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春色イタリアン・グルメ情報

2020年4月12日発行

イタリアンとワインで贅沢な時間を演出
東北中心の厳選した食材を使用した本格イタリアンと、イタリア全土
から集めた個性豊かなワインが楽しめるお店。仙台牛ランプ肉を使用
した
「ビスティッカ」
は幅広い世代に好評だ。

●Luna Bianca
ル ー ナ

ビ ア ン カ

ワインと肴イタリアーノ

1仙台市青葉区一番町１−11−35 ２F
2022−797−8650
317：00〜24：00※要予約

北緯38度のイタリアン

河北仙販

ステンドガラスからの光が心地よい店内で、本格的なイタリア料理が
堪能できる。5月からパリンカ料理教室で前菜、パスタ、メインまで楽
しく紹介する。詳しくはお問い合わせを。

新年度が始まり、

●レストランパリンカ

出会いの季節の到来です。
「
」4月号は
「お持ち帰りグルメ情報」
に

1仙台市青葉区霊屋下19−8 2022−213−7654
3ランチ11：30〜14：00ラストオーダー、
ディナー18：00〜22：00（ラストオーダー20：30）
、
日曜18：00〜21：30（ラストオーダー20：00） 4火曜

スポットを当てた内容にしました。
何かと気を遣うことも多い時節ですが、

自由な発想が生み出す新しい料理

地元の美味しいものを食べて乗り切りましょう。

国分町『Il Circolo』
を営んでいたシェフ・吉田克則さんがコースのみ、
完全予約制のイタリアンをオープン。素材を活かしつつ固定概念にと
らわれない新しいイタリアンが楽しめる。

●Enoteca Yoshida

なお、4月13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。

エノテカ ヨシダ

1仙台市太白区向山2−2−1 エスパシオ向山101
2022−302−6863 318：00、
19：45スタート
（完全予約制）
4日曜、
月曜、祝日

小山
内

※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。
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豪華プレゼントが満載!! グルメ情報
Takeou t Gourmet Informat ion

自宅でゆっくり過ごしたい人は

ビール

要チェック!

&

人気ドリンク

を

ちょっぴり贅沢したい人は

ホテル

&

温泉宿

バイロンズカフェ

宿泊券を要チェック!

4月号P.68をご確認ください。
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ブイヨンにトマトと和風だ
しの
「オリジナルスープ」
と
「濃厚エビスープ」
が自慢。
1仙台市青葉区小田原6−1−33 2022−702−7038 311：30〜15：
00（ラストオーダー14：30）
、18：00〜22：00（ラストオーダー21：30）
4月曜※月曜が祝日の場合は翌火曜休み、
日曜は昼のみ営業

の

応募締切は4月23日
（木）
まで。応募方法は

スープカレーごほんゆび

豪華プレゼントが 122名様に当たる!

創刊45周年 感謝祭

「サンドのぼんやり〜ぬTV」が編集部にお祝いにやってきた!
編集部から地元・飲食店へ繋ぐグルメリレー
周年記念メニュー&特別セットを発表
特製焼印入り! オリジナルどら焼き完成
ドリンク& 宿泊券が当たる! 豪華読者プレゼント
※定価495円。河北仙販（022−227−7164）
で取り扱い中

Casual Italian Tooooo Lemon
パスタやピザなどレモンを
使ったメニューが名物。店
舗から徒歩10分圏内なら
宅配可能。
1仙台市青葉区北目町5−9 アトレ北目町2F
2022−302−6899 311：30〜13：30ラストオーダー、18：00〜21：
00ラストオーダー 4火曜

うなぎ竹亭本店
鰻重弁当、天ぷら重弁当の
お持ち帰りメニュー各種あ
り。近隣のみ出前が可能。
1仙台市泉区南光台東1−53−22
2022−252−5030
311：00〜21：00（ラストオーダー20：30） 4木曜

華ずし

一軒家カフェ＆バー。事前
予約でサンドウィッチのお
弁当などがテイクアウト可
能。

仙台場外市場、杜の市場
で営業。名物の金華鯖ず
しや海鮮丼がテイクアウト
できる。

1仙台市青葉区春日町8−14 2022−797−5188
3火〜日曜 11：30〜16：30（ラストオーダー16：00）
、月曜、祝日明け11：
30〜15：30（ラストオーダー15：00） 4不定休

1仙台市若林区卸町5−2−6 杜の市場内
2022−231−8376
39：00〜18：00 4無休

台湾中国料理

燕来香

カフェくるり

本場台湾出身の蔡調理長
が作る本格台湾中国料理
のほとんどの商品が持ち
帰り可能。

隠れ家カフェでは、心も身
体も元気になる手作り弁
当とオードブルを用意。
※要予約

1仙台市青葉区国分町2−2−2 東芝仙台ビルB1F
2022−262−7147
311：30〜23：00（ラストオーダー22：00） 4無休

1仙台市若林区木ノ下3−16−24
2022−237−5727
311：00〜20：00（ラストオーダー19：30） 4水曜

発行：河北仙販Senpan!!編集室 仙台市青葉区一番町1ー16ー5 TEL 022ー227ー7164 FAX 022ー227ー7497 EーMAIL senpan06@senpan.co.jp

senpan!!_2020_04_0331.indd 1

2020/03/31 19:00

めんこ
なり
ぎ

和食 波奈仙台店
お食事優待券2,000円分

名様

!

孫

プレ ゼ ント

10

い

い

P RESENT

気軽に利用できるカウンター席から、
個室、最大48名様まで利用できる座
敷席まで。様々なシーンで、思い出に
残るような空間を提供。落ち着いた
雰囲気の中で食事が楽しめる。

自慢

み う ら そら

三浦 空くん
（1歳8ヵ月）

お の

和食 波奈仙台店
1仙台市青葉区中央2−1−1
仙台東宝ビルB1F
3月〜 金 曜 11：00〜14：30
17：00〜23：00
土
曜 11：00〜23：00
日曜・祝日 11：00〜22：00
4無休 2022−217−1787

おおとも ひ な た

大友 陽太くん（4歳）

あ こ と

小野 亜心斗くん
（1歳7ヵ月）

みそら

美空ちゃん（1歳8ヵ月）
春ランチ「農園味覚御膳」1,780円
（税込）

2

名様

セコム
「ほかほか非常食セット」

自然災害に備え、災害発生時の
空腹を満たすアルファ米、缶詰、
飲料水、発熱剤などをセット。
約10食分（製造日より５年間保
存可能）
を２名様に。
よしづみ あ き と

善積 秋仁くん（2歳４ヵ月）
えいと

映仁くん（５ヵ月）

おさだ つむぎ

長田 紬希ちゃん
（6ヵ月）

【応募方法】郵送

ふくかわ あお

福川 青ちゃん
（4ヵ月）

【応募方法】直接

ひらつか な ほ

平塚 南帆ちゃん
（5ヵ月）

3

【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

名様

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
全てのお客様が満足できるように低料金で
親切、丁寧を心掛ける
『メンズヘアージェン
トルマン』
。お子さんから高校生、オシャレ
な大学生、ビジネスマンの方などお客様の
ニーズに応えます。

メンズヘアージェントルマン
1仙台市青葉区中央2−6−6 タベイビル3F
310：00〜20：00、木曜13：00〜22：00
2022−265−6577

『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

3月11日。仙台市荒浜の空に色とりどりの風船が舞い上が

のすごい西風が吹いていた。その時刻、参加者の手を離れた

った。ただし、場所は当初予定されていた旧荒浜小学校ではな

風船は猛スピードで深沼の堤防から仙台湾へと飛んで行っ

かった。イベントの３日ばかり前にコロナ禍で震災遺

た。みるみる小さくなり、やがて鮮やかな色彩さえ判別

構の旧小学校は使えないことになった。

できなくなっていった風船たち。もっとゆっくりと思

思いを乗せた風船は空へと旅立ったが、その後

いを込めたかったのだが。

に予定されていた音楽イベントも中止になった。

急ぐなや。春はのどかに味わうものと相場が決

３月号で紹介した地元出身のミュージシャン、佐

まってるんだぜ、なんてことを言い出しても詮無

藤那美さんらが出演する予定だった。那美さんに

い2020年の春である。出発目前になってEU全体

とっては予定されていた渡欧を前に、仙台最後の演

が渡航規制を敷いたため、那美ちゃんはまだ仙台に

奏になるはずだった。
「しょうがないよね。一番悔しいのは実行委員さんたちだし
さあ」
。そう話す那美さんも、渡航先のアイルランドの語学学
校から健康診断書を急遽提出するよう求められるなど、パン
デミックの混乱に振り回されていた。
3月11日、春の日差しは暖かかったが、荒浜の海岸線にはも
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おり、再渡航のスケジュールは立っていない。世の自
粛ムードは小舎にも確実に及ぶ。もお、たーいへんなんすから
などと昭和の爆笑王の真似をしてみても、笑えない。
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

イシイの甘栗手提げパック
385g入り引換券
本場から直接買い付けた栗を、店内の窯で
じっくりと丁寧に焼き上げた
「天津甘栗」
の、
385ｇ入り手提げパック引換券を10名様
へ。また今回、
「Senpan!!」
を見て1,000円
以上お買い上げのお客様に、ソフトクリー
ムの引換券をプレゼント。

10
名様

イシイの甘栗仙台店
1仙台市青葉区立町26−17
310：00〜19：00 4無休
2022−712−0255

【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4月30日
（木）

※どなたでも応募できます

2020/03/31 19:00

