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お持ち帰りグルメ情報
沖縄の名物産をお家で楽しもう
人気の土産を揃えた沖縄アンテナショップ「沖縄物産館ゆいまーる」
は、5月で開店20周年。それを記念した
「ロイズの黒糖チョコレート」
な
ど、
限定品も揃えるのでぜひチェック。

●沖縄情報発信の店 ゆいまーる
おきなわじょうほうはっしんのみせ ゆいまーる

1仙台市青葉区中央2丁目1－15 仙台マンション1F
2022－221－1004
310：30～19：00 4第2木曜

本場ドイツの味を気軽に家庭で

河北仙販

仙台・上杉の小さな工房で、職人が丁寧に手作りするハムとソーセー
ジの専門店。本場ドイツ製法の味わいが楽しめるメニューはどれも、食
卓に美味しさと彩りをあたえてくれる。

風薫る季節の到来です。
お出かけ日和ではありますが、

●Einberg
アインベルク

今月号は
「お家で美味しく」
をテーマにお送りします。
「
は読者の皆様に
」

1仙台市青葉区上杉2－4－32 ライオンズマンション上杉二丁目101
2022－796－5286
310：30～19：00（土曜 ～18：00） 4日・月曜、祝日

イベントやグルメ情報をお知らせしながら地元を盛り上げ、

ランチや夕食に添える一品はここへ

みなさまと共に楽しむことを目指した媒体です。
今できることをお伝えできるよう頑張ってまいります。

仙台初の揚げたて料理テイクアウト専門店。ホヤのレモン揚げやセリ
カツ、仙台みその唐揚げなど、
宮城県の食材を活かして作るオリジナル
メニューが豊富でどれも美味しいと評判。

川

※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。また、本誌掲載の
情報は状況により変更となる場合がございます。詳しくは各店へご連絡ください。

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は雑誌とwebで
元気に街の情報を発信し続けています！
GW前ということもあり、本当は「道の駅特集」
を予定していた
『S-style』5月号ですが、コロナ自粛の下、
「ひとりごはん＆テイク
アウト特集」に企画を変更し、先ごろ発売にこぎ着けました。イ
ベント中止や営業停止の報が続き、
「どこにも行くな！」と地域
全体に自粛が求められる中での発行は困難を極め、情報量の減

●あげものがかり
1仙台市青葉区立町1－7
2070－2636－8280
311：00～14：30、
16：30～20：00 4無休

お 家で 美 味しく！ プレミアム食 パンまつり
高級食パン専門店

麦ノ蔵

THE MOSTBAKERY＆COFFEE 仙台東口店

「忙しい朝のひと時でも幸せを感じて欲し

驚くほど繊細でみずみずしく、上質な甘み

い」
。そんな思いで作られた「角食パン」
は、

が特徴の“純生”食パンが大人気。焼きた

生クリームをたっぷり使うことで耳までと

てを時間帯ごとに提供する。こだわりの自

ろけるような柔らかさが特徴。小麦本来の

家製焙煎コーヒーと自慢の食パンを一緒に

甘みを存分に堪能できる。

楽しめば、食の時間がより幸せに！

1仙台市太白区長町南4－12－16
2022－209－4610
310：00～パンなくなり次第終了 4木曜

1仙台市宮城野区榴岡4－12－1 榴岡BKテラス1F
2022－290－8911
38：00～20：00 4無休

考えた人すごいわ

食パンに魔法！ ジェノワーズブラン 大和町店

少をカバーして、なんとか1冊にまとめることができました。話題

かつてない口どけを体感できる、まるでケ

厳選した小麦粉とバター、国産生クリーム、

のUber Eatsや人気飲食店のテイクアウトメニューをフォロー

ーキのような高級食パンが話題の専門店。

ルヴァン種を使い作られる食パンは、まる

し、コロナ禍の中でも安全安心に配慮しながら地域の活性化を

試行錯誤を重ねて生み出したプレーンの

でスポンジケーキのようにふんわりとした

促すことができる一冊になりました。さらにS-styleのweb版で

「魂仕込」とマスカットレーズン入りの「宝

も毎日情報発信をしており、タイムリーなテイクアウト情報はそ

石箱」
を一度食べれば、
この店名も納得。

るので、
サンドウィッチにもおすすめ。

ちらも合わせてご覧いただければと思います。

1仙台市青葉区本町1－6－23 インテリックス仙台ビル1F
2022－748－5056
39：00～20：00 4不定休

1仙台市若林区大和町4－7－39
2022－353－6508
310：00～18：00（パンなくなり次第終了） 4火曜

乃が美はなれ 仙台店

純生食パン工房

実は4月13日から我々自身も在宅勤務を基本とし、初のテレワ
ークでの校了作業を行いました！ もちろ
ん簡単ではありませんでしたが、結果なんと
かなりました。コロナ禍で先行きは不透明
ですが、そんな中でも新しいことに前向きに
トライしていきたいと思う今日この頃です。
【巻頭特集】ガッツリ系丼から旨辛グルメ、今夜の定食etc

仙台・宮城のひとりごはんスポット＆テイクアウト特集

【注目特集】東北初進出!

「Uber Eats」使ってみた！

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

口当たり。小麦の香りがしっかり感じられ

HARE/PAN 仙台泉店

オリジナルブレンドの小麦粉をはじめ、生

和食料理人監修の食パンは、卵を使わず

クリームからバターまで厳選した素材で作

生クリーム、練乳、はちみつがもたらす柔ら

る
「生食パン」
は、生地から耳まで余すこと

かな甘みが特徴。独自ブレンドの小麦を使

なく美味しいと評判。手間暇をかけて焼き

用した生地はきめ細かく、口に入れた瞬間

上げるパンを口に運べば自然と笑顔に。

にふわっと溶けるような食感が楽しめる。

1仙台市青葉区大町2－2－2 ヴィラフォレスタ1F
2022－393－6526
311：00～18：00 4無休

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8：00～ 4不定休
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遠藤 桜ちゃん
（1ヵ月）
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大人のおやつ
「麺ざくざく」5種セット

くさか げんき

日下 元稀くん
（10ヵ月）

老舗麺屋の技術とこだわり、宮城
の旨いものの代表がぎゅっと詰ま
った麺菓子「麺ざくざく」
。
「牛タ
ン塩味」
「仙台辛味噌味」
「かき醤
油味」
「藻塩味」
とHELLO KITTY
コラボの「はちみつバター味」の5
種をセットで。

しばた かいり

柴田 海里くん
（3ヵ月）

マルニ食品（株）
20220－58－5502

10

バルーンコンチェル
「バブルバルーン」
引換券

名様

祝い事やイベントへ、オーダーメイドの
バルーンギフト、装飾をご提案する
「バ
ルーンコンチェル」
。今回はサプライズ
にピッタリなフワフワ浮くタイプの
「バブ
ルバルーン」引換券を10名に。

あおやま た い し

青山 大志くん
（3歳）

たなか そうた

おおの えいと

田中 草太くん
（10ヵ月）

【応募方法】郵送

大野 永翔くん
（2歳）

【応募方法】直接

もんま ゆいと

門間 結翔くん（4歳）
ゆ あ

結葵ちゃん（2歳）

1仙台市青葉区大手町6－26 1F西
311：00～19：00
4火曜
（イベントや配達のため臨時休業あり）
2022－796－9056
※コロナウイルスの影響により営業時間が変更になる場合がございます。

宮城県涌谷町産
発芽玄米「金のいぶき」

【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
「性別」
を記載し下記住所まで郵送
お届け、または河北仙販
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

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

5

名様

ビタミンE、GABAなどの栄養が豊富
な玄米食専用品種「金のいぶき」 白
米同様に炊飯でき、柔らかく粘りのあ
る炊き上がりです。新みやぎ農業協
同組合から
「金のいぶき」450ｇパッ
クを5名様に。

5

『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

この原稿をぽちぽち打っている4月下旬現在、
コロナ特措法
に基づく国の緊急事態宣言は5月6日には解除されている手は

んきな気分にも浸っている。
古いジャズやブルースがやけに心に沁みるのだ。

ずだ。…いかがでしょう。緊急宣言は延長されていま

大恐慌直後、1930年代のデューク・エリントン

せんでしょうか。大型連休中の飲食店時短営業

はすでにその後のジャズを牽引し続けるスタイル

は、普段通りに戻っていますでしょうか。どうに

を確立していたんだなあ。俺の苦境なんて、ベ

もそうは楽観的になれない憂鬱な4月である。

ッシー・スミスが歌うブルースから色恋沙汰を

先月号の原稿を打っていた頃には想像もつ

引いた残りぐらいなもんじゃないか。

かなかったコロナ禍の広がりだ。3月末を境に、

ノアの方舟の大雨だって40日でやんだ。苦

不要不急の密室喫茶からお客様の足は遠のい

境を抜け出すためにあがくべきところはあがかな

た。各種公的な支援制度に手を挙げ、金融機関に頭

ければいけないが、節を曲げたり誰かのせいにしたり

を下げて、4月は過ぎていった。目玉の支援策への申請はこれ

するのは違う。大切なのはぶれずに芯から離れない強さ。沁

からだ。5月もまた手を挙げたり頭を下げたりしているうちに

みる歌を流し続けることが、
きっとおらいの基本なんだよな。

月末の支払いがやってくるに違いない。
現実はそんなのっぴきならない苦境だというのに、誰もいな
い店で留守番みたいな時間を過ごしているオヤジは、案外の

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

沖縄物産館ゆいまーる
「元祖紅芋タルト」
引換券

名様

5月で開店20周年を迎えた「沖縄物産館ゆいま
ーる」から、人気の沖縄土産「元祖紅芋タルト」引
換券をプレゼント。

沖縄情報発信の店 ゆいまーる
1仙台市青葉区中央2丁目1－15
仙台マンション1F
310：30～19：00 4毎月第2木曜
2022－221－1004

【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5月29日
（金）

※どなたでも応募できます

