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春 の イチゴ 狩り情 報
東北最大級のイチゴ農園
完熟イチゴが堪能できる
『山元いちご農園』
。隣接するカフェでイチゴ
を使ったランチやスイーツを味わうことができるほか、イチゴの魅力を
学べる施設見学など見どころたくさん。

●山元いちご農園【山元町】☎0223−37−4356
やまもといちごのうえん

30分食べ放題／12月10日（木）〜3月31日（水）
：大人（7歳以上）2,000円、3〜6歳1,000円、65歳以上1,700円、4月1日（木）
〜5月5日（水・祝）
：大人（7歳以上）1,800円、3〜6歳900円、65歳以上1,500円、5月6日（木）〜6月中旬：大人（7歳以上）1,300
円、3〜6歳600円、65歳以上1,000円 【期間】12月中旬〜6月中旬 310：00〜15：00（3〜6月は〜16：00） 4無休

東松島の完熟イチゴをもぎたてで

河北仙販

「にこにこベリー」
「とちおとめ」
「よつぼし」
「もういっこ」の4種類を日替
りで堪能できる。新鮮なイチゴはもちろん、
ジャムやアイスクリーム、
シ
ャーベット、
ドレッシングの販売も注目だ。

●イグナルファーム いちご園【東松島市】☎090−1935−2679

春到来。
イチゴ狩りの季節です。
今号は続々とニューオープンするお店の紹介も併せてご案内します。
「

」3月号の発行日はホワイトデー。

題字まわりが白いのは印刷漏れではありません！
なお、
3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。

小

※前号
「注目の新店続々登場！ 持ち帰りスイーツ」
の掲載店名の表記に誤りがございました。
（誤）
「仙台いも工房りぽるて」
（正）
「仙
台いも工房りるぽて」
となります。読者の皆様、ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

林

です！

編 集 長 の 間 借りコラム

ちょっとお時間
よろしいですか?

最新号は、
いま伝えたい町、人、場所をめぐりました。

30分食べ放題／〜2月28日（日）
：大人（10歳以上）2,000円、4歳〜9歳1,000円、3月1日（月）〜5月10日（月）
：大人
（10歳以上）1,800円、4歳〜9歳900円、5月11日（火）〜6月上旬：大人（10歳以上）1,400円、4歳〜9歳700円※3
歳以下無料 【期間】2月1日（月）〜6月上旬 310：00〜14：00（13：00最終受付）4無休（平日は完全予約制）

一粒のイチゴから一つの笑顔を
松森農場では新鮮な
「にこにこベリー」
「もういっこ」
「とちおとめ」
「紅
ほっぺ」
「よつぼし」
「恋実」6種類のイチゴ狩りが楽しめる。練乳がおか
わり自由なのもうれしい。

●一苺一笑 松森農場【仙台市泉区】☎022−346−8731
いちごいちえ まつもりのうじょう

料金：40分食べ放題／〜4月7日（水）：小学3年以上〜64歳2,100円、4歳〜小学2年生1,200円、65歳以上1,800円、4月8日（木）〜5月5日
（水・祝）
：小学3年以上〜64歳1,900円、4歳〜小学2年生1,000円、65歳以上1,600円、5月6日（木）〜6月下旬：小学3年以上〜64歳1,600円、
4歳〜小学2年生800円、65歳以上1,300円※3歳以下無料 期間：1月3日（日）〜6月下旬 310：00〜16：10（15：30最終受付） 4火曜

注目の新施設へ出かけよう！ 春のNEW OPEN
高級食パン専門店

麦ノ蔵 仙台店
むぎのくら せんだいてん

2019年にオープンした太白区長町南の人気店
『麦ノ蔵』
が3月8日(月)、青葉区一番町に新店をオ
ープン！ 朝食でひとときの幸せを感じてほしいと
良質な材料を使い開発した食パンは、多くのリピ
ーターに愛されている。

果実KASANE
カサネ

東北のフルーツをクローズアップしたフルーツパ
ーラー。
「かさなる、あわさる」
をコンセプトに東北
の生産者と消費者をフルーツで繋ぐ同店は、イー
トインもテイクアウトも豊富なメニューを用意し
ている。

東日本大震災から10年を迎えました。巻頭特集では、宮
城、岩手を中心に、名店と呼ぶにふさわしい飲食店や、地域
の復興に尽力した人、震災を今に伝える遺構や伝承館など、
編集部が今、取材したい、会いた
い、読者の皆さまに伝えたいことを
盛り込みました。

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

【巻頭特集】岩手、
宮城、福島

10年目の姿

岩手、宮城を中心に、
いま伝えたい
町、人、場所を編集部が訪ねました。

港町の名店／復興の現場から
震災遺構をあるく／大船渡市の今

お 詫 び 2月号『持ち帰りスイーツ特集』に掲載しました
『菓子処あんかさ』様におきまして、取材・構成を
行っているプレスアート社でお店様に掲載の意思確認を
せず、承諾を得ないまま掲載にいたりました。関係各所な
らび読者の皆様へ多大なご迷惑をおかけしましたことを深
くお詫び申し上げます。

1仙台市青葉区一番町4−７−７ 2022−397−7911
311：00〜19：00※パンがなくなり次第終了 4木曜

1仙台市青葉区一番町3−11−15 仙台 FORUS B1F 2022−290−2600
310：00〜20：00（ラストオーダー19：00） 4仙台 FORUSに準ずる

ホテルショコラエスパル仙台店

JRフルーツパーク仙台あらはま

カカオの新しいライフスタイルを提供する、英国
発の『ホテルショコラ』が東北初上陸。種類豊富
なチョコレートが並ぶほか、ショコラドリンクなど
が楽しめるカフェやカカオのビューティアイテム
を揃える店内は、新しい発見が満載。

仙台市若林区荒浜に3月18日
（木）開業する観光
農園。施設内にはイチゴ狩りや直売所を設けるほ
か、
『ホテルメトロポリタン仙台』のシェフ監修の
カフェ・レストラン『Les Pommes』も併設。仙
台駅から30分というアクセスの良さも魅力だ。

1仙台市青葉区中央1−1−1 エスパル仙台東館2F 2022−355−7630
310：00〜21：00 4エスパル仙台に準ずる

1仙台市若林区荒浜新2−17−1 2022−390−0770
310：00〜16：00（カフェレストラン15：00） 4火曜

NISHIKIYA KITCHEN 仙台パルコ店

VS PARK イオンモール新利府 南館店

にしきやキッチン

50種類のカレーを中心に100種類のレトルト商
品を全国展開する
『にしきや』が、仙台市では初の
イートイン併設店をオープン。専門店さながらの
カレーに、チャイやコーヒーなどドリンクが楽しめ
るほか、物販も充実。

1仙台市青葉区中央1−2−3 仙台パルコ本館１F 2022−796−3880
310：00〜21：00（ラストオーダー20：30） 4仙台パルコに準ずる

ブイエス パーク

話題の『イオンモール新利府 南館』に東北初出
店。猛獣から逃げ切る超短距離走アクティビティ
「ニゲキル」や、強力ゴムに引っ張られながら走る
「Run＆Run」など、30種類以上のスポーツが大
集結。

1宮城郡利府町新中道3−1−1 イオンモール新利府 南館３F 2022−349−1150（代）
310：00〜21：00（最終入場20：30） 4イオンモール新利府 南館に準ずる
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孫
自慢

いぎなり
めんこい!

えんどうはると

遠藤晴人くん（2歳）

プレ ゼ ント

まいにち、
げんきで、
おいしく。
有限会社竹鶏ファーム・
竹鶏たまご（白）30個入り
竹炭の効能を活かした養鶏の成
果で、生臭みは少なくコクとすっ

えんどうひまり

遠藤ひまりちゃん（1歳）

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

きりとした味を楽しめる
「竹鶏たま
ご」
。まずは
「生」でたまごかけご
飯がおすすめ！ 竹鶏たまご
（白）
30個を5名に。

5

※写真はイメージです

名様

【応募方法】直接

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

5

三重県伊勢市
名様
「伊勢製餡所」
おいしいこしあん2袋セット

【応募方法】応募フォーム
かとうともき

加藤知輝くん（4ヵ月）

かとうゆうと

加藤優翔くん（3歳）
こうき

幸輝くん（3ヵ月）

よ し だ わ お

吉田和央くん（1歳）

たかしなまさひで

高階政秀くん（４歳）

応募フォームへのアクセスは
こちらから

おおともあみ

た け だ さ わ

きむらとおる

かんな

さとる

大友彩未ちゃん（3歳） 武田紗和ちゃん（４歳）
り く

凛空くん（1歳）

北海道十勝産小豆の新物、伊勢市を流れ
る宮川の伏流水と上白糖のみ。それらの良
質な原材料を職人が季節や気温、湿度を
熟練の技で見極め、炊き上げた
「こしあん」
を300g入り2袋セットで5名に。

栞奈ちゃん（１歳）

木村貫くん（３歳）
慧くん（１歳）

『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

体感的には６弱だった気がするが、仙台市青葉区は震度５

常連くんの知り合いに詳しい人がいるというので、見てもら

強だった。バレンタイン前夜の福島沖を震源とするマグニチ

うことになった。しかし精密機械とあって梱包だけでもご常連

ュード
（M）
７.３の地震。もう1ヵ月も前のことになる。

ご一統さま総がかりの一晩仕事。人手の多いのは助かった。

小舎では、業後のカウンターで一息ついて、
キュッなん

大山鳴動ゴムベルト一本。地震被害は
「レコード

ある。

プレーヤーが壊れた」
ではなく
「必要のない分解・

被害はグラスが数個割れた程度。破片を拾っ

梱包作業を強いられた」ことに変更となった。蛇

ているうちにその夜は終わった。買ったばかりの卵

の道価格の出費も回避され、
めでたしめでたし。

パックが厨房の床に落ちて割れていた。
「エッグス

東日本大震災の余震だという。もう10年だ、一区

翌日。階段を登って店に入るとレコードプレーヤーが回らな
い。メーカーの保証なんて40年も前に切れている代物だ。最
悪の場合、家賃1ヵ月分ぐらい軽く飛ぶ。まず誰が直してくれ
る。蛇の道の蛇を見つけることが先決だ−。
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名様

蕎麦と並び山形を代表する味覚「山形こ
んにゃく」
。
『蔵造り蕎麦本舗土谷』
では、
両者を合わせる事で蕎麦の香りとこんに
ゃくの「つるり」
とした喉越しと強いコシ
を持つように仕上げた逸品。ヘルシーで
驚きのツルツル細打ち麺を楽しもう。
「山
形こんにゃく蕎麦」200ｇ入りを5袋セッ
トで5名に。

電源を入れると直ぐにくるくる回り始めたらしい。

響いていたら、それだけで心停止する自信は少し

切りだなんて人は言うが、地球にとってみればたかだか
10年。忘れた頃にやってくるとはいうけれど忘れちゃいけない。
忘れるもんか。
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

蔵造り蕎麦本舗土谷
「山形こんにゃく蕎麦」
5袋セット

「あ。ベルト外れてるね」
だと。ベルトを掛け直して

レコード盤の上を跳ね回る針音が大音量で鳴り

まったビルを歩いて降りた。

5

で。常連くんによれば、先方のお父さん、見るなり

繋いで音楽は鳴らしていた。不幸中の幸いだろう。

10

森永乳業の「絹とうふ・絹とうふしっかり」
は無
菌充てん包装で保存料は不使用なのに日持ち
長持ち。
「絹とうふ」
は豊かな大豆の香りと滑ら
かな食感、
「絹とうふしっかり」
は濃厚な大豆の
風味としっかりした硬さを保ちながらも、どちら
の製品も約7ヵ月の長期常温保存が可能。
「森
永絹とうふ250ｇ」
、
「絹とうふしっかり253ｇ」
各3個・合計6個をセットで10名に。

梱包で二次災害なんて言ったら目も当てられない。

てことをしていた時間帯だった。パソコンをアンプに

JAPAN活動停止」
なんて笑いながら、エレベーターの止

森永乳業
常温保存可能な
「絹とうふ・絹とうふしっかり」
6個セット

【応募方法】郵送

【応募方法】応募フォーム

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

応募フォームへの
アクセスはこちらから

〒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3月31日
（水）

※どなたでも応募できます
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