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河北仙販

一度は食べたい! 有名ラーメン店の新店
とんこつラーメン専門店が東北初上陸
天然とんこつ一筋で研究を重ね続けて生み出しす「とんこつラーメン」
で、全国のファンを魅了する
『一蘭』がついに仙台にオープン。クセが
なくコラーゲンたっぷりのスープは身体にやさしいと評判だ。

●一蘭

仙台駅前店

1仙台市青葉区中央2−1−16 カガヤハピナ名掛丁1-3F
2なし
324時間 4無休

名店がプロデュースした新店に注目
濃厚鶏清湯スープの醤油ラーメンやのどぐろそばが人気の『らぁ麺は
やし田』がプロデュースした新店。丸鶏ダシスープが自慢の看板メニ
ュー
「特製醤油らぁ麺」
からつけ麺、
まぜそばまでメニューも多彩。

●らぁ麺すみ田
1仙台市青葉区一番町4−3−5 都ビル1F
2なし
311：00〜20：00（19：30ラストオーダー） 4水曜

新店のコンセプトは
「節」
そろそろ花粉も気になります。対策も大事ですが鼻紙（死語? ）の確保も大事な季節。
2月号発行日はバレンタインデー。という事で今号の特集は『暖かく甘く』でお送りします。
題字も攻めてます!!

店舗によって違ったテーマのメニューを打ち出す
『だし廊』が、ブラン
チ仙台に待望の新店をオープン。こちらのコンセプトは
「節」
。ラーメン
で表現される日本独特の奥深い節の世界に注目だ。

●だし廊 ーBUSHIー

小

1仙台市泉区長命ヶ丘2−21 ブランチ仙台WEST
2022−725−3210
311：00〜22：00（21：45ラストオーダー） 4無休（年末年始は除く）

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?

我らがサンドのカロリーゼロ理論で
編集部は今年も食べまくります！
2021年最初のS-styleは
「ハイカロ飯＆食べ放題」特集
です。誌面ではピザにとんかつ、唐揚げなどのハイカロリー
グルメと、withコロナ時代にもうれしいテーブルオーダー制
の食べ放題プランを紹介します。編集スタッフ
（24歳女子）
も体当たりでハイカロ飯に挑戦。時間制限付きのデカ盛り
メニュー
（まぐろ丼2.5kg、ピザ４kg）
の完食を目指して、い
ざ女川町へ。その結果は誌面でご確認ください。そんなこ
んなでカロリー無制限な今月号ですが、摂取カロリーが心配
な方はサンドウィッチマン伊達みきおさんのカロリーゼロ理
論を参考に。
『カロリーは熱に弱く、110℃に耐えられない。
揚げ物はカロリーゼロ』
『ピザはトマトのリコピンとカロリー
が戦ってリコピンが勝つからカロリーゼ
ロ』
と、独特の感性で私たちを励ましてく
れます。考え方ひとつでハイカロリーグ
ルメもカロリーゼロ！
【巻頭特集】食事券＆無料招待券も当たる!

ハイカロ飯＆食べ放題

【タウン誌22 誌共同企画】

「2021タウン情報の日」
各県の旨い肉を44名にプレゼント

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

注目の新店が続々登場! 持ち帰りスイーツ特集
TUYAPAN ーBURGERー

仙台いも工房 りぽるて

宮城県の食材にこだわったオリジナルバーガー
を提供する新店。ほのかに甘く優しい味わいのも
っちりバンズに地産の鶏肉や野菜をサンドした惣
菜バーガーを中心に、果物やオリジナルクリーム
を挟んだドルチェバーガーも多彩にラインナッ
プ。

地元若林区で育ったさつまいもを素材にした、絶
品のスイートポテトを提供する専門店。メニュー
はどれも人工甘味料をいっさい使用しておらず、
まさにいもの甘みと旨みをそのまま生かした味わ
いが人気で、
クリーミーな食感が特徴。

1仙台市青葉区中央1−1−1 S−PAL本館B1F
2080−9629−1324
310：00〜20：00 4なし

1仙台市若林区沖野3−13−20 佐藤ハイツ1F
2022−355−8225
310：00〜19：00 4水・木曜

Gelateria Liberta

菓子処 あんさか

日本に6人しかいないイタリアンジェラート協会
認定を受ける店主が手掛ける専門店。店内に入
ると12種類のジェラートがずらりと並び、季節に
よってメニューが変わるのも楽しみ。どのフレー
バーも風味が良く、素材を生かした濃厚な味わい
が癖になる。

国産の原材料にこだわった、無添加の和菓子を販
売。小麦粉や卵、乳製品類は一切使用せず作る
甘味はすべて、甜菜糖と植物由来の原料を使用し
て色付けしたシンプルな作り。毎日食べても飽き
ない優しい味わいが魅力だ。

1仙台市泉区泉中央3−34−5 グランドール泉中央Ⅲ001号室
2022−343−9920
312：00〜20：00 4水曜

1仙台市泉区将監10−8−10
2022−218−1038
310：00〜17：00 4月・火曜

森のスイーツ 豆あん

Potion majique

つやぱんバーガー

ジェラテリア リベルタ

もりのスイーツ

まめあん

仙台の奥座敷、秋保にて「カロリーを気にせず日
常的に楽しめる」をテーマにスイーツを提供。シ
ョートケーキやロールケーキなどお店に並ぶスイ
ーツはどれもバターや生クリームを使用せず、大
豆加工品や小豆を素材にしたヘルシーなものば
かり。
1仙台市太白区秋保町長袋町南裏21−2
2022−209−4060
311：00〜16：00 4月・火・金・日曜、祝日

せんだいいもこうぼう

りぽるて

かしどころ あんさか

ポーションマジック

富沢にあるフランス菓子の人気店『パティスリー
エモーション』の系列店が連坊小路の大通り沿い
にオープン。同店オリジナルのカップケーキ「ヴ
ェリーヌ」シリーズや、韓国発の進化系マカロン
「トゥンカロン」など、味も見た目も楽しいスイーツ
がたくさん。
1仙台市若林区連坊小路17
2090−2985−2020
311：30〜19：00 4月曜

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!!_2021_02_0203.indd 1

2021/02/03 21:40

孫
自慢

たかがき い と

いぎなり
めんこい!

黒澤月綺ちゃん（4ヵ月）

プレ ゼ ント

5

クリネックス
肌うるるソフトパック
240枚×2パック

名様

天然由来の保湿成分配合で、
しっ
とり滑らかな使い心地。風邪や花

くろさわ つ き

高垣絃人ちゃん（3ヵ月）

P RESENT

【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

〒980-8529 河北仙販開発課
「孫自慢」係※住所不要

粉の時、たくさん鼻をかんでも鼻
が赤くなりにくい「クリネックスロ
ーションティシュー肌うるる」
。持
ち歩きに便利なソフトパック240
枚入りを２個セットで5名に。

【応募方法】直接
たかはしえい と

ふちがみ かえで

高橋瑛人くん（3歳）

渕上 楓ちゃん（5歳）

立悠くん（2歳）

暖くん（4歳）

りゅう

はる

おくやまだい ち

翔偉くん（5歳）

りょうえい

凌瑛くん（3歳）

さ かい あお と

佐貝碧斗くん
（1歳6ヵ月）

あおやぎ り こ

名様
アイリスフーズ
5種の味わいミックスナッツ
300g

【応募方法】QRコー
ド

しょうい

奥山大智くん（3歳）

10

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

専用QRコードから応募フォームにア
クセス

なか ざわ ひ ゆう

いけうち の あ

や しま さ く

青柳里恋ちゃん（3歳） 中澤聖結くん（5ヵ月） 池内乃愛ちゃん（6ヵ月） 八島朔久くん（2歳）
る り

な ぎ

瑠里ちゃん（1歳）

凪輝くん（3ヵ月）

『キジトラ珈琲舎』
店主・伊藤誠の気ままコラム

「オメガ3脂肪酸」
が豊富に入った素焼きア
ーモンド、マカダミアナッツ、カシューナッ
ツと生クルミ、
ピーナッツの5種をバランス
よくミックス。食塩無添加でナッツ本来の
味を楽しめる。保管に便利なチャック付き
袋入りのミックスナッツ300gを10名に。

バレンタイン」つうのがありまして、
ですね。
ケニー・ドリュー晩節の「枯葉」
が喫茶店のBGMによく似合
うように、エレベーター内の静謐音楽にぬる〜いイパネマの娘
が流れるように、この季節を代表する聞き流し音楽なわけなん

ィショナルだなどとオヤジやジジイは水を差すけれど、その商
から平成そして令和と。
写真はあたしンちにあるバレンタインくんたち。マイルスの
ミュートは決定盤だし、お城ジャケットのエディ・コ

でも歌をよく聴いていると、ちょっと口元の緩

スタは毎年こっそり今月今夜にかけておる実は
他にもカーメン・マクレエや、シナトラ親分、

たいだわ」
と言っている。

チェット・ベイカーまで名唱名演きら星のごとく

2月14日の今月今夜に本気と書いてマジと読む

なんだけど、
どこに入ったかレコードがめっかんない。

ような決意を秘めた告白応援ソングではありまへん。それどこ

ん？一枚クリスマスが？ いえいえ。こちらのB面で国生さ

ろか今月今夜のことをさえ歌ってない。アース・ウインド・アン

ゆりさんが
「バレンタインデー・キッス」
を歌っておられるのです。

ド・ファイアの名曲「セプテンバー」
が12月の歌だ、みたいな話

しかしサンタ衣装というのは、
あのプロデューサーさん、強引な

でがす。

んだから。

夕べっから完徹に準ずる勢いでチョコレート作ってるお嬢さん
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5

愛聴盤ですぢゃ。

にいてくれたなら
「毎日がバレンタインデーみ

ートに真っ向から水を差すみたいな話を書いて見たところで、

国内産水稲もち米を100％使用した、もち
もちのおもち入りスープ。カップに粉末ス
ープとおもちを入れ熱湯160ｍLを注ぐだ
けで出来上がり。シーフード風、
中華風、柚
子胡椒風、酸辣湯風、坦々風の5種、各2
食入りを5名に。

習慣ももはや半世紀になる。定着しておるのですよ、昭和後半

いバレンタインくんがこのままずっと変わらず

などと今月今夜に向けて日本中で膨れ上がるピンク色のハ

アイリスフーズ
「もちもち!おもちスープ」
10食入

方お姉さん方は数知れないんだろうなあ。和製の洋式トラデ

です。

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

名様

ウィルス、菌、ダニ、花粉のアレルゲン、カビの抑制効果、
ニオイはもとから除去！ ウィルス、菌、ダニ、花粉のア
レルゲン、カビの抑制効果、ニオイはもとから除去！ 次
亜塩素酸ナトリウムはアルコール系除菌剤では除菌でき
ないウィルスにも効果絶大！ 臭い成分にも作用し元か
ら臭いを消し去る、AGC硝子建材「次亜Safe」300ｍｌ
スプレーボトルを５名に。

寝ているだけで褒められたい

みなさまご存知のスタンダードナンバーに
「マイ・ファニー・

5

AGC硝子建材
「次亜Safe 除菌 消臭剤」

名様
【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 2021年2月27日
（土）

※どなたでも応募できます
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