
案内所 営業時間及び定休日 問合せ先 住所 MAP

仙
台・松
島

仙台市観光情報センター 8時30分～19時（年末年始は9～17時）　無休 問022-222-4069 仙台市青葉区中央1-1-1
（JR仙台駅2F駅たびコンシェルジュ仙台内） 051P

仙台ツーリストインフォメーションデスク 10～19時30分   1月1日休 問080-2815-8321 仙台市青葉区一番町3-2-17
（藤崎本館1F） 051P

仙台多文化共生センター 9～17時　年末年始、2月3日～4日及び不定休 問022-265-2471 仙台市青葉区青葉山無番地
（仙台国際センター1F） 050P

秋保温泉郷観光案内所 9時30分～18時（年末年始は～17時）　無休 問022-398-2323 仙台市太白区秋保町湯元字寺田原40-7
（秋保・里センター内） 048P

仙台市作並•定義地区観光案内所 9時15分～16時30分　12月29日～1月3日休 問022-395-2052 仙台市青葉区作並字相ノ沢
（JR作並駅構内） 049P

松島観光協会 8時30分～17時（12～3月は～16時30分）　無休 問022-354-2618 松島町松島字町内98-1
（松島海岸レストハウス内） 049P

塩竈市観光案内所（しおナビプラザ） 10～16時（12月30～31日は～15時）　無休 問022-362-2525 塩竈市海岸通15-1（JR本塩釜駅内） 051P

みちのく観光案内 9～17時　無休 問022-383-6741 名取市下増田字南原（仙台空港内） 049P

史都多賀城観光案内所

9～17時   年末年始休 問022-364-5901 多賀城市中央2-7-1（JR多賀城駅構内） 049P

10～12時、13～15時 毎週月曜（祝日を除く）、
お盆、年末年始、1•2月休、臨時休業あり

JR多賀城駅構内の史
都多賀城観光案内所
で対応

多賀城市浮島1-9-22
（JR国府多賀城駅  北口側） 049P

東松島市奥松島観光物産交流センター
（奥松島イートプラザ） 9~17時   無休 問0225-88-2611 東松島市野蒜ケ丘1-15-1 049P

東松島市宮戸地区復興再生多目的施設
（地域連携販売力強化施設）（あおみな） 9~17時   無休 問0225-88-3997 東松島市宮戸字川原5-1 049P

大和町観光物産協会
（吉岡宿本陣案内所） 9時30分～16時　火曜休、12月29日～1月3日休 問022-345-7501 大和町吉岡字上町31-1 049P

七ヶ浜町観光交流センター 10～16時
月曜（祝日の場合は翌日）休、12月29日～1月3日休 問022-766-8205 七ヶ浜町花渕浜字舘下184 049P

県 

南

蔵王町観光案内所 9～17時   無休 問0224-34-2725 蔵王町遠刈田温泉仲町33 099P

川崎町青根温泉観光案内所（青根洋館） 10～17時（11～３月は～16時）
12月29日～1月3日休 問0224-85-3122 柴田郡川崎町青根温泉10-1 099P

白石市観光案内所 9～17時30分　12月29日～31日休 問0224-26-2042 白石市沢目137（JR白石駅構内） 099P

白石蔵王駅観光案内所 9～18時　無休 問0224-24-5915 白石市大鷹沢三沢字桜田11-1
（JR白石蔵王駅構内） 099P

村田町蔵の観光案内所（臨時） 9～17時　年末年始休 問0224-87-6990 村田町大字村田字町43
（株式会社まちづくり村田） 099P

丸森町観光案内所「やまゆり館」 9～17時   年末年始休 問0224-72-6663 丸森町字町東83-1 099P

大河原町観光物産協会 9～17時　月曜（祝日の場合は翌日）休、
12月28日～1月4日休 問0224-53-2141 大河原町字町196

（大河原町にぎわい交流施設内） 099P

三 

陸

石巻駅前観光物産案内所 8時30分～17時   年末年始休 問0225-24-6228 石巻市穀町14-1（石巻市役所1階） 119P

石巻観光協会雄勝事務所 9～16時30分　火曜休（令和4年4月以降は無休） 問0225-57-3339 石巻市雄勝町下雄勝2-5
（硯上の里おがつ おがつ•たなこや内） 119P

石巻観光案内所
（石巻市かわまち交流センター『かわべい』） 9～21時   12月29日～1月3日休 問0225-93-6448 石巻市中央2-11-21 119P

石巻市北上観光物産交流センター 9～17時   火曜（祝日の場合は翌日）休　年末年始休 問0225-98-9861 石巻市北上町十三浜字東田1 119P
女川町観光協会

（女川町たびの情報館 ぷらっと） ９～17時   無休 問0225-54-4328 女川町女川2-16-5 119P

気仙沼観光コンベンション協会 8～18時（11～3月は～17時）　年末年始休 問0226-22-4560 気仙沼市魚市場前7-13
（気仙沼「海の市」2階） 119P

気仙沼駅前観光案内所 8時30分～17時15分   年末年始休 問0226-22-4669 気仙沼市古町1-5-23 119P

南三陸町観光協会 9～17時   年末年始休 問0226-47-2550 南三陸町志津川字五日町201-5
（南三陸さんさん商店街内） 119P

県 

北

古川駅総合観光案内所 9～17時   無休 問0229-24-0062 大崎市古川駅前大通1-7-35
（JR古川駅構内） 137P

鳴子温泉郷観光案内所 8時30分～18時   無休 問0229-83-3441 大崎市鳴子温泉字湯元2-1
（JR鳴子温泉駅構内） 136P

美里町総合案内所 8時45分～17時　月曜（祝日の場合は翌日）休、
12月29日～1月3日休 問0229-31-1801 美里町字藤ヶ崎町117

（JR小牛田駅構内） 137P

栗原市観光物産協会 9～18時   12月29日～1月3日休 問0228-25-4166 栗原市志波姫新熊谷284-3
（JRくりこま高原駅内） 137P

とよま観光物産センター
「遠山之里」観光案内所 9～17時   12月31日～1月1日休 問0220-52-5566 登米市登米町寺池桜小路2-1 137P

観光案内所一覧

　 　

商品や通信販売、その他の販売箇所については、上記までお問合せください。
※販売状況により在庫がないものもございますので、ご了承ください。　※料金が変更となる場合がございます。最新情報はホームページをご確認ください。

お求めは 宮城県庁1階 観光インフォメーションコーナー（観光情報発信センター）
お問合せ（公社）宮城県観光連盟　TEL 022-221-1864 FAX 022-211-2829 https://www.miyagi-kankou.or.jp/

ぬいぐるみ
（大）（甲冑）
高さ25cm

3,400円（税込）

ぬいぐるみ（小）（甲冑・祭り・スポーツ）
高さ11cm ボールチェーン付

各1,000円（税込）

マスキング
テープver.2
テープ幅15mm×長さ10m

300円（税込）

マスキングテープ
テープ幅15mm×長さ10m

300円（税込）

エコバッグ
横約44cm×高さ約39cm（取っ手含まず）
［カラー］ ●ネイビー　●ベージュ

各500円（税込）

クリアファイル
A4 200円（税込） ボールペン

（ブルー）
長さ約14cm

430円（税込）

ミニトートバッグ
横約30cm×底マチ約14cm
×高さ約19cm（取っ手含まず）
［カラー］ ●ブラック ●ホワイト

各1,000円（税込）
ピンバッジ（サン・ファン）
縦約25mm×横約25mm

300円（税込）

（シンボル）
縦約20mm×
横約20mm

（甲冑）
縦約25mm×
横約18mm

ピンバッジ（木製）
縦約21mm×横約22mm

400円（税込）

（スノボー）
縦約20mm×横約20mm

ピンバッジ
各200円（税込）

（甲冑ミニ）
縦約20mm×横約14mm

150円（税込）

カンバッジ
直径3cm

各色100円（税込）

ミニタオル
20cm×20cm

200円（税込）

ミニタオル
ver.2
20cm×20cm

200円（税込）

シンボルバッジ 
シンボルストラップ
縦約3cm×横約3.5cm
（紐含まず）

各300円（税込）

ラバーストラップ
高さ3cm

350円（税込）

折りたたんで
コンパクトに！
収納に便利な
内ポケット付き

ピンバッジ（甲冑）に
ミニサイズ登場！！

300円（税込）
マスクケース
縦11cm×横20.5cm

グッズむすび丸 好評発売中

仙台・宮城観光PRキャラクター
「むすび丸」がさまざまな
アイテムになってみやぎを宣伝中！
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