


全農みやぎの公式Twitter・Facebookでは、宮城県農畜産
物のキャンペーン、イベント、商品、営農に関する情報発信を
しています。宮城県農畜産物、加工品の購入はJAタウンから！

Twitter facebook

みやぎの野菜インスタグラム
ID：miyagino.no.yasai

ぼくの名前は「ミヤッチ」です。
「ミヤッチ」は「みや」ぎの地（ち）場産品からきているよ。
みやぎの野菜を盛り上げていくので応援してね。

全国肉用牛枝肉共励会

お米を食べて育った豚肉です。
宮城を代表する銘柄豚の宮城野豚（ミヤギノポーク）。
その中で仕上げ期の約２ヵ月間、お米（飼料米）を
与えて育てたのが「宮城野豚みのり」です。
見た目に脂身の部分が白く鮮やかで、肉に旨み
成分の脂肪酸であるオレイン酸が増加、肉質
もやわらかくなって甘みが増し、ヘルシーで
おいしい豚肉です。http://www.sendaigyu.jp/仙台牛 検索検索

うしまさむね
「牛政宗」

全共宮城大会マスコットキャラクター 

仙台牛は、黒毛和種であり、
仙台牛生産登録農家が宮城県内
で肥育した肉牛で枝肉取引規格
「A-5」「B-5」の最高ランク
に格付された肉牛
のみが名乗るこ
とのできるブランド
牛です。

令和元年度

名誉賞
受賞

平成28・29年度
2年連続

名誉賞
受賞





















産直市場 みんな野 TEL 0224-33-3915／FAX 0224-33-3913
刈田郡蔵王町大字平沢字田中188

イベント内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ先 農業生産法人
エコファーム蔵王株式会社

http://www.ecofarm-zao.co.jp/

 新鮮！安全！安心を笑顔でお届けします。

地域
の農業

を守り、楽しく元気な地域づくりを

みんな野産直市場
毎 月

15日

こどもの日フェア 創業祭
Ａコープ商品の中から旬の野菜を
さらにおいしく食べられる特売品を販売

水仙・くりん草など春の草花が勢揃い

振舞い餅・餅つき実演 お楽しみ抽選会開催！！ご来店のお子様（２０名）に煎り豆プレゼント！

３，０００円以上お買上のお母さん限定！ ３，０００円以上お買上のお父さん限定！
先着３０名カーネーションプレゼント！ ５日日６日月そらまめ販売 １９日日２０日月梅販売いたします

先着３０名
味付ホルモン
プレゼント！

みんな野Ａコープの日

5月 5日㊍
父の日フェア19日㊐母の日フェア8日㊐

18日㊏19日㊐

4/29日㊎～5/5日㊍

6月

GW
ゴールデン

ウィーク

鉢花フェア開催

仙南シンケンファクトリー TEL 0224‒61‒1150 JAみやぎ仙南ホームページをご覧ください!
https://www.ja-miyagisennan.jp/einou/1417.htmlお問い合わせ先

ドリンク
バー

おかわり自由

●三種ソーセージ

　　…………………￥600（税込）
●ソーセージ３種盛合せ

　　………………￥1,600（税込）

ホット コールド
のいずれか、おかわり自由

or
¥200（税込）

ホット コールド＋
おかわり自由

¥300（税込）

���������������
ランチタイムメニューランチタイムメニュー

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。

・ランチタイム11：00～14：30（ラストオーダー14：00）・ナイトタイム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 ※定休日/水・木曜日

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！

ドイチェスハウス  ビア・レストラン

シェフおすすめ
ランチセット

プチデザート付

ジャパンX
ポークロースのソテー

¥1,280（税込）

ポークソテー・スープ・サラダ
ライス パ ンor

柔らかく煮込みました柔らかく煮込みました 角田産あか鶏使用角田産あか鶏使用蔵王産ポーク使用蔵王産ポーク使用

シェフおすすめ!シェフおすすめ!

ハンバーグステーキ

¥1,330（税込）

ハンバーグステーキ・スープ・サラダ

ライス パ ンor

シェフおすすめ!シェフおすすめ!

和風ハンバーグステーキ

¥1,330（税込）

ハンバーグステーキ・スープ・サラダ

ライス パ ンor

¥1,600（税込）

ライス パ ンor

めぐみ野あか鶏の
コンフィ

¥1,300（税込）

あか鶏のコンフィー・スープ
ライス パ ンor

シンケンプレート

¥1,280（税込）

ウインナー・厚切りハム・スープ

ハム職人による味わいハム職人による味わい

ライス パ ンor

ビーフシチュー
ビーフシチュー・スープ・サラダ

日替りパスタ

¥1,380（税込）

オムライス

¥1,280（税込）

オムライス・スープ・サラダ
ナポリタン

¥1,100（税込）

ナポリタン・スープ・サラダ本日のパスタ・スープ・サラダ

角田産トマトをふんだんに使用角田産トマトをふんだんに使用女性に人気女性に人気 蔵王山麓たまごに
ウィンナーを添えて
蔵王山麓たまごに
ウィンナーを添えて

お子様プレート

¥500（税込）

※小学生未満

ジュース付







IGUNEは生産者と消費者を結ぶ、地産地消コミュニケーショ
ン・マガジンです。宮城に伝わる屋敷林「家久根（いぐね）」
のように、農業を守り、豊かな生活と健康を育むいろいろな
「これ、いぐね？（いいじゃない。）」をご紹介していきます。

2022年4月 vol.47 春号

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2022年7月発行予定

この印刷物は、
輸送マイレージ低減によるCO₂削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を使用した
環境配慮型「ライスインキ」で印刷しています。

猪股泰彦

※応募はお一人様１回限りとさせていただきます。

※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。

〒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

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

http://igune.jp/

今日はあそこに

行ってみよう！

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。

本誌では収まり切れなかった情報が満載!!

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。
令和４年６月６日（月）まで（当日消印有効）読者プレゼント 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。（賞品はイメージです。）

自社牧場の搾りたて生乳を使用し、こだわりの乳酸菌
で低温長時間発酵させたヨーグルト。生乳の風味を
そのまま活かしたリッチな味わいをお楽しみください。

ヨーグルト工房 Atreyu（アトレイユ）様

TEL 0224-22-7033 刈田郡蔵王町大字小村崎
※4・5ページに記事が掲載されています。

3名様3名様

提　供

※8・9ページに記事が掲載されています。

TEL  0229-56-5327 大崎市鹿島台平渡

元気くん市場 Aコープかしまだい店様
提　供 3名様3名様

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。

2 鹿島台産
デリシャストマトジュ一ス
（190g×15缶）

※11ページに記事が掲載されています。

TEL  0220-23-1602 登米市迫町佐沼

JAみやぎ登米 営農部販売推進課様
提　供

「環境保全米ひとめぼれ」を100％使用したJAみや
ぎ登米の新商品です。無加糖・ノンアルコールで「ひと
めぼれ」のまろやかな甘みを活かしました。お子様か
ら高齢者まで安心してお飲みいただける甘酒です。

4 蔵王源流米
（5kg・1袋）

産直市場みんな野 様

TEL 0224-33-3915 刈田郡蔵王町大字平沢

提　供 5名様5名様

霊峰蔵王の雪解け水を
集めた「澄川」の清流
が育てたお米です。
大きな寒暖の差と、登
熟期の昼夜の温度差が、
更に味を良くします。
特にこの「蔵王源流米」
は、甘味と粘りがあり、
冷めてもおいしいお米
です。

※10ページに広告が掲載されています。

5

JAみやぎ仙南 仙南シンケンファクトリー様

TEL 0224-61-1150 角田市角田字流
※10ページに広告が掲載されています。

URL http://www.ja-miyagisennan.jp/einou/1417.htmlURL https://atreyu.murakami.farm/

提　供

3

5名様5名様

シンケンファクトリー
にて醸造したこだわり
のクラフトビールと、
国産の豚肉を精魂込め
て加工した自慢のハ
ム・ベーコンのセット
です。
（地ビール330㎖×2、
もも肉ハム・ベーコン）

地ビール＆もも肉ハム・
バラベーコンセット

※20歳未満
の方は応募
いただけ
  ません。

6 宮城県産「だて正夢」（５kg・1袋）
あまざけ 糀みるく「改」セット
（200ml×3本、500ml×2本）

もっちり食感の新品種。
噛むほどに甘みが溢れ
出し、お米本来の味わい
が堪能できます。じっく
り、ゆったりと味わってい
ただきたい、贅沢な時間
を演出するプレミアムな
お米です。

TEL 022-345-2877 黒川郡大和町まいの
URL http://www.pearl-rice.co.jp

提　供

株式会社パールライス宮城 様
5名様5名様

2名様2名様

1

かいこうじ

アトレイユ
プレーン&のむヨーグルトセット
（プレーン450g×2個、ドリンク180ml×4本）
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JA仙台　J A 岩 沼 市　JA名取岩沼　JAみやぎ亘理　JAみやぎ仙南
JA古川　JA加美よつば　JA新みやぎ　JAみやぎ登米　JAいしのまき
JA宮城中央会　農林中央金庫仙台支店　JA全農みやぎ　JA共済連宮城

「みやぎを、もっと食べよう。」みんなのよい食プロジェクト
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