
　2020.4.30現在

店舗・施設名 カテゴリ 所　在 電話番号 対応内容 営業時間等

あ 青い麦 飲食店 大船渡町字野々田12-34 27-9081 休業中

Another World Bar KEIJI 飲食店 大船渡町字野々田10-3 090-1708-0747 テイクアウト、デリバリー対応可

受付15:00～19:00

お渡し17:00～20:00

火曜日定休

※更新

Arrow.s 飲食店 盛町字権現堂1-1 22-7272 テイクアウト対応可

い イーストエイジア 飲食店 盛町字内の目12-4 27-5205 テイクアウト対応可

居酒屋どりーむ 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 27-9387 5/31まで臨時休業予定 ※更新

一番亭大船渡店 飲食店 盛町字下館下22-1 27-7228 テイクアウト対応可

う 海の幸ふるまいセンター
売店

飲食店
大船渡町字笹崎3-6 22-8310 テイクアウト商品有

売店7:30～19:00

食堂11:00～19:00

（L.O.18:00）

※水曜日定休

お オオフナトのケムリ 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 22-7772
テイクアウト、デリバリー対応可

5/1臨時休業

受付　11:00～

13:30/16:30～18:00

お渡し11:00～

14:00/17:00～18:30

木曜定休

※更新

御食事処岬 飲食店 末崎町字大浜221 29-3076 ～5/6まで臨時休業 ※更新

御食事処百樹屋 飲食店 盛町字内ノ目2－14 26-5123 テイクアウト対応可

鬼椿市民雑貨店
売店（雑

貨）
大船渡町字茶屋前3-2 26-3560 当面休業予定

およね食堂 飲食店 三陸町綾里字清水217-1 43-5463

4/29～5/6まで臨時休業

但し、前日までに連絡頂ければテイ

クアウト対応可（お店に電話が繋が

らない場合は090-9740-4953まで）

日曜、祝日定休

但し、GW期間中はテイ

クアウトのみ対応可

※更新

大船渡温泉 宿泊 大船渡町字丸森29-1 26-1717 4/16～5/6まで営業自粛

大船渡市立博物館 公共施設 末崎町字大浜221-86 29-2161 当面の間、臨時休館 ※更新

か 貝だしラーメン黒船second 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 47-5665
時短営業中、デリバリー対応可

5/1～5/10まで臨時休業

11:00～15:00、17:00～

19:30

日曜夜・月曜定休

海山酒場 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 47-4238

前日までに10個以上注文の場合テイ

クアウト、デリバリー対応可

当面の間臨時休業予定

※更新

海鮮の宿ごいし荘別邸

海さんぽ
宿泊 末崎町字大豆沢46-1 29-3170 ～5/6まで臨時休業

海楽荘 宿泊 末崎町字大浜39 29-3165 臨時休業中 ※更新

菓匠高瀬 売店 大船渡町字野々田10-3 27-1170
時短営業中

5/1～5/6まで臨時休業

9:00～17:00

水曜日定休
※更新

活魚すごう 飲食店 大船渡町字新田50-10 27-8886
時短営業中

テイクアウトメニュー有（要予約）

お昼のみ営業

テイクアウトの受取は

18:00まで

割烹うら嶋 飲食店 大船渡町字野々田22-18 27-0118 ～5/6まで休業

Café Marizoh 飲食店 猪川町字轆轤石5-9 22-8123 臨時休業中

Cafe Yuki Grandpa 飲食店 盛町字館下2-26 47-4850 テイクアウト対応可

カフェビアン 飲食店 三陸町越喜来字小泊102 44-2442 テイクアウト対応可 木曜日定休

かもめテラス
売店

飲食店
大船渡町字茶屋前7-31 0120-311-514 4/29～5/10まで臨時休業

かもめ商店 飲食店 大船渡町字野々田12-34 26-3993 臨時休業中

神無月 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 22-7707
テイクアウト、デリバリー対応可

4/29～5/6限定営業予定（予約制）
火曜日・土曜昼定休 ※更新

カワトク大船渡店 ギフト販売 大船渡町字野々田10-3 27-5155
5/1～5/6まで臨時休業

5/7～5/10時短営業

11:00～16:00

水曜日定休

カンノタクシー タクシー 大船渡町字砂森2-7 26-5151
4/27～当面の間、当面の間深夜営業

自粛
7:00～1:00

く くいもんや　わい 飲食店 大船渡町字野々田18-10 22-9996

～5/6まで休業

テイクアウトのみ対応（お店の電話

に繋がらない場合は携帯へ080-

4007-7158）

こ 碁石海岸レストハウス
飲食店

売店
末崎町字大浜221-68 29-2121 当面の間休業

碁石海岸インフォメーションセ

ンター
公共施設 末崎町字大浜 29-2359

～5/6まで休館

大駐車場及びトイレも閉鎖。
※更新

香善 飲食店 盛町字野々田12-34 27-9366 4/20～当面の間休業

こけし 飲食店 盛町字内ノ目1-28 26-2467 テイクアウト対応可

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応店舗等一覧



五葉温泉 娯楽 日頃市町字赤坂西風山1-5 22-5400

4/17～5/6まで臨時休業

※今後の状況により休業の期間延長

となる可能性がある

幸楽苑 飲食店 大船渡町字野々田11-12 47-5486 テイクアウト対応可

さ 栄寿し 飲食店 盛町字木町6-18 26-3541 テイクアウト対応可 10:00～19:00

西苑飯店 飲食店 大船渡町字野々田12-34 27-6522 テイクアウト対応可（麺類除く）

三陸おさかなファクトリー
売店

飲食店
大船渡町字野々田10-3 47-5309 5/1より当面の間休業 ※更新

サンリア
商業複合施

設
盛町字町10-11 26-3939

サンリア専門店4/22～5/6（時間短

縮）

ジョイスは平常通り

サンリア専門店10:00～

18:00

ジョイス9:00～21:00

し 食事処　秀っこねぇ 飲食店 三陸町越喜来字所通21-4 080-1820-7695 テイクアウト対応可 月曜日定休

食事喫茶羅萌依瑠 飲食店 末崎町字泊里137-1 29-2112 当面の間、臨時休業 ※更新

シティホテル山口 宿泊 大船渡町字新田42-13 27-5110 ～5/6まで営業自粛 ※更新

食事喫茶羅萌依瑠 飲食店 末崎町字泊里137-1 29-2112 当面の間、臨時休業 ※更新

す 鮨・季節料理ささき 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 26-3719 5/11まで臨時休業 ※更新

せ 世界の椿館・碁石 公共施設 末崎町字大浜280-1 29-4187 4/19～5/6まで臨時休館 ※更新

鮮魚うえの 売店 大船渡町字野々田10-3 27-5498 5/2より当面の間、臨時休業 9:00～17:30 ※更新

そ そば処とり井 飲食店 大船渡町字新田36-6 25-1717 当面の間休業

た たんぽぽ 飲食店 盛町字野々田12-34 22-7234 4/19～当面の間休業

ち ちぃぜる 飲食店 末崎町字内田7-2 090-7066-4265
テイクアウト対応可

※容器等ご持参頂く場合有
火曜日定休

ちっちゃなお店　天使の森 飲食店 大船渡町字野々田12-34 080-1843-8230 4/20～5/6まで休業

つ つばき亭 飲食店 大船渡町字丸森53-1 27-1531 当面の間休業

と ドトールコーヒー 飲食店 大船渡町字野々田10-3 47-5858 時短営業中・テイクアウト対応可 10:00～16:00

な 夏虫のお湯っこ 娯楽 三陸町越喜来字小出59-1 44-2600 4/27～5/10まで臨時休業 ※更新

生そば・お料理　千秋庵 飲食店 盛町字木町12-9 26-3043 テイクアウト、出前のみ対応 ※更新

の ノイマーレ 飲食店 大船渡町茶屋前3-2 47-4715

当面の間臨時休業予定

前日までにピザ５枚以上注文の場合

テイクアウト、デリバリー対応可

※更新

は THE BURGER HEARTS 飲食店 盛町字町9-5 090-2953-0997 テイクアウトのみ対応可

Hy's café 飲食店 大船渡町字野々田10-3 26-1303
テイクアウト、デリバリー対応可

5/5、5/6臨時休業

受付・お渡し11:30～

16:00

月曜日定休

※更新

HANABI 飲食店 大船渡町茶屋前3-2 22-7708 当面の間、臨時休業予定 ※更新

はなまるうどん大船渡店 飲食店 大船渡町字野々田22-3 22-9922 テイクアウト、デリバリー対応可

萬来食堂 飲食店 大船渡町字宮ノ前9-2 26-3763 4/30～5/6まで臨時休業
10:00～14:30（時短営

業期間中）
※更新

ふ 福祉の里センター 宿泊 立根町字田ノ上30-20 27-0294 当面の間、受付停止 ※更新

ま マイヤ スーパー

大船渡店:大船渡町字笹崎7-

1・赤崎店:赤崎町字諏訪前

38-13・大船渡インター店:

立根町字堀の内10-1

大船渡店26-0101

赤崎店47-3811

大船渡インター

店21-1200

4/29～5/6まで店舗営業時間等変更 21:00閉店

み 三浦屋 飲食店 盛町字町3-13 26-2447 テイクアウト対応可

道の駅さんりく

食事処「浜どこ」

売店

飲食店

三陸町越喜来字井戸洞95-

27
44-3241

4/27～5/10まで臨時休業

トイレ・駐車場のみ利用可能

美喜製麺 飲食店 大船渡町字台 22-7601 4/24～当面の間休業

や 焼肉・冷麺BeeBee 飲食店 赤崎町字佐野86-1 27-2411 4/20～当面の間休業

やすらぎの宿　廣洋館 宿泊 三陸町綾里字白浜95 42-2650
～5/6まで休業

今後の状況により変更の可能性有
※更新

山福 飲食店 大船渡町字野々田12-34 27-9172
4/22～当面の間臨時休業

テイクアウトのみ対応

ゆ 遊・YOU・亭夏虫 宿泊 三陸町越喜来字小出59-1 44-3711 4/27～5/10まで臨時休業 ※更新

よ 養老乃瀧 飲食店 盛町字内ノ目1-8 27-0504 4/20～当面の間臨時休業

よしの珈琲 飲食店 盛町字内の目3-3 26-2664 ドリンク類テイクアウト対応可

ら ラーメン専科大船渡店 飲食店 大船渡町字野々田25-9 27-9074 テイクアウト対応可

ラーメンハウスどんぐり 飲食店 大船渡町字野々田12-34 090-6220-1587 当面の間、臨時休業

RACCOS BURGER OFUNATO 飲食店 大船渡町字茶屋前3-2 47-5009 テイクアウト、デリバリーのみ対応
17:00～20:00

木曜定休

龍華 飲食店 盛町字町6-39 26-3772 ～5/6まで臨時休業 ※更新

わ 湾岸食堂 飲食店 大船渡町字野々田10-3 47-4131
テイクアウト、デリバリーのみ対応

4/30、5/6臨時休業

受付(昼)9:00～

13:00/(夜)9:00～19:00

お渡し(昼)11:30～

14:00/(夜)17:00～20:00

木曜昼、日曜定休

木曜昼、日曜定休

※更新


