




















シェフおすすめ
ランチセット

プチデザート付

11：00～14：30 
（ラストオーダー 14：00）

サービスランチ …………¥800
～月間メイン料理案内参照下さいませ～

or

※ホット・コールドのいずれか、おかわり自由

ホット コールド ホット コールド

¥200ドリンクバー
※ホット・コールドおかわり自由

＋
¥300ドリンクバー

おかわり
自由 ※土日・祝日はお休み

月～金曜日

（料理741円+消費税59円）

飲物186円
消費税14円（ （ 飲物278円

消費税22円（ （

宮城県角田市角田字流197－4　〒981－1505
阿武隈急行線角田駅下車西口徒歩3分

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

Since1997

ドイツ製法の本格派地ビール

グラス 400ml
グラス 610ml
ピッチャー1,800ml

…………¥1,000

……………………¥600
……………………¥800

……… ¥2,000

（150ml グラス）

仙南クラフトビール各種

{
仙南クラフトビール４種セット飲みくらべ

（飲物556円+消費税44円）

（飲物741円+消費税59円）

（飲物1,852円+消費税148円）

（飲物926円+消費税74円）

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。

2015インターナショナル
ビアコンペティション

International Beer Competition

ヴァイツェンジャーマンスタイル・ペール・
ウィートエール スタイル部門

毎年開催している日本で一番古い
歴史を持ち、世界でも古い（3番目）
歴史を持つ審査会。

めぐみ野あか鶏のポアレ ¥1,250

あか鶏＋スープ＋サラダ＋プチデザート グラタンドリア＋スープ＋サラダ＋プチデザート

ディアボラ風ディアボラ風
めぐみ野角田・丸森産牛乳を
使用したホワイトソース
めぐみ野角田・丸森産牛乳を
使用したホワイトソース

めぐみ野あか鶏のコンフィー ¥1,280

あか鶏のコンフィー＋スープ＋プチデザート

角田産あか鶏使用角田産あか鶏使用
シーフードグラタン

グラタン＋スープ＋サラダ＋プチデザート

めぐみ野角田・丸森産牛乳を使用したホワイトソース！めぐみ野角田・丸森産牛乳を使用したホワイトソース！
¥1,300

ライス パ ンoror

ライス パ ンoror

（料理1,158円+消費税92円）
ビッグソーセージドリア ¥1,300

ライス パ ンoror

（料理1204円+消費税96円）

（料理1,186円+消費税94円） （料理1204円+消費税96円）

数量
限定

※写真はイメージです。









※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。

平成27年12月１日（火）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

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

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。

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。

2015年10月 vol.21 秋号

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12月上旬発行予定

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。

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。

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

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
※９頁に広告が掲載されています。

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

提　供

5名様5名様

※20歳未満
の方は応募
いただけ
  ません。

3

URL http://www.kirin.co.jp/
TEL  022-222-4103 仙台市青葉区立町

キリンビールマーケティング株式会社 宮城支社 様
提　供

※９頁に広告が掲載されています。

華やかな香りと、
すっきりとした
後味。

KIRIN「一番搾り仙台づくり」 
（350㎖・●缶入）

KIRIN「一番搾り仙台づくり」 
（350㎖・24缶）

※20歳未満
の方は応募
いただけ
  ません。

3名様3名様

猪股泰彦

亘理を新たなそばの産地へ。鳥の海、阿武隈川から
日が昇るという願いをこめてつくったそばです。
亘理を新たなそばの産地へ。鳥の海、阿武隈川から
日が昇るという願いをこめてつくったそばです。

おおくまふれあいセンター 様

TEL  0223-34-9687 亘理郡亘理町逢隈
※４・５頁に記事が掲載されています。

提　供

５名様５名様

2 復興 亘理そば

5

JA加美よつば農産物直売所 愛菜ハウス 様

TEL  0229-29-9451 加美郡色麻町大字上新町
※10頁に記事が掲載されています。

提　供

第11回
全国和牛能力共進会

宮城大会

９月７日（木）
～ 11日（月）

平成29年

マスコットキャラクター 牛政宗
うしまさむね

6

※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）

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

提　供

●産直コーナー ………
●レストラン …………

●定休日 ………………
※日曜・祝日　レストランと惣菜はお休みです。

11：00～19：30 （日曜・祝日は18：00まで）
ラ ン チ 11：30～14：30 （ラストオーダー）
ティータイム 15：00～16：30 （ラストオーダー）
毎週水曜日

みやぎフードキッチン・産直レストラン COCORON（ココロン） 様

1
さっぱりとした程よ
い硬さの食感と飽き
のこないおいしさで、
香り・粘り・つやの
三拍子揃った、和食
との相性もぴったり
なお米です。

宮城県産「ササニシキ」 宮城県産「ササニシキ」 （5kg・1袋）（5kg・1袋）

提　供

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

（株）パールライス宮城 様 5名様5名様

全国の 

ブランド牛
が

 宮城に集結
！

５年に
１度の和牛日本一決定戦

※平成29年に
　開催されます。

（180g・2人前）×4袋（180g・2人前）×4袋

バッハオニオンカレーと
発芽玄米パックごはんのセット
（バッハオニオンカレー5個・金のいぶき6個）

5名様5名様
JA加美よつば自慢のブランド玉ねぎ「バッハオニオン」
を使用した「バッハオニオンカレー」と宮城県生まれの
発芽玄米パックごはん「金のいぶき」のセットです。
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よい食 検  索

体と心を支える食の大切さ、国産・地元産農畜産物の豊かさ、

それを生み出す農業の価値を伝え、国産・地元産農畜産物と

日本農業のファンになっていただこうという運動です。

みんなのよい食プロジェクトとは、




