
























新年会プラン1月5日㈪～1月31日㈯1月5日㈪～1月31日㈯
要予約

仙南産旬の地場産食材キャンペーン
sennan schinken factory 

仙南管内9市町（柴田、大河原、村田、川崎、蔵王、白石、七ヶ宿、角田、丸森）で生産する数多くの農産物
からJAの営農担当者が特にお勧めする旬の食材を料理長が素材を生かして調理いたします。
仙南管内9市町（柴田、大河原、村田、川崎、蔵王、白石、七ヶ宿、角田、丸森）で生産する数多くの農産物
からJAの営農担当者が特にお勧めする旬の食材を料理長が素材を生かして調理いたします。

「送迎バス」は20名様以上にて、お問合せ下さいませ。
※当日バスの台数に限りがありますので、お早めのご予約をお待ち申し上げます。

食材王国みやぎ地産地消推進店に
仙南シンケンファクトリー登録！

JAみやぎ仙南ホームページをご覧ください!　http://www.ja－miyagisennan.jp/top/1417.html

◆阿武隈急行線角田
　駅下車西口徒歩3分
◆仙台からR4とR349
　を経て自動車で60分
◆東北自動車道白石
　インターからR4を白
　石方面へ白石から
　R113を角田方面へ
　自動車で30分
◆村田インターから大
　河原町を経て自動
　車で30分

SENNAN SCHINKEN FACTORY
宮城県角田市角田字流197－4　〒981－1505
仙南シンケンファクトリー
TEL 0224−61−1150

お問い合わせ

レストラン営業時間
ランチタイム／
ナイトタイム／

11：00～14：30（ラストオーダー14：00）
17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

ナイトタイムは完全予約制・３日前・4名様より

交通の
ご案内

Since1997

阿武隈急行を
ご利用ください

197-4,Nagare,Kakuda-aza,kakuda-shi,Miyagi-Ken981-1505

2,500【７品】 （税込）円プラン1 3,000【８品】

1名様 1名様
（税込）円プラン2

●黒瀬ぶりのカルパッチョ　●カリカリじゃが芋のサラダ
●フランクフルト＆揚げ物　●焼き鳥＆枝豆
●野菜がはいった ジャパンⅹポークの煮込み
●天ぷらうどん　●本日のデザート

●刺身　●蒸し鶏のエスニックサラダ
●フランクフルト＆フライドポテト　●揚げ物各種
●帆立とじゃが芋のチーズ焼き　●スパイシーチキン
●天ぷらうどん　●本日のデザート

インターナショナル・ビアカップ2014
ジャーマンスタイル・
ペール・ウィートエール部門

フォーリンスタイル・
スタウト部門
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蔵王産ひとめぼれラガー
（ピルスナータイプ）
蔵王町産直播ひとめぼれ使用

第3弾

仙南の農畜産物を生かした地域特産品
づくりを進めてきたところですが、その
一環として仙南の銘柄米を使った地
ビール醸造に取り組んでおります。
　仙南２市７町それぞれの代表的銘柄
を原料にして米（マイ）ビールを数量
限定で醸造、催事・交流の場等でより
親しんでいただける地産地消地ビール
づくりを今後の継続的な取り組みとして
企画しております。

淡色ラガー系

330㎖

670円

ドイツ製法の本格派地ビール

2月2日月～
2月6日金の
2月2日月～
2月6日金の
5日間5日間

平成27年平成27年

日替りランチ
数量
限定

お客様感謝フェア
日頃のご愛顧頂いている
お客様へ感謝を込めて

※メイン料理は後日
　ご紹介いたします 600円600円［税込］［税込］

角田産『つや姫』使用……………………

七ヶ宿産『やまのしずく』使用……………

蔵王町産『直播ひとめぼれ』使用………

村田町産『ひとめぼれ』使用…………

柴田町産『こしひかり』使用（１月末醸造仕込）……

終　売
終　売
販売中

2月解禁予定
協議中

第一弾

第二弾

第三弾

第四弾

第五弾

蔵王山麓米ラガー（ピルスナータイプ）取組経過





※皆様からお預かりした個人情報については、プレゼントの抽選や
賞品の発送、今後の誌面づくりの参考などに利用させていただ
き、それ以外の目的で使用することはございません。

平成27年３月２日(月)まで（当日消印有効）読者プレゼント 当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
応募締切日

IGUNEへのご意見・ご感想など、読者の皆さまのお声を頂戴し、抽選で下記の賞品をプレゼントさせていただきます。

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目7-20

「IGUNE」読者プレゼント係

東日本大震災から復活した、甘さと酸味のバランスが
絶妙の「仙台いちご」をお楽しみください。

TEL  022-782-3353 仙台市若林区卸町
※表紙裏面にキャンペーン広告が掲載されています。

1

提　供

宮城県園芸作物ブランド化推進協議会様

宮城県産

仙台いちご（4パック・箱入）仙台いちご（4パック・1箱） 3

TEL  022-348-3130 黒川郡富谷町成田

提　供

元気くん市場 仙台店 様

鹿島台産

デリシャストマトジュ一ス
（190g×30缶・1箱）
デリシャストマトジュ一ス
（190g×30缶・1箱）

強い甘味と適度な酸味のバランスがとれた、高糖度の
果汁100％トマトジュ一スです。塩分等の添加物は加
えておりません。 3名様3名様5名様5名様

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

応　募　方　法
とじ込みの応募はがきに、下記を明記のうえご応募ください。
1. ご希望の賞品番号と賞品名　2. アンケート　3. 氏名（フリガナ）　4. 郵便番号・住所  5. 電話番号　6. 性別　7. 年齢　8. 職業

5

※写真は提供できるランチの一例です。

県内産のお肉・野菜をメインにしたメニューを提供している
お店です。県産の新鮮な産直野菜の販売も行っています。

5名様5名様

ランチペア食事券 （お一人様950円分）ランチペア食事券 （お一人様950円分）

URL http://www.e-cocoron.com/
TEL 022-211-0556 仙台市青葉区一番町

提　供

産　直 ………

ランチ ………
カフェ ………
定休日 ………

月～土曜日 11：00～20：30
日曜・祝日 11：00～18：00
　全　日　 11：30～15：00（ラストオーダー14：30）
　全　日　 15：00～17：00
第３水曜日・年末年始

みやぎフードキッチン・産直レストラン COCORON（ココロン） 様

6

3名様3名様

わたりの
いちごワイン 
（500㎖・1本）

わたりの
いちごワイン 
（500㎖・1本）

4

ハーブの香り豊かなあらびきウィンナーと、香りづけに
桜のチップでスモークしたあらびきウィンナーと、2種類
の地ビールのセットです。グラスも付いています。
（地ビール330㎖×2、地ビールグラス、工場直送ウィンナー4本パック×2）

地ビール ＆
ウィンナーセット
地ビール ＆
ウィンナーセット

TEL 0224-61-1150 角田市角田字流
※11頁に広告が掲載されています。

URL http://www.ja-miyagisennan.jp/top/1417.html

JAみやぎ仙南 仙南シンケンファクトリー 様
提　供

※20歳未満
の方は応募
いただけません。

※20歳未満
の方は応募
いただけません。

5名様5名様

TEL  0223-34-9687 亘理郡亘理町逢隈

提　供

おおくまふれあいセンター 様
※10頁に記事が掲載されています。

「仙台いちご」の主産地ＪＡみやぎ
亘理産のいちごで作ったいちご本
来の甘みと酸味の調和したフルー
ティーな味わいです。

新発売
いちご復興記念
わたりのいちごワイン

「わたリーナ  」
イメージキャラクター

®

次号も食と農をテーマ
にした特集、情報をお届
けします。

次号のIGUNEは
平成27年4月中旬発行予定

2015年１月 vol.18 冬号

本誌では収まり切れなかった情報が満載!!

http://igune.jp/

IGUNEのバックナン
バー・設置場所につい
ても、ホームページを
ご覧ください。

今日はあそこに

行ってみよう！

※応募はお一人様１回限りとさせていただきます。

2

20名様20名様
TEL 022-264-8381 仙台市青葉区上杉
URL http://m-hozenmai.jp/

JA全農みやぎ様

宮城県産「みやこがねもち」は、食味はもちろん、白くな
めらかで粘りとコシの強さに定評があります。寒い冬だ
からこそ“お餅”パワーで元気をチャージ！

提　供

みやこがねもち100％切り餅
（300ｇ×2袋）

みやこがねもち100％切り餅
（300ｇ×2袋）
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