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春 のイチゴ 狩 り情 報

2020年3月8日発行

ジューシーな果肉たっぷりの真っ赤な宝石が食べ放題
食べる宝石 と評される
「ミガキイチゴ」の生産ハウスを期間限定で開
放中！ 完熟した旬の大粒イチゴを30分間存分に堪能できる。コンデ
ンスミルクや、追加料金でチョコレートも！
【山元町】
●ICHIGO WORLD（イチゴ ワールド）
30分食べ放題／〜5月5日
（火・祝）
：大人（10歳以上）2,000円、子ども
（4歳以上）
1,000円、
3歳以下無料、5月6日
（水・休）
〜5月31日
（日）
：大人（10歳以上）
1,500円、子ども
（4歳以上）
700円、3歳以下無料※チョコレートディップ各＋200円 練乳1個無料、2個目から500円
要予約 【期間】
〜5月31日
（日）

60分食べ放題でたっぷりとイチゴ狩りを満喫しよう

河北仙販

60分と通常より長くイチゴ狩りを体験できるこちらでは、甘みが強い
「紅ほっぺ」
とジューシーで酸味がある
「章姫」が収穫できる。 中腰に
ならずとも収穫できるように と工夫して作られたハウスも自慢。

桃の節句も過ぎ、

【石巻市】
●イチゴ摘み取り農園 ベリーズファーム FUSHIMI（ベリーズファーム フシミ）

仙台にも春の気配が感じられるようになりました。
「
」一周年記念号には

60分食べ放題／〜３月31日
（火）
：大人（中学生以上）
1,800円、小学生1,300円、未就学児
1,000円、
４月１日
（水）
〜４月30日
（木）
：大人（中学生以上）
1,600円、小学生1,100円、未就学
児800円、
５月１日
（金）
〜終了日：大人（中学生以上）
1,300円、小学生800円、
未就学児500円 予約不要※10名〜要予約 【期間】
〜５月末頃

たくさんのご声援をいただき、ありがとうございます。
これからも皆様の「ちょっとお役に立てる」情報を

濃厚な甘さがたまらない人気品種を心ゆくまで堪能

お届けしたいと思います。

6棟の大型ハウスで栽培される
「とちおとめ」
が30分間食べ放題！ そ
のままでも甘いイチゴに、練乳をかけたり、オプションで生クリームや
チョコディップをつけて食べられるのもうれしい。

●ラ・フレーズ【名取市】

なお、3月16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。

30分食べ放題／〜4月5日
（日）
：大人2,000円、子ども
（4歳以上）
1,100円、4月6日
（月）
〜5月
6日
（水・休）
：大人1,800円、子ども
（4歳以上）900円、5月7日
（木）
〜5月31日
（日）
：大人1,500
円、子ども
（4歳以上）700円※3歳以下無料、70歳以上または福祉手帳提示で半額 要予約
【期間】
〜5月31日
（日）

小

※新型コロナウィルスの影響を考慮しまして、今号のイベント情報は掲載を見送らせていただきます。

す！
内で
山

編集長の間借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

３月号は春の新作サンドウィッチ
４月号はサンドウィッチマンが登場！
春らしい陽気と共にお届けするS-style３月号は「パン＆
スイーツ」特集です。春の新作を中心に、SNS で話題のフ
ルーツサンドやサンドウィッチも紹介。テイクアウトだけで
はなく、 持ち帰らないおいしさ を楽しめるイートインスイ
ーツもピックアップしました。また、地元の女性アナウンサ
ーの皆さんにご登場いただき、
「贈りたいおやつ」
と
「もらっ
てうれしいおやつ」
を聞きました。おいしさはもちろん、パッ
ケージも可愛いおやつと、才色兼備なアナウンサーの笑顔
がどちらも楽しめる、華やかな誌面となりました。
さて、いよいよ次号４月号は「せんだいタウン情報」45
周年記念号。
「せんだいタウン情報」
とほぼ同い年であるサ
ンドウィッチマンのお二人が、編集部へ
お祝いに来てくれたのです！ その模様
は４月号（3月25日発売）
でたっぷりとご
紹介いたします。

【巻頭特集】おいしくて可愛い 新作&限定メニュー

「春の最新スイーツ＆パン」
特集
【注目特集】SixTONESがサプライズ登場！

「SDGs推進 TGC しずおか 2020」
へ潜入

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

オススメグルメ情 報
本格炭火焼き牛タンを心ゆくまで

イチゴで着飾った春限定スコーンが登場

手切り仕込みの炭火焼き牛タンを仙台一
リーズナブルに提供。春の歓送迎会なら
牛タンに本格焼酎16種類飲み放題が付い
たコース
（4,000円）
など、飲み放題コース
も充実。

ふわりとバターが香るプレーンスコーンに、
Ｗベリーの自家製コンフィチュールを練り
込んだクリームチーズをサンド。イチゴの
酸味と果肉感が絶妙な逸品は春だけのお
楽しみだ。

2019

9.12
OPEN

●集合郎 一番町本店（しゅうごろう いちばんちょうほんてん）

●Imagine（イマジネ）

1仙台市青葉区一番町4−5−13 2022−267−1608 317：00〜翌1：00（料理・ドリンク24：30
ラストオーダー）
、
日曜・祝日17：00〜23：00（料理・ドリンク22：30ラストオーダー） 4不定休

1仙台市青葉区昭和町5−19 2022−728−6575 31F販売 7：00〜19：00、2Fカフェ モーニング7：00〜10：00ラスト
オーダー、ランチ10：00〜14：30ラストオーダー、カフェ7：00〜17:30ラストオーダー 4月曜（祝日の場合は営業、翌日休み）

幹事に好評、
笑い溢れる宴はこの店で

ライブ式で見て食べて楽しめるコッペパン

福島・会津坂下直送の馬刺しや多彩な馬
肉料理が名物。魚介や伊達鶏など料理も
幅広く、全国から集めた約40銘柄の地酒
も自慢で1杯500円という親しみやすい価
格もうれしい。

人気ベーカリー
『石窯パン工房ばーすでい』
が手がけるコッペパン専門店。甘いおやつ
系から惣菜系まで、50種類を超える豊富
なラインナップに思わず目移りしてしまい
そう。

●旬楽処 笑（にこ）

●柴田パン本店（しばたパンほんてん）

1仙台市青葉区上杉1−7−34 鈴木ビル1F 2022−211−4332 311：30〜14：30（14：00ラス
トオーダー）
、
17：00〜23：00（22：30ラストオーダー）
※土曜は夜のみ営業 4日曜・祝日

1仙台市若林区連坊小路20 S.F連坊ステーション1F 2022−349−5565
39：00〜18：30 4火曜

名物十肴盛り合わせで季節の旬を満喫

繊維のようにほどける口どけを体感して

肩ひじ張らず、仲間とゆっくり寛げるこの
お店は、季節の食材をふんだんに取り入れ
た10品を収めた「十肴盛り合わせ」
（1,650
年）が名物。一人一膳、この盛り合わせが
付くコースも満足度が高い。

全国30店舗を展開する人気店が宮城初上
陸。和食料理人監修の食パンは、生クリー
ム、練乳、ハチミツが生み出す柔らかな甘
みが特長だ。とろけるような口どけを堪能
してほしい。

2019

9.26
OPEN

●十肴とみぞう（とざかなとみぞう）

●純生食パン工房 HARE/PAN 仙台泉店（ハレパン せんだいいずみてん）

1仙台市青葉区本町3−6−9 コーポ菅原1F 2022−796−2672
311：30〜14：00（13：30ラストオーダー）
、
17：00〜23：00（22：00ラストオーダー） 4日曜

1仙台市泉区高森5−33−6 2022−725−7739
310：30〜パンなくなり次第終了※来店予約受付10：00〜 4不定休
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本場仙台の牛たん居酒屋
「集合郎」食事券

名様
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プレ ゼ ント
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自慢の絶品牛たんと相性抜群の東
北各地の地酒・焼酎を豊富にご用
意。おいしい牛たん、
こだわりの酒を
堪能するなら、集合郎へおまかせ！
一番町本店、はなれ店、長町店各店
で利用できる5,000円の食事券を5
名様に。

自慢

はやしこうせい

い と う りん

林 航生くん（5歳）

伊藤 梨ちゃん（3ヵ月）

みなみ

実波ちゃん（2歳）

集合郎 一番町本店
1青葉区一番町4−5−13
サンシャインビルB1F
317：00〜23：00 4無休
2022−267−1608

金原海苔店
海苔三種セット
金原海苔店 「焼きのり・
磯の舞」
「もみのり、または
きざみのり」
「金原ピリ辛
明太子海苔」を三種類セ
ットで。

3

み う ら かける

三浦 翔くん
（8ヵ月）

かまたむつみ

鎌田睦未ちゃん
（10ヵ月）

【応募方法】郵送

やまだいちか

山田一翔くん
（6ヵ月）

【応募方法】直接

鈴木あおばくん
（2歳2ヵ月）

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

『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

本人は
「ギャルでパリピでイエーイ」
なんつってるが、2018年、

所だ。校庭からたくさんの風船を空に放ち、鎮魂と復興に寄せ
た思いを共有しようという地域イベントでの演奏となる。

ベルリンでの若手音楽家ワークショップに参加した

ナミちゃんは近々、アイルランドでの活動を本格

気鋭のミュージシャンだ。その申請書類を小舎で

化させる予定だ。
「もしかすっと6月ぐらいに帰っ

書いてたんだから、
間違いない。

てきちゃうかも知んない」なんて言ってるが、そ

仙台・荒浜で育った。昨年夏に英レーベル

んなこともあるまい。音楽は言葉を超えて伝わ

から配信されたアルバム「Our Map Here」
は、

る。

震災後の荒浜の環境音と彼女の電子音楽とを

仙台での活動の軸だったクラブやライブハウ

組み合わせた作品だ。実際の荒浜の音と溶け合

ス、その関係者からの壮行会の誘いは考えた末に

う、彼女の心の中に響く荒浜の情景。パフォーマン

断った。新生活を前に、特別な日に懐かしい場所で、

スでは、小柄な体に音楽全てが降臨したかのように音をぶち

ナミちゃんは荒浜の風土と一つになろうと決めているに違い

まける。

ない。11日、小舎は定休日。足を運ばないわけにはいかんわな。

また巡りくる３.11。今年ナミちゃんは母校の荒浜小学校で
演奏する。震災の被害を受け、今は
「震災遺構・旧荒浜小学校」
になってしまった懐かしい場所、
「旧」の字がついても大切な場
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デルモンテ
「リコピンリッチトマト飲料」

【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

ナミちゃんこと佐藤那美さんは小舎のお得意さんである。

名様

す ず き あ お ば

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

「リコピンリッチトマト飲料」は、リコピンが
2倍（デルモンテ食塩無添加トマトジュース
比）の濃厚なトマト飲料。凝縮された甘味
とうま味を楽しめる。
160ｇ缶20本入り1ケースを5名様に。

「セルフ炉端やいずみ」
貸し切り利用券

1

名様

「セルフ炉端やいずみ」は食材持ち込みで、
お客様の好みの焼き加減で調理できる炭
火焼き専門店。キッチンスペース付きなの
で、食材の下ごしらえもその場で出来る。
「セルフ炉端や」貸し切り利用券（1グルー
プ10名様まで）
を1名様に。※食材、酒類等
はご自身でご用意いただきます。

5

名様

セルフ炉端やいずみ
1仙台市青葉区川内大工町58
317：00〜22：30
4月・火曜 2090−5181−9013

【応募方法】郵送

【応募方法】QRコー
ド

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

〒980ー8529 ※住所不要
河北仙販開発課「プレゼント」
係

応募締切 2020 年3月31日
（火）

※どなたでも応募できます
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