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宮城県生産者応援！
！お取り寄せグルメ情報

2020年6月14日発行

おうちご飯を応援！三陸の恵みを堪能しよう
女川町の水産食品メーカー
『鮮冷』の人気商品「三陸魚やの煮付」
セッ
トは、女川港で水揚げされた鮮度抜群のいわし、さんま、さばが素材。
温めてそのまま楽しむのはもちろん、料理の材料にもおすすめ。

●鮮冷オンラインショップ「女川さかな手帖」
9https://www.senrei-fishmarket.com/c/set/nitsuke̲3k6p
商品：魚やの煮付6個入りセット2,270円
（税込）
＋送料
q品0225−25−5100（9：00〜17：00・日曜休）

プロが厳選した特別な仙台牛をご褒美に

河北仙販
「
初夏です。

すき焼き・割烹店を営むことでも有名な精肉店『かとう』
では、肉のプロ
が目利きした一番おいしい状態の仙台牛を気軽にお取り寄せ可能。中
でも最高級ランクの仙台牛ヒレステーキが一番人気。

」6月号は

●かとう精肉店オンラインショップ

「宮城県のお取り寄せ」
をテーマにお送りします。
読者の皆様にはイベントや

9https://sendaigyu.thebase.in/
商品：仙台牛ヒレステーキ150ｇ 1枚 5,333円
（税込）
＋送料
q品022−225−4129（9：00〜19：00・日曜、祝日休）

グルメ情報をお知らせしたいところですが、
もう少しの辛抱でしょうか。

食事や晩酌のお供にしたい絶品蔵王チーズ

読者の皆様へは今できることを楽しくおいしく

蔵王山麓の大地で育った厳選食材で作る
『蔵王酪農センター』のチー
ズは、繊細な風味と個性のある味わいが魅力。その代表的な商品を詰
め合わせたセットならこだわりの味を存分に満喫できる。

お伝えできるように心がけてまいります。
なお、
6月15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。

●蔵王酪農センター「蔵王チーズ」楽天市場

小

※新型コロナウィルスの影響を考慮いたしまして、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。

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?

S-styleはステイホーム特集！
今だからこその楽しみをお届けします。
最新号の特集は「おうち時間の楽しみ方」特集。 Stay
Home.Stay Safe. でおうち時間が多くなった今。仕事や
家事・育児の合間にほっとひと息つけるお茶時間や、いつ
もより手間暇かけて作る料理時間が、大切なリフレッシュタ
イムになっているような気がします。少しでも皆さんの癒し
になればうれしいです。 こんな時だからこそ地元に貢献し
たい と取材に協力してくださったコーヒー豆屋・紅茶教室
の先生、カフェオーナー、料理研究家の方々に感謝です。ま
た特別企画として、宮城県各地の自慢の逸品を堪能できる
「ふるさと納税」の返礼品を紹介する特集や、過去の写真で
振り返る
「宮城の桜プレイバック」特集など、今だから読み
たいと思えるコンテンツを企画しました
よ。もう少しだけ Stay Home.Stay

定期購読の申込みは
Safe. をテーマに日々を過ごしましょう。 お近くの河北仙販まで

【巻頭特集】町のプロに聞く!

おうち時間の楽しみ方

【注目特集】ふるさと納税返礼品もチェック

「宮城のふるさと自慢」特集

9https://www.rakuten.ne.jp/gold/zao-cheese/
商品 蔵王チーズ詰め合わせ
（5個入り）2,885円
（税込）
＋送料
q品0224−34−3311
（9：00〜17：00・日曜、祝日休）

そろそろ恋しくなってきた！ 本 格カレー特 集
yaman

カレーショップ 桜蔵

カレー好きの店主が独学で作り上げたこ

3日間かけてじっくり煮込んだ濃厚なルウ

だわりカレーが評判。人気NO.1はマイル

が絶品。ラインナップ豊富なメニューの中

ドなチキンカレーとスパイシーな黒キーマ

でもこのお店の看板となるのが「チキンカ

を合わせたルウにチーズと味玉を乗せた

レー」
（ 720円）
。スプーンを入れるとホロ

「やまんカレー」
（1,200円）
。

ホロと身が崩れる柔らかチキンが絶品。

1仙台市青葉区一番町4−5−19 東一市場内 2022−224−7724
311：30〜売り切れ次第次第終了
4不定休 テイクアウト可

1仙台市太白区西多賀3−1−25 2022−307−6320
3平日11：00〜15：00ラストオーダー、土曜、
日曜11：00〜16：30ラストオーダー
4月曜 テイクアウト可

NONNKey

CARRY LABORAORY 笑夢 かわまちてらす

インドを中心とした料理研究家・アーユル

福島のカレーの名店が閖上の「かわまちて

ヴェーダユキから唯一業務用提供を許可

らす」に出店。バターチキンやキーマなど

された本格「薬膳インドカレー」
（ 680円

の定番はもちろん日替わりメニューもその

〜）
。無添加で化学調味料・小麦粉を使用

日ごとに仕込んでいるので、いつも新しい

しない身体にやさしいスパイスカレーだ。

味に出会えるのも魅力。

1仙台市青葉区一番町1−5−31 MIGNON一番町1F A 2022−267−2889
311：00〜14：00ラストオーダー、
18：00〜21：00ラストオーダー 4日曜、
月曜 テイクア
ウト、
デリバリー可（※デリバリーは13：00以降限定。3個以上で受付。5個以上は前日要予約）

1名取市閖上1−7−42 かわまちてらす 2022−797−7559
311：00〜15：00（14：30ラストオーダー）
4日曜 テイクアウト可

カレーの店 南國堂

あちゃーる

数種類のカレーをライスにかけて混ぜなが

インド料理の名店「あちゃーる」は、家でも

ら食べる本格インドスタイルのカレーを提

本格的な味が楽しめるテイクアウトが人

供。カップに盛られた南インドをベースと

気。チキンコフタ、キーマ、エッグカリーな

した数種類のカレーは、混ぜ合わせ具合や

ど毎日4種類ほどを用意。インドの野菜料

順番で味の印象がどんどんと変化する。

理の4種類セット
（1,000円）
も好評だ。

1仙台市太白区八本松1−1−50 2022−246−7510
311：30〜14：30ラストオーダー、
18：00〜21：00ラストオーダー
4水曜 テイクアウト可

1仙台市泉区高森5−15−7 2022−777−2663
311：00〜14：30、
18：00〜20：00 4火曜、水曜
テイクアウト可（平日18：00以降のテイクアウトは要予約）
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バッ グ や ポ ケッ ト に ラ ク ラ ク 入 る
ハ ン ディ サ イ ズ に リ ニュ ー ア ル ！

ランチパスポート仙台

河北仙販（022−227−7164にて絶賛販売中）

77件掲載

全

初参加店のほか人気メニューが再登場

※
『LUNCH PASSPORT』
『ランチパスポート』
は株式会社ほっとこうちにより商標登録済です。
※当該事業モデルは株式会社エス・ピー・シー、株式会社はっとこうちの二社が特許権を取得しています。

定価

1,100円

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
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い

あいね

歩渚ちゃん（9ヵ月）

孫

プレ ゼ ント

丸大食品
「特選ロースハム、
あぶり焼 焼豚」
ギフトセット

!

成田洸望くん（7歳）

めんこ
なり
ぎ

い

なりたかのん

P RESENT

自慢

たかはし み ひ ろ

うえのりゅうせい

上野琉聖くん（4歳）

かわむらゆうと

川村友優斗くん
（3ヵ月）

高橋みひろちゃん
（5ヵ月）

2

名様

丸大食品（株）から、モン
ドセレクション金賞を受賞し
た「特選ロースハム350ｇ」
と
「あぶり焼 焼豚180ｇ」の
ギフトセットを２名様にプレ
ゼント。豚ロース肉を丹念に
スモークして香り豊かに仕
上げた特選ロースハムと、特
製のたれに漬け込み焼き上
げた口当たりやわらかい焼
豚の詰め合わせ。

たいぜん

大然くん（２歳）

5

名様

リッチもち麦ブレンド
十六穀米
もち麦を中心に、人気の16種類の雑穀をブレ
ンド。研いだ白米に混ぜて炊くだけで、雑穀入
りご飯が楽しめる便利な分包タイプ。白米2〜3
合に対し、本品1袋（30g）が使用目安。30ｇ×
6袋入り180ｇ入りを5名様に。
せき はや た

関 隼汰くん
（3ヵ月）

あ べ り の

阿部莉乃ちゃん
（10ヵ月）

【応募方法】郵送

はせくら ほ だか

さいとうしょうのすけ

支倉穂高くん
（1歳７ヵ月）

斎藤正乃介くん
（4ヵ月）

【応募方法】直接

ほし な な せ

【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

専用QRコードから応
募フォームにアクセス

寝ているだけで褒められたい

るネット落語が話題を集めた。大食いやら若さの勢いで押し

S-Style臨時増刊
ランチパスポート仙台Vol21
掲載メニューがワンコインで食べられる
「ランチ
パスポート仙台」
。今回は「STAYHOME」
しなが
らでも食を楽しめるよう、
テイクアウトメニュー
も掲載。仙台の飲食店を盛り上げる1冊を10名
様に。

無観客同然なんだから、びっくりして座りション

【利用可能期間】2020年6月1日〜2020年08月31日

ベンしてバカになっちゃう勢いだろう。

NHK「落語ディーパー」で、ウワサのアノ人の

実はね。ちょっと自慢なんだけど、あたしが

次に噂の春風亭一之輔師匠やら
「いだてん」落

書いた答えが本番で読まれちゃったのよ,、菊

語監修の古今亭菊之丞師匠やらといった、
当代

之丞師匠に。嬉しかったねええ。ハガキ職人
（メ

の人気者がこぞって画像サイトで無料配信。は

ール職人？）
は中学生以来ぢゃ。

なのうちはカメラに向かってひとりではしゃいじゃっ

マスク２枚も10万円も当たるわけじゃないけど、てん

たりしなくちゃならないんもんだから、ちょっと照れくさそうに

でいい話のないファーストサマー・コロナにちょっと気分が若

してたけど、そこは当代の人気者。回を追うに連れ「あ、これっ

返った次第。
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名様

京ドーム12個分だ。池袋演芸場なんてコロナ前から

れるってんだから、寄席再開前の人気を集めた。

かせた菊之丞師匠は、話のはねた後に大喜利を開きなすった。

抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを
使用。おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑え1
回分をしっかり吸収する、440ｍｍ×325ｍｍ
のレギュラーサイズ100枚入りペットシーツを
10名様にプレゼント。

と。ツイッターなどで集まった回答は56万件っていうから、東

かえるあちらの世界で、ほんまもんが無料で見ら

５月下旬の週末、無観客の池袋演芸場から
「天狗裁き」
を聴

アイリスオーヤマ
ペットシーツ レギュラー100枚入り

お題は
「自粛解除になったのに家から出てこない。なんで？」

切ろうなんていうチューバーさんの番組やらが溢れ

て双方向でいけるんじゃない」
てえことに気がついたらしい。

名様

10

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

コロナのせいで定席の公演が中止になった師匠方が配信す

10

星 七聖ちゃん
（3ヵ月）

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

【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6月30日
（火）

※どなたでも応募できます
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