って
買
、
て
食べ
よう!!

集め
を
プ
スタン

村田町観光PRキャラクター

承認番号第R3-8号

開催期間

令和3年9月1日
（水）
〜10月31日
（日）61日間
締切：10月31日（日）

期間中、参加店をご利用頂いた方に
スタンプ 1 つ進呈

スタンプ

3つ集めて応募し、

抽選で賞品進呈!!

◉ 参加店で使用できる商品券

賞品

1,000円×10枚 10,000円分
1,000円× 5枚

1,000円× 3枚
1,000円× 1枚

主催

村田町商工会

5,000円分
3,000円分
1,000円分

5本
10本
15本
20本

◉ 各参加店協賛賞 等

みほ

ん

※当選は発送をもってかえさせていただきます。

〒989-1305 柴田郡村田町大字村田字西田51

TEL（ 0224）
83−2267 FAX（0224）83−5830

後援 村田町・村田町観光物産協会・道の駅村田・㈱まちづくり村田

murata̲sci@office.miyagi-fsci.or.jp
http://www.murata.miyagi-fsci.or.jp/

締切：10月31日（日）

2021 村田町

取 扱 店は
こちらです

生活応援
スタンプラリー
1 森の芽ぶき たまご舎ファームファクトリー

こだわりの飼料で育てた新鮮なたまごをはじ
め、お菓子や食事を提供しております。

9：00〜18：00（ラストオーダー17：30）
無休
村田町大字村田字迫91−15 TEL 0224−82−1811

9 とんかつ花綵

当店ではとんかつ定食、エビフライ定食など
があり、持ち帰り弁当、オードブルなど承り
ます。

11：30〜15：00 17：00〜19：00
第1・3日曜日
村田町大字村田字反町62−1 TEL 0224−83−3075
営業時間

定休日

10 そば処 金谷

金谷のそばは、地場産の良質なそば粉を使用
し、今が旬のふっくらぷりぷりしたかきメニ
ューがおすすめです。

営業時間

定休日

2 道の駅 村田

営業時間 11：00〜15：00 定休日 1月1日〜3日
村田町大字村田字金谷88−1 TEL 0224−83−5655

11 セブンイレブン 村田広畑店

道の駅村田には、
「美味しい」
と
「素敵」
がある。地場
で採れた、旬の新鮮野菜等が並ぶ即売コーナー。
他にもそら豆の加工品や漬物、村田ならではの味
から旬の味まで、多数の産物が並んでいます。

スタンプラリーを楽しみながら、これまで知
らなかった所に感動したと話しながら味わう
「秋のデザート」を取り揃えてお待ちしてい
ます。

営業時間 9：00〜17：00 定休日 年末年始のみ
村田町大字村田字北塩内41 TEL 0224−83−5505

定休日 無休
営業時間 24時間営業
村田町大字村田字広畑36−1 TEL 0224−83−1070

3 民話の里
手打そば
食堂

売店 9：00〜17：00
食堂11：00〜15：00
定休日 月曜日
村田町大字小泉肘石２ TEL 0224−83−4140
営業時間

4 ㈱田専

12 ドラッグセイムス村田小泉店

セイムスポイント会員様、毎週水曜日、日曜
日、現金ポイント10倍、60歳以上の方、シニ
アパスポート入会で毎月14、15、16、17日
店内商品５％OFF（一部除外品あり）

定休日 無休
営業時間 8：30〜21：45
村田町大字小泉字西浦90−1 TEL 0224−86−4070

13 木村屋菓子店

蔵の町の銘柄米・ひとめぼれ・つや姫・精米
及び玄米

おすすめ商品は、どら焼です。栗どら、生どら、
苺生どら、宇治抹茶どら焼の4種類！チョコレー
トケーキや、地酒ケーキ、ブランデーケーキも人
気商品です。ぜひご来店お待ちしております。

定休日 日曜日
営業時間 9：00〜18：00
村田町大字村田字町181 TEL 0224−83−2075

定休日 水曜日
営業時間 7：00〜18：00
村田町大字村田字町150 TEL 0224−83−2416

5 寝具の升健

店舗前に駐車場有り。
国家検定 “寝具技能士” がふとんを作ります。

定休日 第1・3日曜日
8：30〜18：00
村田町大字村田字町156 TEL 0224−83−2035
営業時間

6 総合衣料 マスダ

婦人服、紳士服、肌着、寝具などの秋物アイ
テムを幅広くご展示販売いたします。ギフト
品や学生衣料も取り扱っております。
■駐車場有
定休日 第1・3日曜日
営業時間 8：00〜18：30
村田町大字村田字末広町112 TEL 0224−83−2434

7 cafe 蔵人

14 らーめんせん家 村田店

せん家一番人気の味噌らーめん。大河原もち
豚で作った自家製餃子もご好評いただいてお
ります。お持帰りらーめん始めました。

11：00〜20：00
無休
村田町大字沼辺字河原田226−1 TEL 0224−86−5228
営業時間

定休日

15 天国と地獄の味噌拉麺 小京都村田町本店 だいずグループ

小京都村田町発祥の辛くない天国味噌と東北
一辛い地獄の味噌拉麺が名物の店。

平日11：00〜15：30 17：30〜22：00
土曜日11：00〜22：00 日祝日11：00〜20：30
定休日 火曜日
村田町大字小泉字西浦8−2 TEL 0224−86−5939
営業時間

16 ㈱山専

店蔵の中で、サイフォンコーヒーとホームメイ
ドケーキで、ゆったりとした時間をすごしてみ
ませんか?!

村田そば生産組合の生産したそばと小麦を原
料 に し た 焼 酎、そ れ ぞれ25°
と38°
（原 酒）あ
ります。

営業時間 10：00〜18：00 定休日 不定休
村田町大字村田字町75 TEL 0224−83−2243

定休日 日曜日
営業時間 9：00〜19：00
村田町大字村田字町186 TEL 0224−83−2053

8 丸金食堂

とり唐あげおみやげ １パック 550 円
なんばんみそ １パック 400 円

11：00〜14：00
日曜日・第2・4木曜日
村田町大字村田字広畑57−10 TEL 0224−83−2512

17 丹野屋菓子店

お気軽にお立ち寄り下さい。

営業時間

定休日

定休日 日曜日
営業時間 8：00〜18：30
村田町大字村田字末広町135 TEL 0224−83−2149

18 Le Cocon 藍

地元や国内で自然農法栽培された野菜や柑橘
類、全国のノウフク食材を中心に販売。カフ
ェでは美腸メシやスイーツをご提供いたしま
す（テイクアウト可）。

10：00〜17：00 定休日 月・火・水曜日
村田町大字村田字町35 TEL 0224−86−4114
営業時間

19 魚繁

お刺身盛り合わせおつくりします。
配達致します。
焼き魚、揚げ物もご用意しています。

10：00〜18：00 定休日 第1・3日曜日
村田町大字村田字町89 TEL 0224−83−2153
営業時間

20 山長ヤマダ（おもちゃのヤマダ）

27 けんちゃんち

自家栽培・自家製粉・十割そば

11：00〜15：00（土・日・月）
火・水・木・金
村田町大字小泉字北姥ケ懐45 TEL 0224−83−4846
営業時間

定休日

28 レストラン 城山

大好評！ランチタイムコーヒーサービス

お食事のお客様に限り11：00〜14：00までランチ
タイムコーヒーサービス実施中。美味しい食事と
コーヒーで“ほっ”とひと息おくつろぎください。

11：00〜17：00（ラストオーダー16：30）
第 2・4 月曜日（祝日の場合は翌日）
村田町大字村田字北塩内41 TEL 0224−83−5660
営業時間

定休日

29 菅原鮮魚店

取扱商品（つり具・おもちゃ・だがし）
ポケモンカード取り扱ってます。
楽しいもの取り揃えて待ってまーす !!

今が旬！
当店自慢のかつおのたたき
ぜひご賞味ください。

定休日 不定休
営業時間 8：00〜18：30
村田町大字村田字末広町23 TEL 0224−83−2228

定休日 日曜日
営業時間 9：30〜18：30
村田町大字村田字町101 TEL 0224−83−2411

21 Café bar Kippis

30 農家レストラン 森の栞

定休日 日曜日
19：00〜24：00
村田町大字村田字迫39 TEL 0224−87−6556

11：00〜18：00（要予約18：00〜22：00）
木曜日
村田町大字足立字北向119 TEL 0224−87−8818

夏の暑さを生ビールで冷やしてカラオケでス
トレス解消！！カクテルを見詰めながら夜にひ
たるひとときも！ ステーキにピザ、ナポリタ
ン！ 今宵もお待ち申し上げております。
「チラシを見た」でドリンク1杯サービス。
営業時間

22 阿部屋菓子店

きのこと里芋のクリームコロッケ期間限定2ケで350円。
地域の野菜を使った料理を提供する野菜ソムリエのいる
店です。
弁当やオードブルを予約で受けています。

営業時間

定休日

31 薬王堂 宮城村田店

梅羊かん、茶まんじゅう、がんづき等
販売しております。

地域の皆様の美と健康と豊かなくらしを応援
します。

定休日 第1・3日曜日
営業時間 8：00〜18：30
村田町大字村田字町15 TEL 0224−83−2011

定休日 無休
営業時間 9：00〜21：45
村田町大字村田字反町94−1 TEL 0224−83−5105

23 ㈲おおの

スタンプラリー
台紙

酒類・タバコ・食料品・菓子類・飲料類。
便利で身近な店です。

定休日 不定休
営業時間 8：00〜19：00
村田町大字村田字西田10−2 TEL 0224−83−2128

24 ㈲桜中味噌店

宮城県産の大粒大豆「ミヤギシロメ」と宮城
県産米の米こうじをふんだんに使用し、添加
物を一切使用せずに昔ながらの製法で製造し
ております。
定休日 第1・3日曜日
営業時間 9：00〜17：00
村田町大字村田字西70 TEL 0224−83−2204

25 齋藤屋

婦人服、紳士服、寝具、肌着、カーテン、
学校衣料品など取り扱っております。

定休日 日曜日
営業時間 9：00〜18：00
村田町大字小泉字川原田89−3 TEL 0224−83−2165

応募方法
応募用紙に必要事項をご記入の上、スタンプラリー参加店に
設置してある応募箱に投函して下さい。
ス
タン
プ

応募箱に投函

11：30〜14：00（昼の部）
17：00〜22：00（夜の部）
定休日 月曜日
村田町大字村田字東86−7 TEL 0224−83−6114
営業時間

※すべて違う店舗のスタンプを押して下さい。同じ店舗のスタン
プがある場合は無効となってしまいますのでご注意ください。

応募箱

− 明るく 楽しく 美味しく −
お待ちしています。

村田町内にあるスタンプラリー参加43店の中から3店でお買
物、または、お食事をし、お支払い時にスタンプをお店の人に押
してもらって下さい。スタンプを3つ集めると応募が出来ます。

ス
タ
ン
プを
集める

26 和風レストラン 一祥

スタンプラリーのやり方

32 田舎のそば処 千寿庵

37 葉坂米穀店

八十路坂
丹精込めて作るのは
香りただようそば千寿

村田町産ひとめぼれ、温麺取り扱っております。

11：00〜15：00
月曜日
村田町大字小泉字道端8 TEL 0224−83−5417
営業時間

定休日 日曜日
営業時間 8：30〜18：00
村田町大字村田字大槻下1 TEL 0224−83−2046

定休日

38 ドリーム整骨院

33 まこと寿司

「山菜そばセット」
1,000 円（税込）
常時提供しています。
（にぎり寿司、山菜そば、
お通し、
お新香）

体の不調や痛みはガマンすることなく筋肉の
コリやストレスをなくして、快適な毎日を過
ごすお手伝いをしていきます！

9：00〜13：00 15：00〜19：00
木・日・祝日
村田町大字村田字町202−1 TEL 0224−86−3317

11：00〜14：00 17：00〜22：00
火曜日
村田町大字村田字西田48−1 TEL 0224−83−4597

営業時間

営業時間

定休日

定休日

39 蔵キッチン とんがらし亭

34 グリーンパール納豆本舗㈲大永商店

あじわいふかく、なごみよく、えがおふれあう
ひと、まち、こころ、つどう時間、つどう場所
〜亭〜 どうぞごゆっくり御寛ぎ下さい。
「チラシを見た」でドリンク１杯サービス。

朝晩2 食、納豆習慣で、強い体を維持致しまし
ょう！

営業時間

8：00〜18：00 定休日 土曜日
村田町大字村田字町98 TEL 0224−83−2034

11：00〜14：00 日祝日11：00〜15：00
日曜日
村田町大字村田字迫39 TEL 0224−51−8443

35 ㈲レストランハウス リッキーズ

40 蕎麦 玄

定休日 火曜日
村田町大字村田字広畑63−1 TEL 0224−83−6388

定休日 月・火・水
営業時間 11：00〜15：00
（但し祝日は営業）
村田町大字小泉字荒芳賀12 TEL 0224−83−2632

営業時間
定休日

免疫力を上げてコロナに負けない身体を作りま
しょう！ 笑顔が一番！ リッキーズのランチ、セ
ットメニューは充実して美味しいです。ぜひ召
し上がって下さい。
営業時間 11：00〜21：00（ラストオーダー20：30）

9月上旬より新蕎麦を提供する予定です。
新蕎麦の香り、のどごしをお楽しみ下さい。

41 モリヤ村田店

36 ㈲岩手屋 まるいち酒店

毎週日曜日恒例の値切り市開催中（午後3時〜5時まで）。野菜、果物、
お魚、お肉（生
肉）表示価格より 1 割引。（一部の商品は除きます）

大人は、まるいち酒店に寄り道する。お車を
運転されない同乗者の方のみ旬の地酒を試飲
できます。極上の酔いをお楽しみ下さい。

8：00〜19：00
第１日曜日
村田町大字村田字末広町23 TEL 0224−83−2068
営業時間

定休日 無休
営業時間 9：30〜20：30
村田町大字小泉字西浦72 TEL 0224−82−1570

定休日

アンケート

以下のアンケートと、その下の応募欄に必要
事項をご記入の上、切り離し応募下さい。

地元小売店の利用状況は

地元小売店に期待する事は？

□ 週に１日以上利用している

□ 気軽に買い物できる場所

□ 月に

□ 子育て世代の生活の支援

日

地元小売店を利用する理由
□ 安心した商品（サービス）を
購入できる
□ 顔なじみの店主・店員がいる

□ 防災・防犯・安全・見守り機能

42 直売所 韮神や

米・豆腐・野菜・みそ・惣菜・漬物・弁当・手作りおからコロッケ

定休日 火曜日
営業時間 10：30〜18：00
村田町大字沼辺字牡丹山86−1 TEL 0224−52−6938

□ イベント等によるにぎわいの中心
□ 地域情報の発信
□ 住民の交流の場所

□ 地域の情報がわかる
ご感想、ご要望などがあればご自由にお書きください。
キ
リ ト リ

お名前
ご住所

齢
才

〒

電話番号

−

−

性

別

男・女

線

年

フリガナ

