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2018

本格パンを均一価格で揃える新ベーカリー

OPEN

に揃うパンのほとんどが 120円均一価格 なのでリーズナブル

10.20

京都の人気店『PETITBLANC』の姉妹店が東北初上陸。豊富
に購入できるのもうれしい。

●Blèdòr
ブ レ ド ー ル

1仙台市若林区大和町2ー11ー10 2022ー355ー8500
39：00〜19：00※完売次第終了 4水曜

河北仙販

2018

見た目も美しい多彩なパンに心もアップ！

OPEN

みずしい味わいをとじ込めた惣菜パン、全粒粉で仕立てたハー

12.23

桃の節句も過ぎ、寒さも和らいできたようです。

ド系まで、常時70種類ほどをラインナップ。

● UP!BAKER

「
」の創刊号にたくさんの
ご声援、
ご意見をいただきありがとうございます。

ア ッ プ ベ イ カ ー

京都発! デニッシュ食パン専門店が誕生

さて、右下にある「注目イベントPICK UP！」で紹介しております
「伊達美味マーケット」の「宮城カレー計画」のブースに
スタッフも応援参加いたします。

京都・祇園の人気手土産としても愛されているデニッシュ食パ
ン専門店が仙台初登場。クロワッサンのように薄いパン生地が
幾層にも重なった新しい食感を楽しもう。

小

カレーを食べて宮城の食材、お米を応援しよう！
おいしい宮城のカレーを食べに足をお運びください。

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

宮城＆山形、春のパンまつり！
特製皿はもらえませんのでご注意を
年明け早々、沖縄へ行ってまいりました。
ポークたまごおにぎりから始まり、沖縄そば、

3月

毎日開催 アエルの日替わりパン屋さん

〜

3

は、宮城＆山形のおいしいパンを紹介してい

24

日

話題の新ベーカリーまで、各店自慢のメニューを取材しまし
〜

3

よ。店頭販売のほか、
３月28日
（木）
・29
達美味マーケット」の特別ブースでも販
売いたします。コラボパン以外のパンも
取り揃えておりますので、ぜひ遊びに来
てくださいね。ちなみに写真のパンは、
羽生結弦選手祝賀パレード
（昨年６月号
掲載）がテーマの「にこにこユズ ブラッ
ク」
「うっとりユズ ホワイト」
（各300円）
。

31

日

12

金

12 、13 、14 、15
26 、27 、28 、29
火

水

木

金

火

水

木

金

出張カキ小屋 牡蠣奉行

【土･日･祝日限定】ステーキ＆寿司食べ放題

春風亭昇太さんとブルースカイオーケストラさん

〜あるようでなかった落語と音楽のミックス・ショーケース〜

スインギー奥田率いるビッグバンドの演奏に
のせて、春風亭昇太が落語を披露。
a東京エレクトロンホール宮城 大ホール
q東京エレクトロンホール宮城 2022ー225ー8641

、

伊達美味マーケット inサンモール一番町
サンモール一番町商店街で開催される人
気のマルシェイベント。３月28日
（木）
、29

ーのパンを購入することができる。さらに、

aホテル メルパルク仙台 B1F レストラン『Foresta』 qホテル メルパルク仙台
2022ー792ー8883 9https://www.mielparque.jp/sendai/

4

3

aアエル２F くだりエスカレーター側 qショップ＆ワンダー アエル
2022ー723ー8000 9https://www.sendai-aer.jp

土･日曜･祝日の17:30〜21:00に開催。大人
3,900円、小学生2,000円、未就学児500円。

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

仙台市内・近郊で開催されるイベントをピックアップ。
「
」片手にお出かけしよう!

日
（金）
の２日間はS-styleコラボブースも登

aパルコ２ 屋上 q仙台パルコ
2022ー774ー8000（大代表） 9https://sendai.parco.jp

た。中でも注目は、S-styleとパン屋さんのコラボ企画。編集

ボ ロ ニ ヤ せんだい

宮城県内の人気パン屋が日替りで出張販売。
出店スケジュールはアエルHPをチェック！

炭火で食べる旬のカキと海産物の海鮮バー
ベキューをお腹いっぱい楽しもう。

ます。地域で長年愛される老舗パン屋から

日
（金）
にはサンモール一番町商店街「伊

OPEN

1仙台市若林区蒲町20ー8 2022ー253ー7318
310：00〜18：00※完売次第終了
4日曜

PICK UP!

ようで、するするっと飲めてキケンでした。さ

部の思い出を形にした３種類のコラボパンが誕生しました

●ボロニヤ仙台

注 目 の イベ ント

嫌いだった 泡盛 は意外にも身体に合った

うすぐそこ。現在発売中のS-style３月号で

2019

2.9

もずく天ぷら、ステーキなどを満喫。飲まず

て、
宮城に戻ってみれば寒さも和らぎ、春はも

定禅寺本店

1仙台市青葉区立町26ー10 シエロ立町ビル１F 2022ー393ー8832
38：00〜19：00 4不定休

いただいた貴重なご意見を基に、
より楽しめる紙面づくりを目指します。

す！
内で
山

大崎産小麦のやさしい甘さを引き出した食パンに、野菜のみず

場。３月号パン特集で紹介されたベーカリ
仙台･宮城のカレー好きが集まった謎の集
団「宮城カレー計画」
によるカレー弁当やル
ウ販売、カレーに合うお米販売など、寒さも
吹き飛ばすユニークなブースも要チェック。
aサンモール一番町商店街アーケード内 q伊達美味マーケット事務局
2022ー714ー8329（受付時間 9：30〜18：00） 9http://www.dateumamarket.jp

にしき食品プロデュース

「ごちそうレトルトカレーを愛すルゥ会」
3/21
（木・祝）11：30〜22：30

aべろべろBar北目くん 1仙台市青葉区北目町1ー45

宮城カレー計画プロデュース

「おうち創作カレーを愛すルゥ会」

宮城カレー計画
関連イベント

3/28（木）19：00〜21：00

a綴cafe 1仙台市青葉区北目町4ー7 HSGビル１F

宮城カレー計画プロデュース

「ハッシュタグで投稿すルゥキャンペーン」

3/1
（金）
〜31
（日）
「#宮城カレー計画」のハッシュタグを付けて投稿した方から抽選でプレゼン
トが当たるキャンペーン
※イベント詳細はFacebook「宮城カレー計画」ページをご確認ください
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ゼンリン
『2019年度版道の駅旅案内
全国地図』

自慢

道の駅ファンのバイブル「道の駅旅案内」
。
2019年度版の特集はふるさとグルメ。道
の駅で買える＆味わえる、ご当地ならでは
の美味をたっぷりと紹介する。

10
名様

りん か

安西 梨芽ちゃん（1歳）
な ゆ た

落合 那由多くん（5歳）
うた
詩ちゃん（1歳）

ほーむず珈琲
ブレンド薪火焙煎コーヒー（200ｇ）

5

名様

薪火焙煎 は、薪火の比較的温度の低い遠
赤外線でコーヒー豆を焙煎。遠赤外線は豆
の芯まで直接熱を入れることができ、内側
からムラなくふっくらと豆の持つ個性を出
して煎ることができる。

こう や

小野寺 耕也くん（4歳）

1仙台市若林区沖野1ー40ー1
2022ー285ー1623
38：45〜15：00 4日曜、祝日

5

名様
はるな

あか り

り ひと

門真 燈里ちゃん（3ヵ月） 二階堂 陽乃ちゃん（8ヵ月） 佐々木 理人くん（1歳）
【応募方法】郵送

【応募方法】直接

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

メンズヘアー
ジェントルマン
ヘアカット無料券

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

寝ているだけで褒められたい

乱雑を極める小舎のレコード棚だが、毎年３月、
あの日
に向けて必ずその在りかを確認しておくレコードが

2011年の秋、ジャズフェス出演グループが鎮魂の音、
祈りの音としてこの音を出した。小舎も真似っこし
て、毎年あの日のあの時刻にレコードから

ある。古いオーディオチェック盤だ。ステレオ

〈クリネックスティシュー至高「羽衣 星」
１箱、
クリネックスティシュー至高「羽衣 霞」
２箱〉
天女がまとう羽衣のように、空へも飛び
立てるような軽やかな１枚１枚を４枚重
ねに。すべてにこだわった最高級ティシ
ュー、クリネックス至高「羽衣」
「究極の
薄さ」だから実現した天にも昇る使い心
地を楽しもう。

ひ ま り

狭山 陽麻莉ちゃん（3歳）

【応募方法】QRコー
ド

自慢のお孫さんの写真のほか
「氏名」
「年齢」 河北仙販各支店に直接
お届け、または河北仙販
「性別」
を記載し下記住所まで郵送
社員に手渡しも可
〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課
「孫自慢」係

クリネックス最高級ティシュー
至高「羽衣」3箱セット

3

名様

すべてのお客さまに満足していただ
けるよう低料金で親切、丁寧を心が
けている
『メンズヘアージェントルマ
ン』
。キッズから高校生、おしゃれな
大学生、ビジネスマンの方など利用
者のニーズに応えてくれる。
1仙台市青葉区中央2ー6ー6
タベイビル3F
2022ー265ー6577
39：00〜20：00、
４月以降は10：00〜
20：00 43月は無休
9https://blow415.crayonsite.net

全盛時代、装置のオマケとしてご近所の家

440Hzの「ラ」
を流すことに決めている。表

電屋さんにもオーディオチェック用の盤は

通り、アーケードの下では黙祷を呼びかけ

【応募方法】郵送

【応募方法】QRコー
ド

置いてあった。蒸気機関車が部屋の右から

る放送が流れる時間帯だ。できれば明日は

左に走り去るといった音源が入っていたも

暖かい日になればいい。窓を開けて、大音量

はがきに「希望の商品名」
「住所」
「氏名」
「電話番号」
を記載し下記住所まで郵送

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

でその時を迎えたい。

のだ。お目当ては「440サイクルの国際A
音」
。古いね。周波数の単位がヘルツじゃない
んだ。440HzのA音といえばピアノのほぼ中央、ハ
長調なら４オクターブ目の「ラ」の音に当たる。オーケス
トラのオーボエがチューニングで出すあの音だ。
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キ

ジ ト ラ こーひーしゃ

キジトラ珈琲舎
1仙台市青葉区一番町2ー7ー3 ベアービル5F
2022ー796ー3933 4水曜

〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課「読者プレゼント」
係

応募締切 2019年3月31日
（日）
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