁目2-1 080-3325-2169 定食・居酒屋

85 酒場ネオチ 宮古市黒田町3-6　1階 090-6621-0306 バー

86 蔵王 宮古市大通三丁目1-1 62-3049 居酒屋

87 酒処いこい 宮古市大通二丁目4-14 72-2348 居酒屋 〇

88 酒処しまや 宮古市末広町1-11　コウラクハウス1-A 65-9900 居酒屋

89 酒と肴　千 宮古市大通一丁目4-16 64-5600 和食

90 里の駅おぐに 宮古市小国9-81-1 77-5198 そば・軽食

91 三陸宮古居酒屋大ちゃん 宮古市大通一丁目4-13 63-5255 刺身・創作料理

92 シートピアなあど　ファーストフード 宮古市臨港通1-20 71-3100 そば・うどん・ソフトクリーム

93 しず川 宮古市大通二丁目4-16　ソシアルビルⅡ２F 65-7066 スナック・バー

94 七輪焼肉　もりもり 宮古市大通三丁目1-31 77-3929 焼肉店 〇

95 志むら寿司 宮古市大通一丁目5-9 62-2890 寿司

96 蛇の目本店 宮古市栄町2-8 62-1383 寿司・麺類・海鮮丼等

97 浄土ヶ浜パークホテル 宮古市日立浜32-4 62-2321 海鮮料理・洋食・旬の食材を使用した料理

98 浄土ヶ浜旅館/味処　海舟 宮古市築地1-1-38 62-1319 海鮮料理・定食・ラーメン・そば

99 浄土ヶ浜レストハウス 宮古市日立浜町32 62-1179 和食・ラーメン 〇
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100 食事処しんや 宮古市区界2-466-2 77-2101 定食

101 スカイルームパブロ宮古 宮古市崎鍬ヶ崎第1地割11-26　県立宮古病院９F 64-7393 レストラン

102 すがた　花輪工場 宮古市花輪11-23-1 89-1550 いかせんべいソフトクリーム

103 鮨　丸仙 宮古市太田二丁目3-4 77-4581 寿司

104 スナック　青い森 宮古市大通四丁目3-7 63-0524 スナック・バー

105 スナック　絵梨子 宮古市大通二丁目8-38 63-7211 スナック・バー

106 スナック　牡牛座 宮古市大通二丁目6-6　丸善ビル２F 63-8595 スナック・バー

107 スナック　恋恋 宮古市大通四丁目1-14 63-2033 スナック・バー

108 スナック　ステージ 宮古市大通四丁目3-5 62-0269 スナック・バー

109 スナック　セピア 宮古市大通二丁目5-13-4 64-2518 スナック・バー

110 スナック　リーベ 宮古市大通三丁目4-24 63-2102 スナック・バー

111 スナック　るみちゃん 宮古市大通二丁目6-6 77-4365 スナック・バー

112 善助屋食堂 宮古市田老二丁目5-1 87-2054 ラーメン

113 スナック　実希 宮古市大通三丁目1-28 090-2027-0285 スナック・バー

114 ソシアルバー　ヴィヴィアン 宮古市大通三丁目1-1 63-7982 スナック・バー

115 そば処　楽屋　WINS宮古店 宮古市宮町一丁目1-20 65-1777 そば

116 大寿司 宮古市西町二丁目1-8 62-7417 寿司

117 大黒や 宮古市大通四丁目3-5 77-5800 和風居酒屋 〇

118 たかしち 宮古市向町2-49 62-6953 オムライス・カツ・スパゲティ

119 田中倶楽部カラオケ 宮古市大通3丁目2-21 64-7338 スナック・バー

120 ティラミス 宮古市大通四丁目3-3　太田ハウス１F 63-0675 スナック・バー

121 てんまる食堂 宮古市大通二丁目7番18号 65-8376 定食・ラーメン 〇

122 藤七屋 宮古市向町2-32 62-1158 ラーメン

123 徳竜 宮古市板屋二丁目7-19 63-2063 ラーメン

124 トマト＆オニオン　宮古店 宮古市宮町一丁目3-17 71-2075 レストラン 〇

125 トムトム 宮古市栄町2-4　上田ビル１F 63-8007 ラーメン・うどん・そば・コーヒー 〇

126 鳥もと 宮古市大通二丁目6-12 63-1776 居酒屋・インド料理・焼き鳥

127 十割そば　たからや　 宮古市茂市4-9-1 72-2666 そば

128 とんこつラーメンの穂月 宮古市磯鶏一丁目2-10 65-9800 ラーメン 〇

129 どさん娘バイパス店 宮古市長町一丁目8-28 63-6299 ラーメン 〇

130 丼の店おいかわ　宮古市魚菜市場店 宮古市五月町1-1 62-2380 和食

131 ドーネル　河南本店 宮古市磯鶏3丁目3-22 64-6600 カフェ・パン・スイーツ
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132 中しん食堂 宮古市栄町1-63 62-2248 和食・洋食・中華・ラーメン

133 なかよし 宮古市板屋二丁目6-21 080-2820-0335 お好み焼き

134 なでしこ 宮古市大通一丁目4-22 64-0444 スナック・バー

135 ニュースタート 宮古市大通一丁目4-13 63-0511 スナック・バー

136 のり平 宮古市保久田1-23 63-8335 居酒屋

137 はなや蕎麦たろう 宮古市田老一丁目2-12 87-3750 そば

138 バーセゾン 宮古市大通四丁目3-3 62-2250 スナック・バー 〇

139 パル・ハウス 宮古市大通二丁目5-27　玉屋ビル 090-9036-4324 スナック・バー

140 バルのらくら 宮古市大通一丁目3-16 77-4416 居酒屋

141 ひじり 宮古市大通一丁目4-13　ソシアルビル１F 090-7066-4405 スナック・バー

142 ぴかいち亭 宮古市大通一丁目2-10 62-3985 ラーメン

143 ふく留 宮古市磯鶏沖10-1 77-3531 寿司

144 ブルボン 宮古市保久田3-8 63-5636 カフェ・お惣菜

145 プチ居酒屋食堂れん 宮古市大通一丁目4-9 62-4417 居酒屋

146 ヘッドライト 宮古市大通一丁目1-16 64-5671 スナック・バー

147 頬ばる 宮古市大通四丁目3-5 70-1019 居酒屋

148 ホテル近江屋 宮古市磯鶏1-1-18 62-3660 ホテル 〇

149 ホテル宮古ヒルズ　ステーション店 宮古市和見町5-1 63-2001 ホテル 〇

150 ホテルルートイン宮古 宮古市藤の川15-38 050-5847-7500 ホテル 〇

151 ボブ 宮古市黒田町3-6 62-1764 カフェ

152 まとい寿し 宮古市大通一丁目1-14 62-0262 寿司

153 和風レストランまるまつ　宮古店 宮古市宮町三丁目4-1 64-2255 和食

154 みかわ旅館 宮古市磯鶏石崎10-14 62-7871 旅館

155 みっちゃん 宮古市大通四丁目3-18 62-6189 定食・食堂

156 宮古カントリークラブ　レストラン 宮古市崎山第4地割86-3 62-7001 和食・洋食・中華・麺類（ラーメン・そば・うどん）他 〇

157 宮古市重茂水産体験交流館（えんやぁどっと） 宮古市重茂第7地割33-5 68-2301 そば・うどん・ソフトクリーム

158 宮古典礼会館 宮古市太田一丁目3-33 64-6900 葬儀会館

159 宮古のごっつお 宮古市大通一丁目3-31　２F 72-3924 居酒屋・海鮮料理

160 宮古橋　きむら 宮古市向町8-1 63-7616 居酒屋 〇

161 宮古ホテル沢田屋 宮古市新町4-1 62-7711 ホテル

162 民宿　おとべ荘 宮古市音部10-13-3 68-2347 民宿 〇

163 やきとり　わたなべ 宮古市向町4-22 63-6727 焼き鳥・居酒屋・和食

164 焼肉　牛角　宮古店 宮古市末広町8-3 77-3737 焼肉 〇
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165 焼肉・冷麺　秋田屋 宮古市大通四丁目2-1 63-0608 焼肉・冷麺 〇

166 野菜たっぷりタンメンの店大久保 宮古市崎鍬ヶ崎7-32-25 64-1210 ラーメン

167 山小屋 宮古市末広町3-3 63-3721 居酒屋

168 有限会社　三上きも乃会館 宮古市和見町4-18 63-5511 その他

169 湯ったり館　大食堂 宮古市茂市8-53 72-3800 そば・ラーメン・麺類・定食・丼物・和食・ソフトクリーム 〇

170 横沢温泉　静峰苑 宮古市鈴久名4-5-4 74-2444 温泉旅館・和食

171 よし寿司 宮古市保久田4-27 62-1017 和食・寿司 〇

172 よんどん 宮古市大通三丁目1-1　メリーハウス1階 63-4649 焼肉・居酒屋

173 らあめん居酒屋ベイサイド 宮古市大通三丁目1-28-1 64-7322 ラーメン

174 楽菜 宮古市向町3-5 64-0931 洋食・無国籍料理・エスニック料理等

175 ラターシュ 宮古市新町1-1 77-3600 フレンチ・カフェ・バー

176 ランスタン 宮古市大通一丁目4-16　ゲンキチビル1階 62-0538 スナック・バー

177 レストラン汐菜 宮古市臨港通1-20 71-3100 和食・洋食・ラーメン等

178 我がや 宮古市磯鶏沖5-20 65-6750 ラーメン

179 和食処　浜ゆう 宮古市大通一丁目4-23 62-8264 和食

180 和La伊 宮古市田老字向新田230-4 87-5810 「和と洋」の調和のある創作イタリアン
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