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ひんやりおいしい! 冷 たい 麺

2021年 7月11日発行

地産地消を推進するラーメンを提供

21年2月にオープン。
「焦がし味噌拉麺」
を筆頭に、海老味噌に牡
蠣味噌、醤油と塩も堪能できる。夏は
「冷やし汁なし味噌担々麺」
がおすすめ。
「Senpan!!を見た」
でトッピング1品サービス。
奥州麺処

味噌政宗
みそまさむね

河北仙販

1仙台市青葉区大手町6−11
2022−209−3407 311：00〜23：00（LO22：30）
4不定休

ダシの深い味わいと冷涼感が融合

爽やかさと深みが調和した夏季限定の「小アジにぼしの冷やしそ
ば」
（ 750円）
。スープには、旬の小アジをメインにエソ、白口にぼし
を贅沢に使用。ピリッとした辛みとスダチの酸味がアクセントに。
荒町商店中華そば

ふじやま

1仙台市若林区荒町171 2022−206−2162
311：00〜14：00、
17：30〜20：00、
土・日曜、祝日11：00〜15：00
※スープなくなり次第終了 4木曜

今年の梅雨入りは少し遅れましたが、
気がつけば七夕も過ぎ本格的な夏の到来です。

レモンの酸味と厚みのある旨味が調和

織姫と彦星は今年は無事に会えたのでしょうか。
という事で今号の特集は「カフェ＆スイーツ」です。

鶏、豚、和ダシをベースに、脂を使わず仕上げた夏仕様の「冷やし
だしレモン中華」
（ 800円）
。さっぱりとしながら素材の旨味が活き
た深みのある味わい。上にのった山形の だし も食欲をそそる。

もう少しだけ県内、近場の情報をお伝えしてまいります。
紅葉の頃には東北各地のご案内が出来ることを願っています。

中華そば

一休

いっきゅう

山

1仙台市宮城野区宮城野1−1−37 2022−297−2332
311：00〜15：00、
17：30〜21：00、
土・日曜、祝日11：00〜21：00
※スープ無くなり次第終了 4月曜
（祝日の場合火曜）
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副編集長の間借りコラム

ツ

ある日突然、無性に食べたくなる
うまい・辛い・懐かしい中華が盛りだくさん！
お初にお目にかかります、S-style副編集長の山口と申し
ます。産休に入り、きっと今頃最後のひとり時間を満喫して
いるだろう編集長小山内に代わり、今回から登場させていた
だきます。さて、S-style最新号は久しぶりの中華特集。中華
って
「食べたいなぁ」
と思い立ったが最後、実際に料理を口
にするまで脳内を占領されてしまうのはきっと私だけではな
いはず。がっつり食べたいランチには回鍋肉定食を、蒸し暑
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和栗モンブラン専門店
くり ほ

ヤ

スイーツ & カフェ

せんだいひろせどおりてん

ばん すい どお り てん

栗歩 仙台広瀬通店

ドン・キホーテ晩翠通り店

東京・自由が丘に1号
店があり、東北初出店
となるこちら。高級国
産和栗をふんだんに
使用した「国産和栗の
モンブラン」
（ 1,944
円）と
「国産和栗のモ
ンブランジェラート」
（ 1,188円）
が看板商品。和
栗本来の香りや甘みを堪能しよう。

パンケーキ生地に具
材をたっぷりと挟み
込んだオリジナルサ
ンド「つやぱん」のテ
イクアウト専門店。宮
城県産の米粉と
『竹
鶏ファーム』のタマゴ
を使った生地と、7種の雑穀グリッツを混ぜた雑
穀米生地の2種類を用意。

1仙台市青葉区一番町4−3−5
2非公開
311：00〜18：00
4不定休

1仙台市青葉区立町15−17 ドン・キホーテ晩翠通り店
2022−266−3145
311：30〜22：00（時短営業あり）
4無休

甘味処

しゃ ざ きっ さ

且坐喫茶
「ちょっと座って、お茶
でもどうぞ」という意
味の『且坐喫茶』は、
茶室『面白庵』に週2
日だけ開かれる茶室
カフェ。季節ごとに素
材の変わる
『和菓子ま
めいち』考案の「まめいち和パフェ」
（ 1,700円）
など甘味も揃う。予約可能。
1仙台市青葉区本町2−19−9
クリスタルパレス本町ビル東側4F「面白庵」内
2080−5566−0419 311：00〜17：00
4金・土曜のみ営業

い日のサク飲みには餃子×ビールの最強コンビを、ラクした
いおうちごはんにはデパ地下中華デリを。あれ、気付けば中
華って、どんなシーンにも万能じゃないですか？ 体力勝負
の夏のお供に、絶品中華をお楽しみくだ
さいね！

定期購読の申込みは
お近くの河北仙販まで

巻頭特集

「仙台・宮城 中華THE BEST」
ランチ・サク飲み・華やかデリまで、
中華料理の魅力をたっぷりお届け。

ジャンル別 定番中華THE BEST／グルメ通アナウ
ンサーの偏愛町中華／餃子 ビール虎の巻／編集
部が徹底調査！ 中華デリ最前線／簡単＆おいしい
親子で作るらくウマ中華 etc.
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AMAZAKE STAND
東北の麹と米を使用
し、じっくり発酵させ
て造り上げる手作り
の「自家製生あま酒」
（プレーン・Sサイズ
390円〜）
をはじめ多
彩な味わいを用意。
砂糖を使わず甘酒本来の優しい甘みで、親しみ
やすいと評判。免疫力アップも期待できる。
1仙台市青葉区国分町1−6−15 奥田ビル３F
2非公開
311：00〜18：00、土・日曜・祝日15：00〜19：00
4不定休

カフェ スタンド

cafe stand
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季節のフルーツをふ
んだんに使ったスイ
ーツとフレッシュジュ
ースを提供する、テイ
クアウト中心のフル
ーツカフェ。今年の夏
は「トロピカルフルー
ツかき氷」
（650円）
がおすすめ。
『Wolt』
『UberEats』
にも対応。
1仙台市太白区長町1−6−8 佐熊ビル1F
2022−799−7235
311：00〜17：00、金・土曜11：00〜18：00
4木曜（月2回水曜休みあり）

こー ひー まめ せん もん てん

いずみや 珈琲豆専門店
八木山緑町にある、夫
婦で営む小さな珈琲
豆屋。豆の産地では
なく、焙煎度合いによ
る味の違いの楽しみ
を提案。これからの季
節は、
「コロンビア：イ
タリアンロースト」
（100g・400円）
など、深入り
の豆で淹れるアイスコーヒーがおすすめ。
1仙台市太白区八木山緑町17−21
2080−5167−9406
311：00〜18：00
4水曜

※新型コロナウイルスの感染拡大状況をふまえ、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。

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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孫

いぎなり
めんこい!

自慢

かま た ゆう ま

鎌田優真くん（6ヵ月）

しょうじ の の か

庄司野乃花ちゃん（3歳）
【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
あおやまたい し

青山大志くん（4歳）、

ち ば ゆ き の

〒980-8529 河北仙販開発課
「孫自慢」係※住所不要

けい と

千葉祐綺乃ちゃん（2歳）

恵人くん（1歳）

P RESENT

プレ ゼ ント

2

丸大食品
「『特撰ロースハム、
あぶり焼 焼豚』
ギフトセット」

名様

モンドセレクション金賞を受賞した、
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
（350g）
と、特製のたれに漬け込
み焼き上げた口当たりやわらかな
焼豚（180g）の詰め合わせギフト
セットを2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
【応募方法】応募フォーム

みねむら ゆ い な

嶺村結衣那ちゃん（5ヵ月）、

応募フォームへのアクセスは
こちらから

なんじょう

南條みのりちゃん（3ヵ月）

各

さ とうかな た

佐藤奏大くん（11歳）、

デルモンテ
「つぶ野菜シリーズ（りんご・柑橘）125ml×18本」

りょうた

亮大くん（9歳）、

3

名様

すりおろしたにんじんとりんごをベースに、
トマトやレモンなどの10種の野菜と果実をブレンド
した
「すりおろしりんごmix」
と、
まるごと搾ったグレープフルーツなど4種の柑橘をミックスした
「まるごと搾り柑橘mix」
。125ml×18本入を各3名に。※
「りんご」
「柑橘」
いずれかを記入

つぐ み

紬美ちゃん（6ヵ月）

さ とう み お

か とうこは る

佐藤美桜ちゃん（3ヵ月） 加藤虹春ちゃん（3ヵ月）

はやしりつ き

林 律希くん（8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

一人一生の持ち物ってやつは総量が決まってるんじゃないか。欲

める。乗ってるオヤジは前につんのめる。慣性の法則ってこれだね。

深は禁物、業の深いは来世にたたる。まるで門前の張り紙みたいな

で、オヤジこける。買ったばかりの赤いシロップの瓶が割れる。同じ

出来事が最近頻発している。

く鶏モモ肉のパッケージが壊れる。グレナデンの赤に染まる鶏モモ。

中古の軽自動車を買った。ネットオークション。諸経費込みで
７万5000円。軽度のギャンブルだね。任意保険のおじさんが「あ、
車両保険は不要だね」
と見積もりを減額した。

実にスプラッターな荷物を抱えて、
一番町を押して歩いた。
Kカーにヤキモチ焼いたかバイセコー。自転車屋さん行かなきゃ
ねなんて言いつつ、次の休みに行ったのはカー用品店。日頃の
足よりドライブのお供を優先したね、オレ？ その心がけ

３年ぶりのマイカーである。その間の延伸著しい三陸道
気仙沼にもモネちゃんの姿はなかったけどしょうがない。

バチが当たる。翌日、店に出てみたら店のオーディオの

快適である。三陸道の流れに順調に対応している。だ

音が出ない。車のステレオとは訳が違うんだから頑張れ
と励ましてみても
「これ以上は頑張れないよ」
とうつむくば

が坂道、加速といった局面で必要以上に一生懸命な音を
け、結構じゃないか。

かりで今日に至る。
車来ました自転車壊れました。カーステレオばっちりです店のス

調子に乗ってカーステレオにCDを差し込む。差し込んだ。…鳴ら

テレオが危篤です。…全部足し算したら、Kカー７万5000円のお買

ない。あれおかしいなと吐き出しボタンを押すが、返事がない。ただ

い得感は全チャラになったんじゃなかろうか。さすがだな天網恢々

のしかばねか貴様。

だなこれぞギャンブルなんだろな。だけど爆音装置なんとかしなく

なにせ15年落ち車両の純正カーステレオである。やれやれ。ラジ
オを聴きつつ陸前高田まで往復したのだが、その後いろいろアヤが
ついて回る。
車が届いた直後、自転車の前輪が不機嫌になった。急激に回転を止
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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

富士山の天然水を使い、極限まで炭酸をプ
ラス。強い刺激の中にすっきりした爽快感
とうまみを感じる炭酸水。500mlペットボト
ルを24本入りセットで5名に。

だぞ。

に早速出かけてみたさ。途中寄った登米にも大島架橋の

出す。高速での大型速度違反はしたくてもできない仕組みか？

アイリスフーズ
「富士山の強炭酸水
500ml×24本」

高級食パン専門店
「麦ノ蔵」
「角食パン引換券」

10
名様

贅沢な材料を惜しみなく使い、小麦本来の
香りを存分に楽しめる高級食パンを提供す
る
『麦ノ蔵』
。
「忙しい朝のひと時でも幸せを
感じて欲しい」
という思いを込めて、
「角食パ
ン」の引換券を10名に。

【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7月31日
（土）

※どなたでも応募できます

本プレゼントを通じて得る個人情報は、第三者に開示することは一切ありません。お客様からご提供いただ
きました個人情報はプレゼント商品の発送、
当社からのDM発送以外の目的で使用することはありません。
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