
地区 事業所名 業種 郵便番号 住所 電話番号 代表者名

［上組町］

ナ行 NoTo　GENERAL　STORE（facebook) カフェ・喫茶店・居酒屋 028-0517 遠野市上組町2-24 0198-68-3777 松田　成人

NoTo　GENERAL　STORE（インスタグラム）

［穀町］

カ行 ことの葉 居酒屋 028-0516 遠野市穀町1-7 070-2430-5108 浅沼　美佐子

［中央通り］

居酒屋　祭り 居酒屋 028-0523 遠野市中央通り11-20富士ビル1F 0198-68-3839 松田　良恵

梅寿司 寿司店 028-0523 遠野市中央通り11-13 0198-62-4834 菊池　英二

お休処　やおちゅう カフェ・喫茶店 028-0523 遠野市中央通り4-45 0198-62-3043 酒井　昌弘

くいしんぼ　ちから 居酒屋 028-0523 遠野市中央通り10-4 0198-62-1771 新田 力

Commns Space カフェ・喫茶店 028-0523 遠野市中央通り5-32 0198-68-3544 林　篤志

コリアンキッチン　かじゃな 食堂 028-0523 遠野市中央通り10-13 0198-62-2655 光本　龍子

サ行 魚っこや 居酒屋 028-0523 遠野市中央通り10-7 0198-60-1558 芳賀　珠機

タ行 遠野食楽市場　いちい 居酒屋 028-0523 遠野市中央通り10-10 0198-66-3511 佐々木　友一

ハ行 ばんがり　伊藤家店 食堂・ラーメン店 028-0523 遠野市中央通り2-11 0198-60-1110 阿部　勝司

マ行 まるまん　じんぎす館 食堂 028-0523 遠野市中央通り1-8 0198-60-1185 北湯口　京子

ヤ行 ㈲やなぎ屋 宴会場 028-0523 遠野市中央通り9-17 0198-62-3159 沼里　博

ラウンジ寿々 スナック 028-0523 遠野市中央通り10-14 0198-64-2920 菊池　宮子

料理茶屋　あべ家 食堂・レストラン 028-0523 遠野市中央通り4-34 0198-62-0077 阿部　隆

［新穀町］

桂 スナック 028-0522 遠野市新穀町3-6 0198-62-8131 菊池　末子

喫茶　待月 カフェ・喫茶店 028-0522 遠野市新穀町3-1 0198-62-2436 中竹　千早

グランブルー スナック 028-0522 遠野市新穀町6-31　2F 0198-62-0102 柳田　美季

恋灯り 居酒屋 028-0522 遠野市新穀町6-31 0198-62-8781 斉藤　トメ

酒蔵　待月 居酒屋 028-0522 遠野市新穀町3-1 0198-62-2436 中竹　千早

詩季 カフェ・喫茶店 028-0522 遠野市新穀町2-9 0198-60-2808 荒田　和子

鮨木むら 寿司店 028-0522 遠野市新穀町6-30　ケーワンプラザ1F

小料理　鈴音 小料理 028-0522 遠野市新穀町6-30　ケーワンプラザ2F 090-7074-0978 菊池　久実子

ア行

ラ行

サ行

カ行

カ行

【上組町】

【穀町】

【中央通り】

【新穀町】

https://ja-jp.facebook.com/notogeneralstore/
https://www.instagram.com/noto_general_store/
https://www.facebook.com/%E3%81%8A%E4%BC%91%E5%87%A6-%E3%82%84%E3%81%8A%E3%81%A1%E3%82%85%E3%81%86-397939076942821/
https://www.commonsspace.jp/


スナック　宴 スナック 028-0522 遠野市新穀町7-5 0198-62-0723 加倉　勉

スナック　天馬 スナック 028-0522 遠野市新穀町6-8 0198-62-2460 馬場　サツエ

炭火焼　語りべ 居酒屋 028-0522 遠野市新穀町6-28 0198-62-2471 菊池　晴美

DAKKE 居酒屋 028-0522 遠野市新穀町2-3 080-9256-2288

Deん～隠れ家～ 居酒屋 028-0522 遠野市新穀町7-13 0198-62-4941 高宏　美鈴

ナ行 日本料理　旬菜和田 食堂・レストラン 028-0522 遠野市新穀町2-12 0198-62-0266 和田　大地

ハ行 紅屋 寿司店 028-0522 遠野市新穀町6-7 0198-62-3764 久保田　満

カ行 紙風船 食堂・ラーメン店 028-0522 遠野市新穀町1-11 0198-62-0310 立花　武男

ハ行 ばんがり　とぴあ店 食堂・ラーメン店 028-0522 遠野市新穀町1-11　とぴあ1階 080-5543-7533 阿部　勝司

［大工町］

マ行 むら耕 宴会場 028-0527 遠野市大工町4-5 0198-62-5723 村上　健吾

［早瀬町］

サ行 ジンギスカンのあんべ 食堂 028-0542 遠野市早瀬町2-4-12 0198-62-4077

［遠野町］

ハ行 B＆Bカフェ　やまがら文庫 カフェ・喫茶店 028-0514 遠野市遠野町31-41-32 0198-62-0787 前田　直

［新町］

ア行 あえりあ　遠野 宴会場・食堂・レストラン 028-0524 遠野市新町1-10 0198-60-1700 佐々木　弘志

［松崎町］

タ行 (有)遠野食肉センター 食堂 028-0541 遠野市松崎町白岩20-13-1 0198-62-2242 千葉　典明

ハ行 宝介　遠野店 ラーメン店 028-0541 遠野店松崎町白岩1-10-6 0198-60-2320 川野　盛久

ワ行 和風レストラン　まるまつ　遠野店 食堂・レストラン 028-0541 遠野市松崎町白岩15-27-1 0198-60-1666 永山　翔一

［附馬牛町］

タ行 遠野ふるさと村　レストラン 食堂・レストラン 028-0661 遠野市附馬牛町上附馬牛5-89-1 0198-64-2300 松本　知浩

タ行

サ行

【新穀町とぴあ内】

【大工町】

【早瀬町】

【遠野町】

【新町】

【松崎町】

【附馬牛町】

https://m.facebook.com/pages/De%E3%82%93%E9%9A%A0%E3%82%8C%E5%AE%B6/133033143409026?locale=ja_JP
https://www.facebook.com/むら耕-351680652103686/
https://www.anbe.jp/
http://www.tonotv.com/members/yamagara/
http://www.aeria-tohno.com/
http://www.re-marumatu.co.jp/
http://www.tono-furusato.jp/


［土淵町］

カ行 かっぱの茶屋 カフェ・喫茶店 028-0555 遠野市土淵町土淵7-46 0198-62-3777 留場　和夫

たかむろ水光園 宴会場・食堂・レストラン 028-0553 遠野市土淵町柏崎7-175-2 0198-62-2839 鈴木　充

伝承園 食堂など 028-0555 遠野市土淵町土淵6-5-1 0198-62-8655 菊池　美保

ア行 味蔵 食堂 028-0531 遠野市綾織町新里14-21-1 0198-60-1788 菊池　健八

カ行 カフェレストラン・小宿・しゃむねこ亭 カフェ・レストラン 028-0533 遠野市綾織町上綾織18-16 0198-62-2276 新田　修

タ行 遠野風の丘 食堂・レストラン 028-0532 遠野市綾織町新里8-2-1 0198-62-0888 堀内　朋子

ハ行 ばんがり　青笹店 食堂・ラーメン店 028-0501 遠野市青笹町糠前1-36-1 0198-62-0155

ヤ行 洋風居酒屋　キッチンひびき 居酒屋 028-0304 遠野市宮守町下宮守26-145-5 0198-67-2941 菊池　伴美

タ行

【土淵町】

【綾織町】

【青笹町】

【宮守町】

https://www.facebook.com/kappatonogo/
http://www.tono-suikouen.jp/
http://www.densyoen.jp/
http://kazenooka.tonofurusato.jp/

