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ちょっぴり贅沢♪ 東北産お取り寄せグルメ

2021年 5月9日発行

リンゴを食べているかのような食パン！

河北仙販

食パン1本に青森のリンゴを5～6個も練り込み、どこを切ってもリ
ンゴが現れるずっしり感が人気。生地は、水を使わず「青森県産リ
ンゴ果汁
（100％）
」
で仕込み甘みもたっぷり。抽選販売等で購入可。
リトルプリンセス

qDreams SQUARE合同会社
2017－729－1695
9https://www.little-princess.jp

●［青森県］LittlePrincessの
「ずっしり贅沢りんご食パン」

3,024円

自然放牧ミルクで作った絶品バター

『ピュア・グラスフェッド』
と名付けたのは、なかほら牧場の牛が化
学肥料の入った牧草ではなく野草で育つため。食塩不使用なので、
料理やお菓子作りはもちろん、話題のバターコーヒーにもおすすめ。

qなかほら牧場オンラインストア
2050－2018－0110
9https://shop.nakahora-bokujou.jp/

小山

今お勧めできることを丁寧にお伝えしてまいります。

！
です
内

編集長の間借りコラム

「まん延防止等重点措置」期間中に制作することになった
今回の５月号。飲食店の特集は難しいだろうということで、
お買い物目的で気軽に立ち寄れる道の駅＆産直市場の特集
に変更しました。宮城県はもちろん、山形県のスポットもた
くさん紹介していますが、山形のタウン誌「月刊山形ZERO
☆23」編集部の力を借りて、仙台・宮城にいながら制作を進
めることができました。こんな時だからこそ協力し合える関

コブレンツ

qコブレンツ
2022－725－3362
9http://koblentz.net

今後この場では、副編集長の山口
（５歳児のママ）
がごあい
さつさせていただきます。無事に出産し
たら、競争率が高い人気コーナー
「孫
自慢」
に投稿したいと思います
（笑）
。
巻頭特集

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

「道の駅・産直市 徹底ガイド」
宮城・山形の道の駅＆産直市、
注目スポットにグルメまでとことん網羅。
仙台／気仙沼／石巻／女川／登米／
栗原／大崎／東松島／松島／富谷／
大郷／大衡／山元／村田／丸森／
七ヶ宿／白石／角田／山形

●［宮城県］Koblenzの
「各種自家製ソーセージ」
100g（ 3本入り）440円〜

気 軽に行ける！ 近 場 のランチスポット
やまなし

山形県産のそば粉を
使用した田舎そばと、
抜群の脂ノリを誇る
「トロサバ」を使った
料理が自慢。看板ラ
ンチメニューは、個性
が 光る
「辣 油つけ蕎
麦」
（ 910円）
。ラー油と蕎麦のパンチの効いた組
合せがクセになる一品だ。
1仙台市青葉区一番町2－3－3 J－BOXビル1F
2022－266－3807
311：30～14：00、
17：00～23：00、
土・日曜12：00～21:00 4不定休

係に感謝です。さて私事ですが、５月下旬から産休に入る
ことになり、この編集長あいさつを書くのも今回でラスト。

2,160円

宮城県産無菌豚100%、
ドイツ産岩塩などのこだわり素材、独自の
熟成・製法によって、肉の風味と歯ごたえ抜群の弾力が存分に楽
しめる。あふれ出る旨みたっぷりの肉汁を、
自宅でも堪能しよう。

田舎蕎麦 三陸ノ恵ミ

地元タウン誌がタッグを組んで
宮城&山形の道の駅特集が実現！

100g

プリッとはじけるソーセージ本来の旨み

今日は「母の日」
。母の日は国や地域によって起源や日付が違いますが、
世界中に存在しています。
「母の愛は海より深い」
と言うのは万国共通ですね！
ということで5月号は
「自宅や近場で家族で楽しむ」
をテーマにお送りします。
「
」
はみなさまと共に楽しむことを目指した媒体、

●［岩手県］なかほら牧場の
「ピュア グラスフェッド バター」

かつお節を楽しむお店

Cucina Italiana

ルンルン邸

FUMO14番地

ルンルンてい

カツオ節を愛するオ
ーナーが、旨みを凝縮
させた枕崎産本枯節
を主役に多彩なメニ
ューを提供。鶏肉だ
けでシンプルに仕立
てた「鶏100％ハンバ
ーグ定食」
（ 850円）
は、芳醇な香りたっぷりのカ
ツオ節ご飯と一緒にどうぞ。
1仙台市宮城野区宮城野2－3－31
2080－9273－0912
311：30～23：00（夜メニューは16：30～）
4火曜（祝日の場合は営業、翌日休み）
、
ほか不定休あり
フラットホワイト コーヒー ファクトリー ながまちてん

仙台キッチン

FLATWHITE COFFEE
FACTORY 長町店

国内をメインとした豊
富なクラフトビールと
BBQメニューのペア
リングが楽しめるレス
トラン。ジューシーで
ボリューム満点のス
テーキにサラダも付
いた「特撰牛ステーキランチ」
（ 1,490円）
で、昼
飲みランチもおすすめ。

とろりとあふれ出す卵
の黄身の濃厚な味わ
いに、自家製のイング
リッシュマフィンの口
あたりが絶妙なエッ
グベネディクト。セッ
トメニューとして食べ
られるのは長町店のみ（1,230円）
。3月オープン
の新たなランチスポットだ。

1仙台市宮城野区榴岡1－1－1 JRイーストゲートビル2F
2022－369－3005
311：00～23：00（ランチ～15：00）
※ラストオーダー フー
ド22：00、
ドリンク22：30 4無休

1仙台市太白区あすと長町1－5－4 tekuteながまち2 1F
2022－399－9020
37：30～19：00（ランチセット平日限定11：00～14：00）
4無休

せんだいキッチン

フーモじゅうよんばんち

本格的な炭火焼や自
家製手打ちパスタが
人気のイタリア料理
店。これからの季節は
爽やかな口あたりの
冷製パスタが 人気。
「桜鯛とホワイトアス
パラの冷製カッペリーニ」
（ 1,980円）
など、旬の
魚介とのマリアージュを楽しもう。
1仙台市青葉区本町2－14－9 イトービル1F
2022－714－5720
311：30～14：00ラストオーダー、
17：30～22：00ラスト
オーダー 4水曜、
ほか不定休あり

カリーハウス

マシャーーラ
竹鶏ファームの鶏肉
を使用した「竹鶏カリ
ー物語」のほか、
「シュ
クメカリー」
「ヤサイカ
リー」の3種類のカレ
ーを用意。
「3種盛り」
（1,400円）
とトッピン
グを組み合わせて、
スパイスカレーの魅力を堪能
しよう。
1仙台市泉区旭丘堤1－26－2
2050－8881－0336
311：00～14：00、
18：00～20：00
4月曜

※
「まん延防止等重点措置」実施期間中は、各施設の営業日・営業時間が変更になっている可能性があります。各施設のホームページや電話等でご確認ください。
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孫
自慢

おくやまひろ と

奥山大翔くん（8ヵ月）

いぎなり
めんこい!

たかはし は る

プレ ゼ ント

5

名様

蔵造り蕎麦本舗 土谷
「そばそうめん 5把セット」

【応募方法】郵送

髙橋暖生くん（3ヵ月）

P RESENT

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

そうめんと同じ太さに切った細身の
日本蕎麦。口当たりはほっそりとし
ていながら、つるりとしたのど越しと
強いコシを併せ持ち、蕎麦とそうめ
んの両方の良さが楽しめる。人気の
「そばそうめん」5把セットを5名に。

【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
さ さ き りっか

佐々木六花ちゃん（3歳）
は る

花瑠ちゃん（3ヵ月）

【応募方法】応募フォーム

おくむら さ つき

奥村咲月ちゃん（5歳）
り く

莉久ちゃん（2歳）

アイリスフーズ
「杜仲茶
3g×30パック」

応募フォームへのアクセスは
こちらから

健康成分ゲニポシド酸を含み、古くから生
薬として使われていた杜仲の葉。こちらは
三大杜仲茶産地の一つである中国・貴州省
の茶葉を使用。風味や味を効率よく引き出
せる、テトラパック入りの「杜仲茶」30パッ
ク入りを5名に。

5

名様

ふか や も ね

ほしかわ てん

むらかみまな か

おお の ま ゆ と

お ぬま り く

深谷萌音ちゃん（3ヵ月） 星川 纏ちゃん（7ヵ月） 村上愛果ちゃん（5歳） 大野真優斗くん（3ヵ月） 小沼理玖くん（6ヵ月）
はる

晴くん（6ヵ月）

『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

古いキヤノンの135ミリレンズをネットのオークションで見
つけたのがきっかけだった。また無駄遣いしとるぞという話。

いろんな事情でもう生産はやめちゃったメーカーさんの10

コンと共に駆け抜けた歴戦の雄なのだが、
デジタルカメラの時
代になって、
自社製品との互換性を奪われた。

遣いの輪は広がっていくんだねえ。ひとごとみたいに言っちゃ

ノンの大英断」なんだろうが、ユーザーはたまらん

街では白黒のフィルムが１本1000円を超え、現

かったぢゃろうのぅ。50ミリ標準レンズでは物足

像にも日数がかかるという。カラー写真の現像だ

りなくなったファンが手を出すのが、単焦点28ミ

って以前のようにコンビニでDPEを受け付けてく

リや135ミリなのだが、
ある日突然、次世代カメラ

れるわけはなく、街のカメラ屋さんも激減した。
時代は確かにデジタルだし、それはたいそう便

には使えまへんと宣言されたのだから。

利なんだが、業界の優勝劣敗があまりに直接的にユー

オトモダチに可愛い女の子がいたなら、ローンを組

ザーの利便性に跳ね返ってきてはおるまいか。
最新最先端についてこないと置いてくぞ、ってか。そう言わ
れましてもなあ。なんだかなあ。

5000円ばかりで手に入る。よっしゃ、こうたる。わしのとこに
こい。てな具合でオークション入札アンド落札だ。
往年の栄華を知るものとしては底値の悲しさを慰めた部分
がなきにしもあらずなんだが、往年のスタープレーヤーたちに

アイリスフーズ
「富士山の天然水
500ml×24本」
富士山の地層で長い年月をかけて磨かれ、
自然の恵みをたっぷりと含んだ天然水。や
わらかな口当たりの軟水で、身体に馴染む
すっきりとした味わいが好評。500mlペッ
トボトル入りを24本セットで5名に。

うけど。

デジタルの急激な技術革新進展のためには
「キヤ

そんなポートレートレンズと28ミリ広角単焦点が合わせて

チキン、ポーク、鰹のトリプル出
汁と香味野菜の風味を効かせた
「醤油」
、ポークをベースに3種の
味噌をブレンドしたコク深い味
わいの「味噌」
。本格的な味わい
が手軽に楽しめる即席麺を各５
食入り2袋のセットで6名に。

という再雇用の場もあるんだという。
年落ち製品だったらちょっと手を伸ばせば届く。こうして無駄

出したもんだ。わしは知らんけど。なんか腹立たしいけれど。

6

名様

はアダプターを使って、ミラーレス一眼のカメラに取り付ける

気の毒なレンズなのだ。1970年代の一眼レフ戦国時代をニ

んででも
「ポートレートレンズ」
との別名を持つ135ミリに手を

アイリスフーズ
「インスタント袋麺
味噌・醤油」

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

5

名様
【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5月31日
（月）

※どなたでも応募できます

