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名曲に身をゆだねるコーヒータイムを
音楽とコーヒーを愛する店主が営む店。小型焙煎機で少量ずつ
煎った豆を丁寧にドリップした一杯を提供する。クラシックやジ
ャズなど店内に流れる往年の名曲と共に味わおう。

●キジトラ珈琲舎
キジトラこーひーしゃ

1仙台市青葉区一番町2−7−3 ベアービル5F 2022−796−3933
312：00〜22：00 4水曜

琥珀色の空間で味わう至高のブレンド

河北仙販

その時々の旬の豆を使ったブレンドが自慢。あえて食事メニュー

「

」~1st Anniversary~

は設けず、コーヒーはブレンドの薄口、中濃、濃口、特濃のみ。マ
スターの真摯な姿勢が作る至高の一杯を堪能して。

みなさまのご愛読のおかげであっという間に創刊1周年を迎えました。
というわけで今号の
「PRESENT」
はいつもよりちょっと豪華ですよ！
たくさんのご応募をお待ちしています。
2年目も
「仙台の注目情報」
をイイトコドリするよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

●自家焙煎珈琲

A
S TIME
ア ズ タ イ ム

1仙台市青葉区一番町3−1−21 保原屋ビルB1F 2022−225−7558
310：30〜18：30（木曜、
日曜、祝日12：00〜17：30） 4不定休

仙台の喫茶史に名を刻む老舗の味を堪能
仙台で初めてコーヒー豆の自家焙煎を手がけたことで知られる、
1970年創業の老舗カフェ。深煎り豆特有の苦みが楽しめるオリ
ジナルブレンド片手に、至福のひとときを過ごそう。

●カフェ・プロコプ

川

なお、2月10日
（月）付の河北新報朝刊は休刊日のためお休みさせていただきます。

元

です！

編集人の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

S-styleは2020年3月25日に
創刊45周年を迎えます
センパン読者のみなさま、はじめまして。S-style・Kappo編
集人の川元です。弊社編集の「Senpan」
をお読みいただきあり

2月

注 目 の イベ ント

PICK UP!
開催中

女川どんぶり

（笑）
。たまに仙台オヤジ編集者として河北新報に登場しており
2020年になり、
あれよあれよという間に2月です。早いもので
す。S-styleは2月号「仙台・宮城 ラーメン総選挙」が好評発売
中ですが、3月には創刊45周年という節目を迎えます。創刊号の

2

4

火

レストラン『シェフズ テラス』
リニューアル

声をあげ、今年45歳になります。仙台の催事や文化、飲食店情
て貴重な記録媒体だと思います
（手前味噌ですが）
。今回は「せ
んだいタウン情報 S-style 45祭」
として、

開催中 〜

2

「サロン・デュ・ショコラ」完全攻略ガイド

開催中 〜

サロン・デュ・ショコラ

2

14

金

キットカットショコラトリー

パティシエ髙木康政が全面監修した「プレミ
アムキットカット」
を届ける専門店。
aS-PAL仙台 東館2F 青の葉デイリーマーケット入り口脇特設会場
qS-PAL仙台 2022−267−2111 9http://www.s-pal.jp

バレンタインチョコレート2020

3

29

日

齋理の雛まつり

a蔵の郷土館 齋理屋敷 q蔵の郷土館 齋理屋敷
20224−72−6636

2

15

土

〜

3

8

第４回 春のかくだどんぶりまつり

日

地元産食材を使ったどんぶりまつりを開催。
豪華景品が当たるスタンプラリーも。
a角田産食材提供店15店舗 q角田市商工観光課
20224−63−2120

2

16

日

〜

2

a仙台三越 本館7F ホール q仙台三越
2022−225−7111 9https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html

開催中 〜

金

豪商・斎藤家に伝わる江戸時代のお雛様を中
心に、雛祭りにちなんだ収蔵品を展示する。

バラエティ豊かなチョコレートブランドが一堂
に会する恒例イベントを今年も開催！

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

緒に盛り上げていきましょう！

【注目特集】1月30日（木）〜2月14日（金）に
仙台三越で開催

14

金

14

aウェスティンホテル仙台 1F ペストリーショップ qウェスティンホテル仙台
2022−722−1234 9https://www.the-westin-sendai.com

q仙台ロイヤルパークホテル 2022−377−2111
（予約問合 10：00〜20：00） 9https://www.srph.co.jp

報が通巻664号にわたって収められているわけですから、改め

仙台・宮城ラーメン総選挙2020

2

1粒で2種の味わいを楽しむ「ボンボンショコ
ラ」
など、バレンタインを演出する逸品を用意。

ホテル開業25周年を記念し、
レストラン
『シェ
フズ テラス』
がオールデイダイニングに。

発売が1975年3月25日。全国で2番目に古いタウン誌として産

【巻頭特集】エリア別総合／ジャンル別ランキング

開催中 〜

a女川町内飲食店 q女川町観光協会
20225−54−4328

ますので、以後お見知りおきを。

ョンを実施していく予定です。みなさん、一

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!
「

海の街・女川では海鮮丼や天丼など、各飲食
店で個性あふれるオリジナル丼を提供中。

がとうございます。一周年のタイミングで満を持しての登場です

さまざまな特集企画、イベント、プロモーシ

1仙台市青葉区一番町4−5−2 むさしビル2F 2022−227−2045
312：00〜18：00 4火曜

26

水

第17回
全国駅弁大会とうまいもの市

個性豊かな駅弁をはじめ、話題のスイーツな
ど日本中の うまいもの が大集合！
a藤崎 本館7F催事場 q藤崎
2022−261−5111 9https://www.fujisaki.co.jp

2

16 17
日・

3

月・

8 9
日・

月

仙台いちごの
スイーツビュッフェ

4種の仙台いちごを使ったスイーツを思う存分
味わおう。好評につき事前予約がおすすめ。
a仙台国際ホテル 1F『コーヒーハウス』 q仙台国際ホテル 1F『コー
ヒーハウス』 2022−268−1104 9http://www.tobu-skh.co.jp
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P RESENT

プレ ゼ ント
日本製紙クレシア
「スコッティカシミヤ ティシュー 寿」
440枚(220組)×10箱セット
ハレの日をイメージしたデザインの、高品
質パルプ100％を使用した肌にやさしい
ふんわりティシュー。カシミヤを思わせる
ソフトな感触は、デリケートな顔のお肌の
ケアにぴったり。

3

3

名様

アイリスオーヤマ
生鮮米 ギフトBOX 2.（3合×6種）
食べ比べセット

名様

山形県山形市
蔵造り蕎麦本舗「土谷」
月山山菜付そばうどんセット
外気に影響されず、日光、湿気を受け付けない土
蔵の中で、熟練した職人が麺を打ち、手間ひまか
けて一つひとつ丹念に造り、長時間自然乾燥した
古式豊かな麺の逸品「蔵造り蕎麦」
。そばそうめ
ん、なめこそば、うどん各2把と、月山大井沢の山
菜水煮2袋をセットで5名様に。

3

名様

「ホテル蔵王メッツ」
ペア宿泊券
蔵王山麓の豊かな自然に抱かれた、源泉100％の天然温泉とソースからすべて手
作りする本格フレンチが自慢の「ホテル蔵王メッツ」
。新緑の季節の清々しい景色
も魅力的なこのホテルの宿泊券をペアで1名様にプレゼント。
※１組２名様、7月末日まで有効。平日・日曜限定。GWや大型連休などの繁忙期を除く。

なんで買ったかは忘れた。
「ザ・ベスト・オブ・ラジ
オ・ルクセンブルグ」
なるアルバムが棚から出てきた。

英本国でポップス番組がヒットした60年代だ。
アルバムは1966年発売。英国内の小ヒットとと
もに米R&Bのヒット曲やキャロル・キング作

知らない演奏家ばかりのオムニバス。お、
イーグルスだと？ 野球じゃないイーグ

品のカバーが並ぶ。ビートルズ以前の、

ルス。アメフトでもないイーグルス。

サンレモ音楽祭やユーロビジョンコン

だがしかし西海岸のあのイーグルス

テストの頃の「英国における米国ポッ

ですらない。スティールギターがまる

プス輸入代理店」といった趣きが、

でサント＆ジョニーぢゃ。あなたはだ

２１世紀の耳にやけにぬるくて心地
よい。

あれ？ イーグルス。

蛇の道は蛇なサイトでくだんのイー

ラジオ・ルクセンブルグは1930年代

グルスを調べてみる。
「ホテル・カリホーニ

に誕生し70年代まで続いたちょっと訳あ
りのラジオ局だ。ラジオ草創期の英国が公共放送
BBC（英国放送協会）
による電波の独占を認めたた

アのあのグループとは別モノよ〜」
と朗らかに高
らかに注釈がついていた。

め、ラジオの商業利用を企てた事業家が小国ルクセ
ンブルグに超大型アンテナを立てて英国向け英語プ
ログラムを流していた。局のピークは二度。もくろみ
がまあ当たった30年代と、米国音楽輸入制限下の
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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

【応募方法】QRコー
ド

5

専用QRコードから応募
フォームにアクセス

名様

めんこ
なり
ぎ

孫

!

寝ているだけで褒められたい

2020年2月29日（土）

※どなたでも応募できます

い

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

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

応募締切

にしきやのごちそうレトルト。じっくり時間と手間を
かけたおいしさ、できたてを鍋ごとお届けしたい。そ
んな想いでつくったのが『ごちそうレトルト』
。本物
のレトルトです。レモンクリームチキンカレー、ガー
リックシュリンプカレー、
ラタトゥイユカレー、豚角煮
カレー、牛すじカレー、野菜ゴロゴロカレー、
コーンポ
タージュ、ふかうら雪人参ポタージュ、クラムチャウ
ダー、
かぼちゃチャウダーの10種セットを3名様へ。

い

1

名様

【応募方法】郵送

〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課「プレゼント」
係

にしきや
「ごちそうレトルト」10種セット

ペア

有名ブランド米の中から6銘柄（新潟県魚沼産こ
しひかり、北海道産ゆめぴりか、山形県産つや姫、
宮城県産ひとめぼれ、北海道産ななつぼし、宮城
県産ササニシキ）
を食べ比べできる合計2.7kgの
贅沢セット。

自慢

【応募方法】郵送

自慢のお孫さんの写真のほか
「氏名」
「年
齢」
「性別」
を記載し下記住所まで郵送

カン・アドナンくん
（1歳3ヵ月）

さとうけいかん

佐藤桂冠くん
（5歳）

〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課
「孫自慢」係
【応募方法】直接

河北仙販各支店に直接お届け、または
河北仙販社員に手渡しも可
【応募方法】QRコー
ド

専用QRコードから応募
フォームにアクセス

いちかわれんと

市川蓮斗くん
（3歳）

こばやしれお

小林怜央ちゃん
（3ヵ月）
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