
 

 

 

 

 

 

 

 

食べて 

応援しよう！！ 



掲載内容は2021年8月30日時点の情報です。

　各店のサービス内容や時短営業等の情報につきましては、個別にお問い合わせのうえご利用ください。

本ガイドについて

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、

宮城県内の飲食店は従来通りの営業が難しい状況にあり

ます。

“県内の飲食店を少しでも応援したい！”このような思いか

ら仙台銀行とお取引いただいている飲食店等の皆さまをご

紹介いたします。

3密(密閉・密集・密接)を避けながら、美味しいお食事を楽し

めるよう「第2版 テイクアウト・デリバリーガイド」として本誌

を作成しております。

ぜひご一読いただき、会社の皆さまやご家族・ご友人とご

一緒にお楽しみ下さい！

仙台銀行 テイクアウト・デリバリーガイド制作事務局



1 味の牛たん喜助　JR仙台駅店 青葉区／仙台駅 P4 41 タイプレミアムカレーCHADA（チャダー） 青葉区／一番町 P8

2 味の牛たん喜助　エスパル店 青葉区／仙台駅 P4 42 鉄板焼き　と文字 青葉区／一番町 P8

3 牛たん炭焼 利久 青葉区／仙台駅他 P4 43 海苔巻き長吉　藤崎店 青葉区／一番町 P8

4 伊達なおもてなしDUCCA　仙台駅前 青葉区／仙台駅 P4 44 美味　秋藤 青葉区／一番町 P8

5 たんや善治郎　牛たん通り店 青葉区／仙台駅 P4 45 ブレアハウス 青葉区／一番町 P8

6 中嘉屋食堂麺飯甜　仙台駅構内店 青葉区／仙台駅 P4 46 ベイクドマジック　仙台一番町店 青葉区／一番町 P8

7 ディヴェルデ　仙台エスパル店 青葉区／仙台駅 P4 47 焼きとん大国　サンモール一番町店 青葉区／一番町 P8

8 Tongalliano　仙台駅前店 青葉区／仙台駅 P4 48 焼き鳥　いちのい 青葉区／一番町 P8

9 パンセ　仙台駅店 青葉区／仙台駅 P5 49 和洋創作Dining 鈴～Rin 青葉区／一番町 P9

10 焼き鳥酒場　とりだるま 青葉区／仙台駅 P5 50 えびそばえび助　仙台国分町本店 青葉区／国分町 P9

11 味の牛たん喜助 駅前中央本店 青葉区／中央 P5 51 広東料理 桃花 青葉区／国分町 P9

12 味の牛たん喜助　南町通店 青葉区／中央 P5 52 銀灯（ぎんのあかり） 青葉区／国分町 P9

13 うまいもん酒場　とり部長 青葉区／中央 P5 53 牛タン焼専門店　司　　国分町本店 青葉区／国分町 P9

14 おおみ矢　仙台駅前店 青葉区／中央 P5 54 日本料理 花はん 青葉区／国分町 P9

15 韓国料理　オモニ　クリスロード店 青葉区／中央 P5 55 花はん別館 椿 青葉区／国分町 P9

16 韓国家庭料理　ソウルオモニ 青葉区／中央 P5 56 海鮮割烹　魚旨処　しゃりきゅう 青葉区／国分町 P9

17 牛タン焼専門店　司　　西口名掛丁店 青葉区／中央 P5 57 地酒地料理　太左ヱ門 青葉区／国分町 P9

18 蔵の庄　総本店 青葉区／中央 P5 58 仙台うまいもん個室居酒屋　亜門 青葉区／国分町 P9

19 串焼楽酒MOJA　名掛丁店 青葉区／中央 P6 59 伊達な居酒屋　赤猿 青葉区／国分町 P10

20 GocchoSun（ごっちょおさん） 青葉区／中央 P6 60 ホルモン市場 三水苑 青葉区／国分町 P10

21 THE ROOFTOP E GARDEN 青葉区／中央 P6 61 焼肉　三水苑　広瀬通り 青葉区／国分町 P10

22 仙台銀座　へそのを 青葉区／中央 P6 62 一軒家居酒屋　花京院へそのを 青葉区／本町 P10

23 惣菜・弁当　五橋 青葉区／中央 P6 63 カフェ＆ラウンジ　マロード 青葉区／本町 P10

24 たんや善治郎　駅前本店 青葉区／中央 P6 64 本町和処あかり 青葉区／本町 P10

25 髙橋と餃子 青葉区／中央 P6 65 いわま亭 青葉区 P10

26 たら福　広瀬通店 青葉区／中央 P6 66 えごまキッチン 青葉区 P10

27 にほんしゅ屋　nico　シマウマ酒店 青葉区／中央 P6 67 キッチンマルシェ　Nan Da Roo 青葉区 P10

28 杜の都　五橋横丁　たんや善治郎　別館 青葉区／中央 P6 68 喜良久亭 青葉区 P10

29 んbistro 青葉区／中央 P7 69 仙台ホルモン・焼肉 ときわ亭 上杉店 青葉区 P11

30 味の牛たん喜助　定禅寺店 青葉区／一番町 P7 70 たんや善治郎　北根店　 青葉区 P11

31 おおみ矢　稲荷小路店 青葉区／一番町 P7 71 たんや善治郎　直売店 青葉区 P11

32 回転しゃぶ家　もり鮮　一番町店 青葉区／一番町 P7 72 たんや善治郎　二日町店 青葉区 P11

33 薫りと和酒　紬tsumugi 青葉区／一番町 P7 73 チーズと○○ 青葉区 P11

34 銀乃（ぎんの） 青葉区／一番町 P7 74 浪花ひとくち餃子チャオチャオ　北四番丁店 青葉区 P11

35 牛タン焼専門店　司　　虎横店 青葉区／一番町 P7 75 ＨＥＹ 青葉区 P11

36 蔵の庄　一番町本店 青葉区／一番町 P7 76 まかない屋 青葉区 P11

37 串焼楽酒 MOJA 一番町店 青葉区／一番町 P7 77 まとい 青葉区 P11

38 寿司・干物　Mt.Ash 青葉区／一番町 P7 78 レストランデリバリー　HACHI 青葉区 P11

39 お惣菜屋　と文字 青葉区／一番町 P8 79 和食処割烹　茶々 青葉区 P12

40 たら福　文横店 青葉区／一番町 P8 80 高倉町珈琲　西多賀店 太白区 P12

仙台銀行お取引先さま限定　

■　仙台市・仙台市近郊
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81 Mon Favori BAKERY 太白区 P12 121 からあげの匠　やまとまち店 若林区 P16

82 ケララキッチン　南仙台店 太白区 P12 122 Sapeur Cafe(サプールカフェ)沖野本店 若林区 P16

83 KOTINI BAKERY コティニベーカリー 太白区 P12 123 Suns smothie&café 若林区 P16

84 hand made doughnut nijineko 太白区 P12 124 炭火焼肉ホルモン豊楽 若林区 P16

85 菓子工房farina 太白区 P12 125 炭小屋　河原町 若林区 P16

86 たんや善治郎　ザ・モール店 太白区 P12 126 中華そば 太平楽 六丁の目店 若林区 P16

87 BRING　FamilierBonpain 太白区 P12 127 とんかつ竜 若林区 P16

88 串焼楽酒MOJA　長町店 太白区 P12 128 パンセ　遠見塚本店 若林区 P16

89 からあげの匠　仙台南店 太白区 P13 129 牛屋たん兵衛 富谷 P17

90 米工房いわい 太白区 P13 130 パンセ　富谷本店 富谷 P17

91 そば処　登喜和 太白区 P13 131 笠原餅店 大和 P17

92 海苔巻き長吉 太白区 P13 132 中華料理　供味 大和 P17

93 伊藤商店 太白区 P13 133 花だより 大和 P17

94 蕎麦処　初代伝五郎 太白区 P13 134 インド＆パキスタン料理　ＳＨＡＨＪＥＥ 大衡 P17

95 パンセ　鈎取本店･長町店 太白区 P13 135 萬福 大和 P17

96 味の牛たん喜助　泉中央駅店 泉区 P13 136 café食堂Laugh 名取 P17

97 Welcome　to　the Moon.泉中央店 泉区 P13 137 からあげの匠　名取バイパス店 名取 P17

98 釜カフェ～でぃあたいむ～ 泉区 P13 138 串焼楽 酒MOJA　名取店 名取 P17

99 牛たん　けやき　仙台泉本店 泉区 P14 139 神明そば　慶 名取 P18

100 Gelateria　Liberta 泉区 P14 140 パンセの洋菓子店　フロマージュ箱塚 名取 P18

101 Soba Dining 蕎花 泉区 P14 141 パンセ　名取本店 名取 P18

102 たんや善治郎　タピオ店 泉区 P14 142 FRIGOLES　名取店 名取 P18

103 伊達のいろり焼 YAMATO 泉区 P14 143 梵天食堂　名取店 名取 P18

104 中華飯店　萬福 泉区 P14 144 花桃 名取 P18

105 Patisseie Clef de Coeur 泉区 P14 145 森の芽ぶきたまご舎　愛島本店 名取 P18

106 パンセ　南中山本店　 泉区 P14 146 キッチンアンバーズ 塩釜 P18

107 FRIGOLES　仙台泉店 泉区 P14 147 塩竈料理　翠松亭 塩釜 P19

108 フーズキッチンササキ 泉区 P14 148 ブレアマリーナ 塩釜 P19

109 ブレアガーデン 泉区 P15 149 牛たん　焼肉　善治郎　多賀城駅店 多賀城 P19

110 銀杏（いちょう） 宮城野区 P15 150 たんや善治郎　多賀城駅店 多賀城 P19

111 café craft 宮城野区 P15 151 たんや善治郎　多賀城店 多賀城 P19

112 牛タン焼専門店 司 東口ダイワロイネットホテル店 宮城野区 P15 152 とんちん館 多賀城 P19

113 串焼楽酒 MOJA　中野栄店 宮城野区 P15 153 鳥善 多賀城 P20

114 馳走処さくら亭　中野栄店 宮城野区 P15 154 ミートショップさくらい 多賀城 P20

115 Sapeur Cafe(サプールカフェ)キッチンカー 宮城野区 P15 155 和食の小島 多賀城 P20

116 すし海道　田子西店 宮城野区 P15 156 牛たん　kitchen きすけ　イオンモール新利府店　 利府 P20

117 高倉町珈琲　仙台新港店 宮城野区 P15 157 パンセ　利府本店 利府 P20

118 パンセ　福室本店 宮城野区 P15

119 パンセ　鶴ヶ谷店 宮城野区 P16

120 ミートショップサトウ　 宮城野区 P16

■　仙台市・仙台市近郊

２



158 おそうざい＆お弁当マール 岩沼 P21 185 パンセ　松島店 松島 P24

159 牛たん極（きわみ） 岩沼 P21 186 レストラン四季亭　宅配センター 松島 P24

160 牛たん炭火焼　利久 岩沼他 P21 187 居酒屋そば処　天空庵 石巻 P24

161 四季彩々　おおひと 岩沼 P21 188 ウズマキ眼鏡珈琲店 石巻 P24

162 手作り惣菜　茜 岩沼 P21 189 CAFE　AB 石巻 P24

163 麺処　よしだ家 岩沼 P21 190 牛たん炭火焼　利久 石巻他 P24

164 おおがわら天然温泉　いい湯 大河原 P21 191 SUSHI＆BAR　樹琳 石巻 P24

165 とり八 大河原 P21 192 伝八寿司 石巻 P24

166 ビッグリバーサイドレストラン　ヤミー 大河原 P22 193 日本酒場　のれん 石巻 P25

167 ibis café槻木 柴田 P22 194 農家れすとらんお結び 石巻 P25

168 Ibis cafè 船岡 柴田 P22 195 パンセ　石巻本店 石巻 P25

169 ちどりめん 柴田 P22 196 ぱんぷきん株式会社 石巻 P25

170 とんかつ 夕やけ 柴田 P22 197 ficelleパン工房 石巻 P25

171 FRIGOLES　船岡本店 柴田 P22 198 レストラン　ハーバーランド 石巻 P25

172 炉ばた　はたはた 柴田 P22 199 季節料理　志のや 南三陸 P25

173 森の芽ぶきたまご舎　ファームファクトリー 村田 P22 200 食事処 松原（松原食堂） 南三陸 P25

174 BRING 蔵王 P22 201 そば処　すがわら 南三陸 P25

175 森の芽ぶきたまご舎　蔵王本店 蔵王 P22 202 弁慶鮨 南三陸 P25

176 菊一商店 亘理 P23 203 アインパルラ浦島 大崎 P26

177 たかはし鮮魚店 亘理 P23 204 君鮨 大崎 P26

178 Berry Very Labo 亘理 P23 205 燦心花　さんしんか 大崎 P26

179 民宿浜まつ 亘理 P23 206 新中華料理　川香菜房１号店 大崎 P26

180 和風レストラン田園　山元店 山元 P23 207 鉄兵衛　大崎四号線店(本店） 大崎 P26

181 話食舎　おけい 亘理 P23 208 鉄兵衛　大崎前田町店 大崎 P26

182 和風レストラン田園　亘理店 亘理 P23 209 デリシャストマトファームカフェ　 大崎 P26

183 居酒屋　ＹＯＳＡＫＵ 角田 P23 210 博華 大崎 P26

184 お食事処　宮の膳 白石 P23 211 レストラン　グリーンハウス 大崎 P26

212 加美町食堂　ピッチョーネ 加美 P27

213 味覚楽園　味楽 加美 P27

214 有限会社　関精肉畜産 加美 P27

215 かっぱ茶屋（かっぱのゆ館内） 色麻 P27

216 若葉食堂 色麻 P27

217 ほっとハート美里 美里 P27

218 喜代松茶屋（きよまっちゃや） 涌谷 P27

219 ハンバーグレストランつきみち 涌谷 P27

220 うまい登米っこ　欒や！ 登米 P28

221 魚久商店 登米 P28

222 ブックカフェFestival 登米 P28

223 若鮨本店 登米 P28

224 ホテルグランドプラザ浦島 栗原 P28

■　県南 ■　沿岸・県北
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青葉区/仙台駅 牛たん専門店 1 青葉区/仙台駅 牛たん専門店 2

11:00～22:30　 11:00～23:00　

022-221-5612 022-268-2560

なし ｴｽﾊﾟﾙ仙台に準ずる

✕ ○ ✕ ○

青葉区/仙台駅他 牛たん他 3 青葉区/仙台駅 お弁当、居酒屋メニュー 4

HPにて各店舗ご案内しております。 10:00～22:00(LO)

HPにて各店舗ご案内しております。 0120-014-133

HPにて各店舗ご案内しております。 なし

HPにて各店舗ご案内しております。 ○ ○

○

青葉区/仙台駅 牛たん専門店 5 青葉区/仙台駅 中華 6

11：00～21：30 11：00～23：00

022-722-5081 022-722-2801

なし なし

✕ 〇 ✕ ○

青葉区/仙台駅 イタリアン、洋風お弁当 7 青葉区/仙台駅 イタリアン 8

11:00～21:00（LO） ランチ11:30〜14:30/早飲み・カフェタイム

022-716-2788 15:00〜17：30/ディナー18:00〜24:00（日・祝23:00）

なし 022-797-5120

○ ○ 月曜日

「パンフレットを見た」配送料（\300）サービス × ○

仙台市青葉区中央1-1-1　JR仙台駅3F牛たん通り内 仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台B1F

仙台市青葉区中央3-6-10　マックスマクタビル3F

牛たん炭焼 利久 伊達なおもてなしDUCCA　仙台駅前

牛たん専門店の味をご家庭でもお楽しみいただけます。
出来立て熱々をレストランからお届けします。お手頃価格お弁当からお家で楽しめる居酒屋

メニュー、会議用のお弁当や学校行事など幅広くご利用いただいております。

HPにて各店舗ご案内しております。

味の牛たん喜助　JR仙台駅店 味の牛たん喜助　エスパル店
新幹線中央改札口そば。

牛たん通りの店舗ですので、テイクアウトに便利です。
エスパル仙台にあるため、テイクアウトに便利です。

仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅3F　牛たん通り

たんや善治郎　牛たん通り店 中嘉屋食堂麺飯甜 仙台駅構内店
大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

目指すは仙台のＢ級中華！
おススメはクセになる辛味が特徴の「ちょい辛海老鶏めし」。

仙台市青葉区中央1-1-1　仙台駅1F

仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台B1F

Tongalliano　仙台駅前店
出来立て熱々をレストランからお届けします。お手頃価格の洋風お弁当、

窯焼きピザ、パスタなど店内人気メニューの数々をお届けします！
『仙台初上陸！全粒粉入り美ッツァ』は
外はカリっと中はふわっともちもち！

仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザビル1F

ディヴェルデ　仙台エスパル店

４



青葉区/仙台駅 パン屋 9 青葉区/仙台駅 居酒屋 10

11:30〜24:30

8:00～20：00 022-209-2989

022-748-4068 年末年始

なし × ○

✕ ○

青葉区/中央 牛たん専門店 11 青葉区/中央 牛たん専門店 12

11:00～22：00　 11:00～22:00　

022-265-2080 022-748-7288

1/1、不定休 1/1、不定休

Uber Eats         ○ Wolt､出前館 ○

青葉区/中央 居酒屋 13 青葉区/中央 日本料理 14

11:30〜25:00 17：00～23：00

022-209-3212 022-393-5212

年末年始 日曜・祝日

× ○ HOLAX ○

青葉区/中央 韓国料理 15 青葉区/中央 韓国料理 16

ランチ11：30～15：00　ディナー17：00～23：30 11:30～14:00/17:00～23:00

022-797-0779 022-398-7812

なし なし

✕ ○ ○ ○

Uber,menu

青葉区/中央 牛タン焼専門店 17 青葉区/中央 居酒屋 18

16：00～24：00

022-268-2488

022-797-0265 なし

不定休 ○(Uber) ○

○wolt ○

パンセ　仙台駅店 焼き鳥酒場　とりだるま
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。 焼き鳥や鶏ももたたき等鶏料理とお弁当をお楽しみいただけます。

仙台市青葉区中央4-3-1東四市場4F 仙台市青葉区中央2-2-38　フォーシーズンビル5F

味の牛たん喜助　駅前中央本店 味の牛たん喜助　南町通店
テイクアウトメニューも多く取り揃えております。是非ご利用ください。 仙台駅前でテイクアウトに便利です。

うまいもん酒場　とり部長 おおみ矢　仙台駅前店
10種類のとりつくねやたまご料理、

おいしいハイボールを楽しめる居酒屋です。
山海のうまいものを、季節を感じる一皿を、ごゆっくりお楽しみ下さい。

韓国料理　オモニ　クリスロード店 韓国家庭料理　ソウルオモニ
素材を楽しむ韓国料理を手づくり・化学調味料不使用です。 手作りできたてのあたたかい韓国料理をどうぞ。

仙台市青葉区中央2-10-1第3USビル1F

仙台市青葉区中央1-8-25　マジェスティビル2F

仙台市青葉区中央2-6-7　太田屋ビル2F

仙台市青葉区中央1-8-38　AKビル4F

牛タン焼専門店 司 西口名掛丁店 蔵の庄　総本店
JR仙台駅に近くのハピナ名掛丁アーケード内にあり、観光客の方にも利用しやすい店舗で

す。またランチ営業も行っておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
仙台駅前で34年の地元居酒屋です。
地元のうまいもの、季節のものを。

ランチ11：00～14：00
ディナー17：00～23：00（LO 22:30）

仙台市青葉区中央3-6-12　仙台南町通りビル2F仙台市青葉区中央2-1-27　エバーアイ3F

仙台市青葉区中央1-10-25 EDEN1F仙台市青葉区中央1-1-1
JR仙台駅1F  tekuteせんだい内

５



青葉区/中央 居酒屋 19 青葉区/中央 お弁当、居酒屋メニュー 20

17:00〜24:00

022-721-7233

無休 なし

× ○ ○ ○

テイクアウト商品１０％OFF

青葉区/中央 カフェ 21 青葉区/中央 居酒屋 22

10:00～20:00 17:00〜0:00

022-707-5682 022-266-5985

なし 日曜日

Wolt ○ × ◯

青葉区/中央 惣菜・弁当 23 青葉区/中央 牛たん専門店 24

11:00～20:00 11：00～23：00

022-393-8012 022-723-1877

なし 1/1

✕ ○ ✕ ○

青葉区/中央 居酒屋、中華 25 青葉区/中央 居酒屋 26

17:00～23:30 17：00～26：00（AM2：00）

022-738-8368 022-398-8611

不定休 なし

× 〇 × ○

青葉区/中央 居酒屋 27 青葉区/中央 居酒屋、牛たん 28

11：00～23：00

土13：00～23：00（LO）日13：00～22：00（LO) 022-393-8015

022-724-7056 　　　月曜日 12/31、1/1

✕　 ○ ✕ ○

仙台市青葉区中央2-6-36中央レントビル地下1F

惣菜・弁当　五橋 たんや善治郎　駅前本店

仙台市青葉区中央1-8-38　AKビル3F

仙台市青葉区中央2-10-1第3USビル1F

仙台市青葉区中央1-1-5　AOYA内

髙橋と餃子 たら福　広瀬通店
ミシュランガイド東京掲載店

餃子マニア（ギョウザマニア）の味を仙台で！
たらふく食べて、たらふく飲んで、しあわせいっぱい、

笑顔がいっぱい、どうぞお気軽に。

16：00～23：00（LO）　

仙台市青葉区中央1-1-8　五橋横丁内

テイクアウト商品ご購入のお客様にお茶一本サービス。
※他のサービス券との併用不可。テイクアウトご利用時のみ可。

にほんしゅ屋　nico　シマウマ酒店 杜の都　五橋横丁　たんや善治郎　別館

日本酒と中華、小皿のおつまみをメインとした居酒屋です。
大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

仙台市青葉区中央2-11-22　第5太田ビル1F

THE ROOFTOP E GARDEN 仙台銀座　へそのを
旬なフルーツを豊富に取り揃え、フレッシュジュースや韓国マカロン、
フルーツサンドなど見た目も味も楽しめるメニューが盛り沢山です。

仙台のうまいをとことん集めた品々ばかり
お酒にぴったりのおつまみも豊富にご用意しました。

作りたて惣菜やお弁当のテイクアウト専門店です。
ご予約お弁当も承っております。

大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

仙台市青葉区中央4-1-1　EBeanS4F 仙台市青葉区中央3-10-24

11:00～22:00

「パンフレットを見ました」で配送料サービス

022-796-7246

串焼楽酒　MOJA 名掛丁店 GocchoSun (ごっちょおさん)
毎朝10時から串打ちをした新鮮な焼き鳥を

お家でもお楽しみ下さい！！
旬食材や地元特産物を使用した逸品と旬の地酒が楽しめる、

宮城のご馳走と地酒のGocchoSun(ごっちょおさん)。

仙台市青葉区中央1-8-24 2F 仙台市青葉区中央3-7-5　仙台パルコ2　1F

６



青葉区/中央 フレンチ 29 青葉区/一番町 牛たん専門店 30

11:00～22：00　

022-211-1881 022-266-2118

日曜日 1/1、不定休

○（14：00～20：00） ○ Wolt､出前館         ○

青葉区/一番町 日本料理 31 青葉区/一番町 しゃぶしゃぶ 32

17:00～22:00

022-262-8910 022-208-3551

日曜日・祝日 なし

○※ ○ ○ ○

※HOLAX

青葉区/一番町　 薫製　居酒屋 33 青葉区/一番町 日本料理 34

16:00〜23:00 17：00～24：00

022-393-7791 022-227-3478

日曜日 無

Uber ○ ○

○(お刺身メニュー)

青葉区/一番町 牛タン焼専門店 35 青葉区/一番町 居酒屋 36

16：00～24：00

022-266-3944 022-224-3031

不定休 なし

Wolt ○ ○ ○

Uber

青葉区/一番町 居酒屋 37 青葉区/一番町　 居酒屋 38

17:00〜24:00 17:00〜24:00

022-713-3553 022-748-4257

日曜日 日曜日

× ○ 出前館 〇

テイクアウト商品１０％OFF

仙台市青葉区一番町３－１－１７レゼル百反ビル３F

仙台市青葉区一番町1-11-35　フローリッシュ柳町1F

毎朝10時から串打ちをした新鮮な焼き鳥をお家でもお楽しみ下さい！！
気軽に召し上がって頂けるお寿司と自家製の干物に合わせた

厳選した日本酒が揃います。

仙台市青葉区一番町2-3-28 仙台市青葉区花京院1-1-52朝日プラザ花京院地下1F

仙台市青葉区一番町4-4-6 仙台市青葉区一番町3-8-14鈴喜アバンティビル2F

17：00～23：00（LO22：30）

串焼楽酒　MOJA 一番町店 寿司・干物　Mt.Ash 

東北随一の歓楽街･国分町通のすぐ近くの虎屋横丁にあります。小さなビルの2
階に位置しますが、個室もあり、司ではいちばん客席数の多い店舗です。

牛タン、せり鍋、いろり焼き。地元のうまいものを地酒とともに。

牛タン焼専門店　司　虎横店 蔵の庄　一番町本店

薫りと和酒　紬tsumugi 銀乃（ぎんの）
自家製の薫製と全国から厳選した和酒。

旬の鮮魚をお気軽にお召し上がりいただけます。
一番町に佇む大人の隠れ家。

旬の食材を使ったお料理をご用意しております。

仙台市青葉区一番町4-3-3kiビル2F

昼11：30～15：00（LO14：00）
夜17：00～22：00（LO21：00）

次回使えるドリンク1杯無料券プレゼント　（店内用）

月～金、祝前日: 11:00～15:00 17:00～23:00
土、日、祝日: 11:00～23:00

んbistro 味の牛たん喜助　定禅寺店
仙台銀座内にある炭火本格フレンチ。

人気のとりば豚もご自宅で召し上がって下さい。
イベントストリート定禅寺に面したお店です。

是非、テイクアウトをご利用ください。

仙台市青葉区中央3-10-3 仙台市青葉区一番町4-10-14　定禅寺ビルB1F

おおみ矢　稲荷小路店 回転しゃぶ家　もり鮮　一番町店

山海のうまいものを、季節に合わせて飾らない調理でお楽しみいただいております。
回転しゃぶしゃぶ専門店！ 新鮮な野菜やお肉を組み合わせたオリジナル鍋を！

 食べ放題＆飲み放題完備！ いつでもお待ちしております～

仙台市青葉区一番町4-3-12第5吉岡屋ビル1F

７



青葉区/一番町 お惣菜/テイクアウト専門店 39 青葉区/一番町 居酒屋 40

11:00～20:00

022-397-7418 022-395-7488

不定休 なし

✕ ○ HOLAX ○

青葉区/一番町 エスニック、カレー 41 青葉区/一番町 鉄板焼き・ステーキ 42

ランチ　11:00～15:00（L.O 14:30）

ディナー　17:00～23:00（L.O　22:30） 022-265-1025

022-215-2815 不定休

なし ○ ○ ✕ ○

青葉区／一番町 海苔巻き屋 43 青葉区/一番町 和食・地方料理 44

10:00～19:00

022-261-5111 022-724-7630

藤崎百貨店に準ずる 日曜日

○ ○ ○ ○

青葉区/一番町 イタリア料理 45 青葉区/一番町 シュークリーム専門店 46

11:00～22:00 11:00～19:00

022‐262‐2538 022-738-9971

12/31、1/1　他に不定休あり 不定休

○ 〇 ○※ 　　　〇

※Wolt、Uber、出前館等対応中

青葉区/一番町 居酒屋 47 青葉区/一番町　 居酒屋 48

17:00～27:00 17:00〜23:00 週末24:00まで

022-796-7776 022-722-6303

なし 日曜日

× ○ ○

○(焼鶏等)

平日11:30～14:00/16:00～23:00　土曜15:00〜
23:00　日祝15:00～22:00

11:00～14:00　　17:00～22:00

お会計から100円引き！（昼・夜OK!)その他サービスと併用不可・お1人様1回迄

焼きとん大国 サンモール一番町店 焼鳥　いちのい

お会計から100円引き！（昼・夜OK!)　その他サービスと併用不可・お1人様1回迄

海苔巻き長吉　藤崎店 美味　秋藤
宮城の美味しいものを巻き込んだ海苔巻き専門店です。太巻き、細巻

き、いなり鮨、ちらし鮨、助六鮨、お弁当等ご用意しております。
オーナーの地元秋田県五城目町周辺の食材調味料を

使用した御食事と秋田の日本酒を中心に取り揃えております。

仙台市青葉区一番町3-2-17 藤崎 本館 B1F 仙台市青葉区一番町3-8-20　

11:30～14:00/17:00～22:00

ブレアハウス ベイクドマジック　仙台一番町店
創業42年の老舗イタリアンです。前菜、各ソース類、

ドルチェ等自社で一から手作りしています。

鮮度抜群の豚串をリーズナブルに提供。
ハムカツ、串カツなどの揚げ物も充実してます。

宮城県の食材を使い備長炭で焼き上げる焼鳥を
安心して気軽にお召し上がり頂けます。

仙台市青葉区一番町2-7-5飯田ビル1F 仙台市青葉区一番町4-3-3kiビル1F

仙台市青葉区一番町4-7-7　SS.仙台ビルB1 仙台市青葉区一番町4‐5‐11

東北初！焦がしシュークリーム専門店
外はカリっと中はたっぷり２層のクリーム

タイプレミアムカレーCHADA（チャダー） 鉄板焼き　と文字
タイで修業を積んだシェフが本格タイカレー、タイ料理を提供。

敷居の高かった【鉄板焼き】をカジュアルに！
リーズナブルに鉄板焼き・ステーキを楽しめる店。

仙台市青葉区一番町1-15-20 仙台市青葉区一番町4-5-44

※時短要請のため営業時間が変更となる可能性がございます。事前にご連絡ください。

※配達は一部地域、MENUアプリご利用者様向けです。

お惣菜屋　と文字 たら福 文横店
たくさんのお惣菜の中からお好きな4種を選ぶことができる

テイクアウトBOX800円が人気。
たらふく食べて、たらふく飲んで、しあわせいっぱい、

笑顔がいっぱい、どうぞお気軽に。

仙台市青葉区一番町4-5-44 仙台市青葉区一番町2-3-1

８



青葉区/一番町 和食 49 青葉区/国分町 ラーメン店 50

17:00～23:00 11:00～26:00

022-261-6051 022-748-4551

日曜日 1/1

× ○ ○ ○

青葉区/国分町 中華 51 青葉区/国分町 日本料理 52

ランチ11:30～14:00/ディナー17:00～22:00 17:00～24:00

022-217-3917 022-227-3478

月曜日、第一日曜日 無

8,000円～ 1個～ ○ ○

青葉区/国分町 牛タン焼専門店 53 青葉区/国分町 日本料理 54

17:00～なくなり次第

022-265-6029 022-215-8780

不定休 月曜日

✕ ○ ○ ○

青葉区/国分町 和食 55 青葉区/国分町 和食・寿司 56

昼11:30～14:00/夜17:00～22:00 18:00～27:00

022-261-7077 022-393-4322

日曜日、第一月曜日 不定休

○ ○ ○(要相談） 　　　○

旬の魚1貫サービス。

青葉区/国分町 和食 57 青葉区/国分町 ご当地個室居酒屋 58

17:00～24:00

022-224-4439

日曜日、祝日

出前館　 ○ 022-222-3008 　　　なし

乾杯のドリンクを人数分サービス/飲み放題付コースのお客様には隠し酒または料理を一品サービス

月～木17:00～24:00(LO23:00)、
金・土・祝前17:00～25:00(LO24:00)、
日・祝17:00～23:00(LO22:00)、
デリバリー受付11:00～22:30(日・祝は～22:00)

「パンフレットを見ました」で配送料(\300)サービス            　○　　　　　　　　○

古民家の雰囲気でその日一番の四季の料理、
選び抜いた東北の地酒をゆっくりと味わってください。

東北、宮城の海の恵み、山の恵みをふんだんに使用した
地産地消季節料理とおすすめ地酒を多数ご用意。

仙台市国分町2-15-2　グランパレビル1F 仙台市青葉区国分町2-1-3　エーラクフレンディアビル2F

地酒地料理　太左ヱ門 仙台うまいもん個室居酒屋 亜門

仙台市青葉区国分町2-14-18　定禅寺パークビルB1F 仙台市青葉区国分町2-12-4　セブンビレッジビル1F

牛タン焼専門店 司 国分町本店 日本料理　花はん
司の原点となる店舗です。店内はカウンターと小さなテーブル合わせて16席。

昔ながらの仙台牛タン店の雰囲気を楽しみながら牛タン焼が味わえます。

海鮮割烹 魚旨処 しゃりきゅう
特選お弁当とお惣菜のデリバリー&テイクアウトを行っております。

詳しくはＨＰをご覧下さい。
旨い魚と旨い酒を、気さくに楽しく、心ゆくまで。

自慢の寿司、料理をご堪能ください。

旬の懐石弁当を市内近郊にお届けしております。会議、お祝い、ご法事
など幅広くご利用下さいませ。

仙台市青葉区国分町2-13-27　瀬戸ビル1F 仙台市青葉区国分町2-4-18　定禅寺パークビルB1F

昼11:30～14:00（LO13:30）/夜17:00～22:00
（LO21:30）/ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰLOは別途

花はん別館　椿

広東料理　桃花 銀灯（ぎんのあかり）
地場産の新鮮野菜や近海の魚介を使用した、本格広東料理を自宅ではもちろん、

会議や慶事、法事など、さまざまなシーンでご利用下さい。  四季折々の新鮮な地元食材を活かした職人の技をご堪能下さい。

仙台市青葉区国分町2-8-12　国分町Kビル1F 仙台市青葉区国分町2-9-36　成瀬カントリービル1F

和洋創作Dining　鈴～Rin えびそばえび助 仙台国分町本店
Ａ5ランク仙台牛で作ったローストビーフ丼や産地直送の

新鮮な魚を使った海鮮丼を提供しております。
海老そば専門店。東京と札幌ラーメンショーで

1日1,000杯以上販売。みちのくうまいもん大賞受賞
仙台市青葉区一番町3-8-14　鈴喜ビルB1F 仙台市青葉区国分町3-8-7
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青葉区/国分町 居酒屋 59 青葉区/国分町 焼肉・韓国料理 60

17:00～24:00

022-398-3483 022-397-7787

なし 火曜日

× 〇 × ○　(要TEL)

青葉区/国分町 焼肉・韓国料理 61 青葉区/本町 居酒屋 62

11:30～14:00/17:00～23:00 17:30〜11:30

022-796-2988 022-724-7567

原則、年末年始のみ 日曜日

Wolt・出前館 　　　　○　(要TEL) ◯ ◯

青葉区/本町 カフェ 63 青葉区/本町 和食 64

11:30～14:30（LO 14:00）

022-265-5111（代） 022-399-9796

日曜日・不定休　＊土曜日はカフェのみ営業 日／祝日　※土曜は隔週休み

✕ ○ ○

青葉区 飲食店 鰻料理専門店 65 青葉区 ラーメン・担担麺・麻婆豆腐 66

11:00～19:00

022-261-9050 022-725-6930

水曜日 日曜日

○青葉区 ○ ○ ○

青葉区 惣菜・弁当 67 青葉区 和食 68

11:00～15:00　17:00～21:00

022-393-6776 022-223-0555

水曜日 日曜・祝日

○ ○ ○ ○

11:30～14:00/17:00～23:00
（金・祝前日24:00まで）

いわま亭

デリバリーガイドをみた！で、当店名物のまぜナムルをサービス致します。

11:30～13:30、17:00～19:30（入店）

テイクアウトは（オードブル・お弁当のみ）事前予約制です

ｄoor ｄash
（ドアダッシュ）

11:00～21:00 （L.O20:00）

仙台市青葉区宮町4-7-30 仙台市青葉区北目町3-8

えごまキッチン
創業48年の鰻料理専門店です。国宝、大崎八幡宮から程近い、

静かな住宅街の一角に店を構えております。
仙台のホテルで総料理長をつとめた方の集大成の

「麻婆豆腐」と「担々麵」をご賞味下さい。

カフェ＆ラウンジ　マロード 本町和処 あかり

旬の食材を使用したお弁当とお惣菜を是非ご賞味ください。
お弁当2個以上から出前も致します。

夜は要予約の懐石魚料理店ですが、ランチは気軽に900円～。
定食はどれもテイクアウトOK！

仙台市青葉区八幡3-18-19 仙台市青葉区梅田町1-1

焼肉　三水苑　広瀬通り 一軒家居酒屋　花京院へそのを
40年続く焼肉老店、仙台牛焼肉名店の三水苑！

当店では、仙台牛をはじめとし国産牛を使用した美味しいお肉をご用意しております。
仙台のうまいをとことん集めた品々ばかり

お酒にぴったりのおつまみも豊富にご用意。

仙台市青葉区本町1-12-9仙台市青葉区国分町2-2-8　Renato広瀬通1F

応援企画500円ランチは大好評販売中！！
広々空間でゆったりとした時間をお過ごしください。

本町の路地裏に佇む隠れ家和食処。東北・宮城の厳選食材を使用した
創作和食と豊富な地酒がお手軽に楽しめます。

仙台市青葉区本町1-2-2　パレスへいあん2F 仙台市青葉区本町2-4-16　エスペランザ本町ビル1F

キッチンマルシェ　Nan Da Roo 喜良久亭（きらくてい）

17:00～23:00

伊達な居酒屋　赤猿 ホルモン市場 三水苑
THE！！居酒屋！！ひと手間かけたつまみが楽しめます。

40年続く焼肉老店、仙台牛焼肉名店の三水苑国分町にごうから、
新鮮生ホルモンとマッコリ・チャミスルのお店に変わりました！

仙台市青葉区国分町2-3-20 佐藤ビル2F 仙台市青葉区国分町1-6-13

デリバリーガイドをみた！で、おつまみナンコツをサービス致します。
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青葉区 ホルモン焼肉 69 青葉区 牛たん専門店 70

11:30～14:00　17:00～22:00 (平日)11:00～15:30、17:00～23:00

022-713-8173 (土日祝)11:00～23:00

昼：土日祝　夜：無し 022-341-5862

✕ ○ 1/1

青葉区 牛たん専門店 71 青葉区 牛たん専門店 72

10:00～19:00 11:00～23:00

022-343-0791 022-223-2154

1/1 1/1

✕ ○ ✕ ○

青葉区 チーズケーキ 73 青葉区 餃子居酒屋 74

10:00～18:00 LT/11:30～13:30 DT/17:00～11:30　

022-209-3710 022-208-2764

不定休 日曜日　祝日

✕ ○ × 〇

青葉区 カフェレストラン 75 青葉区 お弁当・お惣菜 76

9:30～18:00 11:00～19:00　※売り切れ次第終了

090-9812-1254 022-399-7118

木曜日 日曜・祝日

Wolt ○　 ○

○(ドーナツとコーヒー)

青葉区 和食居酒屋 77 青葉区 洋食 78

11:00～22:00

022-341-6996 022-268-9009

日曜日 なし

○ ○ ○ ○

HEY まかない屋

詳しい宅配エリアはお問合せください。

　　　　✕　　　　　　○

11:00～14:00（L.O13:30)、
17:00～22:00（L.O21:30）

まとい レストランデリバリー　HACHI
地下鉄旭ヶ丘駅から徒歩5分。

新鮮な刺身や旬食材を使った日替料理をお楽しみください。
レストランの店内と変わらない温かさと美味しさをどうぞ。

仙台市青葉区旭ヶ丘3-17-18　パレスピジョンT-102 仙台市青葉区春日町7-7　山内ビル1F

仙台市青葉区片平1−1−11カタヒラビル1F 仙台市青葉区宮町4-6-29

仙台市青葉区二日町2-1　キムラオフィスビル1F

チーズの自然な美味しさを最大限に引き出す
仙台発のチーズスイーツ専門店。

浪花ひとくち餃子チャオチャオ　北四番丁店

チャオチャオ餃子の“こだわり餃子”をお召し上がりください。

仙台市青葉区昭和町3-38 仙台市青葉区二日町18-22　

チーズと○○

       ※配達可能時間は11：00～16：00、合計1,000円以上のご利用

※要事前予約　(当日予約は不可)

前日22：00までのご予約でお弁当100円引き

仙台ホルモン・焼肉　ときわ亭 上杉店 たんや善治郎　北根店
上杉店オリジナルメニューも多数ございますので、ぜひご賞味ください！

大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

仙台市青葉区上杉3-3-9　日宝上杉ビル1F 仙台市青葉区北根2-8-3

アメリカンブレイクファースト&ハンドクラフトドーナツのお店です。
手づくりお惣菜とボリューム満点のお弁当が大人気です！

配達もおこなっておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。

たんや善治郎　直売店 たんや善治郎　二日町店
たんや善治郎のお土産品をお得に購入！
人気の牛たん弁当は数量限定で販売中。

今年3月開店の新店舗！
お持ち帰り「牛たん弁当」は事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

仙台市青葉区昭和町3-36　CSビル1F
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青葉区 飲食店 79 太白区 カフェ 80

7:00～23:00

022-391-8355 022-302-6033

月曜日・水曜日夜の部 なし

お弁当 ○ ✕ ○

太白区 パン屋 81 太白区 インド料理 82

10:00～16:00　(商品なくなり次第終了) 11：00～15：00　17：00～22：00

022-748-6386 022-399-8717

毎週　月曜日・第2、4日曜日 水曜日

✕ ○ ✕ ○

太白区 パン屋 83 太白区 ドーナツ専門店 84

9:00～18:00 完売次第終了 10：30～17：30　ドーナツ無くなり次第閉店

022-209-2237 090-7563-8721

日・祝日、他不定休 月・火　他不定休有

✕ ○ ✕ ○

太白区 洋菓子店 85 太白区 牛たん専門店 86

10：30～16：30 11：00～22：00

090-8612-4213 022-304-3251

月・火・水曜日 1/1

✕ ○ ✕ ○

太白区 パン屋 87 太白区 居酒屋 88

10:00～17：00 17:00〜24:00

022-302-6587 022-746-8540

月・火・水曜日 なし

✕ ○ × ○

テイクアウト商品１０％OFF！！

11:00～14:00(金、土、日のみ)17:00～23:00
※食LO 20:00、飲LO22：00

ガイドを見て来店された方、コーヒー1杯サービス致します。

パンフレット見た！でお会計より5％OFF（10月末まで有効）

BRING　FamilierBonpain 串焼楽酒　MOJA　長町店
テイクアウト専門パン屋。新鮮な地元野菜を使ったパンや、

職人こだわりのハード系のパンが、おすすめです。
毎朝10時から串打ちをした新鮮な焼き鳥を

お家でもお楽しみ下さい！！

仙台市太白区柳生1-6-1 仙台市太白区長町5-2-6

仙台市太白区袋原6-5-5-105 仙台市太白区長町7-20-3ザ・モール仙台長町3F

「テイクアウトデリバリー」を見た！でドリンク一杯サービス！

KOTINI BAKERY コティニベーカリー hand made doughnut nijineco
お子様からご年配の方まで楽しめるよう、ハード系・菓子パン・

惣菜パンまで種類豊富なパンを毎日50種ほど用意。
ふんわり、もっちりドーナツを長時間低温熟成した

生地で作り上げるドーナツ専門店です。

仙台市太白区東中田2-28-33-101 仙台市太白区東中田2-29-12

菓子工房farina たんや善治郎　ザ・モール店
オーガニックにこだわったシフォンケーキと

乳製品不使用のクッキーをご賞味ください！
大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

Mon Favori BAKERY ケララキッチン　南仙台店
焼き立ての続く午前中が来店のオススメ！

当店自慢のクロワッサンをぜひ一度ご賞味下さい。
元大使館シェフが作るインド最南端ケララのお料理をお楽しみ下さい。

メニュー全品テイクアウトOK。

仙台市太白区西中田5-15-18-2 仙台市太白区西中田5-16-7　シャティーニュ1F

和食処割烹　茶々 高倉町珈琲　西多賀店
自慢の生そばや伝来のだしと新鮮な食材を使い、丁寧に真心こめて料理した美味しい和食を

ご堪能ください。　時短営業の場合があるため、夜営業については事前にご連絡ください。
自慢のコーヒーと特製クリームのパンケーキを、

落ち着いた寛ぎ空間でお楽しみください。

仙台市青葉区落合5-26-24　 仙台市太白区西多賀1-1-50
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太白区 持ち帰り専門 89 太白区 お弁当 90

11:00〜21:00 9:00～16:00

022-397-7808 022-247-3181

なし 0224-53-5301 日曜日・祝日

× ○ ○

お好きなからあげ１個サービス

太白区 そば店/和食 91 太白区 海苔巻き屋 92

10:00〜20:00

022-246-0124

なし tekute長町に準じる

○ ○ ○ ○

太白区 ラーメン 93 太白区 蕎麦屋 94

022-307-1056

利府:022-255-3608、富沢:022-796-8048 なし

水曜（祝日の際は営業、翌日休み） 出前館 　○

× テイクアウト税抜合計5千円以上で10％割引

太白区 パン屋 95 泉区 牛たん専門店 96

022-371-8020

1/1、不定休

[鈎]木曜日[長]1/1 Uber Eats        ○

× ○

泉区 居酒屋 97 泉区 和食 98

16:00～24：00　土日祝11：30～23：00

022-771-6755

なし

出前館 ○ ○ ○

利府:【月～金】7:00～10:00・11:00～15:00
　　　 【土・日・祝】7:00～15:00

そば処　登喜和　 海苔巻き長吉
「素材を生かす」ことを念頭に毎日そばを打っております。

食を通じて皆様の健康維持のお役に立てればと考えております。
宮城の美味しい物を巻き込んだ海苔巻き専門店です。

太巻き、細巻き、いなりすし、ちらし鮨、助六鮨、お弁当などご用意しております。

仙台市太白区泉崎1-33-17 仙台市太白区長町5-1-30 tekuteながまち内　

仙台市太白区鈎取本町1-17-20　
平日11：00～15：30（L.O15：00）
土日祝日11：00～17：30（L.O17：00）

伊藤商店 蕎麦処　初代伝五郎
新商品「金の油そば」の販売を開始します！是非ご賞味ください。

板そばと冷たい肉そばが自慢の山形蕎麦のお店です。
丼ぶりものもご用意しています。

利府：宮城郡利府町神谷沢新宮ヶ崎72-1
富沢：仙台市太白区冨田字京ノ北54-1　B-4

世界の料理を一つのテーブルに！
おいしい料理、楽しいお酒なら当店へ。

和食の職人が織りなす釜カフェ～でぃあたいむ～。地元の食材、地元のお客様に支えられ笑
顔になるお弁当をおつくりしています。確かな味、満足感を感じられるお料理をお届けします。

富沢:【平日】7:00～21:00 ※10:00～11:00、
　　　　15:00～17:00休憩【土・日・祝】7:00～21:00

金の油そば3食入1,300円

仙台市泉区上谷刈3-6-22

11:00～22:00　

Welcome to the Moon.泉中央店

ＡＭ11：30～15：00（LO：14：00）夜営業は現在休
業中

022-218-2323

[鈎取店]仙台市太白区山田新町78

パンセ　鈎取本店・長町店

第三土曜日・毎週日曜日・祝日

仙台市泉区泉中央1-19-7泉中央二番館2F

[長町店]仙台市太白区長町5-1-30　tekuteながまち内

[鈎]平日:9:00～19:00　土日祝：7:00～19:00
[長]10:00～21:00

[鈎]022-307-3073[長]022-226-8640

味の牛たん喜助　泉中央駅店
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

泉中央駅ビル内にございますので、テイクアウトに便利です。
是非ご利用ください。

釜カフェ～でぃあたいむ～

仙台市泉区泉中央1-7-1　地下鉄泉中央駅ビル3F

5,000円
以上

11:00～15:00　(LO14:30)
17:00～20:30(LO20:00)

2千円以上の注文で一味唐辛子小袋サービス

022-281-8211

からあげの匠　仙台南店 米工房いわい
外はザクザク、中はジューシー、植物油１００％であげる美味しさ！！

是非１度ご賞味下さい！！
ご要望に応じて和洋中多彩なおかずをご提供します。

仙台市太白区中田6-29-7 仙台市太白区長町3-3-5
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泉区 定食屋 99 泉区 スイーツ 100

11:00～21:00 12:00〜20:00

022-377-8055 022-343-9920

なし 水曜日

× ○ ○ ○

泉区 和食・蕎麦 101 泉区 牛たん専門店 102

11：00～22：00

022-773-7371 022-347-3175

火曜日夜、水曜日終日（祝日の場合は営業） なし

× ○ × ○

泉区 居酒屋 103 泉区 中華料理 104

16：00～24：00 11:00～15:00  17:00～21:00

022-773-4888 022-778-8932

なし なし

出前館 ○ ○ ×

泉区 ケーキ・洋菓子 105 泉区 パン屋 106

10:00～18:30 平日9:00～19:00　土日祝7:00～19:00

022-371-3662 022-348-4133

月曜日(祝日の場合は翌日) 木曜日

× ○ × ○

泉区 コーヒー焙煎店、カフェ 107 泉区 お弁当・お惣菜・ケーキ 108

10：00～18：30 平日10:00～20:00　土・祝10:00～19:00

022-725-7120 022-251-9097

毎週木曜日、第二水曜日 日曜日

× ○ ○ 〇

（要TEL）

昼11:30～14:30（L.O）夜17:30～20:00（L.O）

FRIGOLES　仙台泉店 フーズキッチンササキ

伊達のいろり焼　YAMATO 中華飯店　萬福
泉中央で「いろり焼き」なら当店へ。

安心の居酒屋料理、うまい酒ございます。
定食やお得セット等が人気です。ぜひお立ち寄りください。

仙台市泉区泉中央1-16-5 泉中央一番館2F 仙台市泉区北高森2-8

Patisseie Clef de Coeur

牛たん　けやき　仙台泉本店 Gelateria Liberta
明るい店内で、こだわりの厚切りの牛たんを

定食スタイルでご堪能下さい。
イタリアジェラート協会世界ジェラート騎士、日本ジェラート協会公認

マエストロの菊地雄哉が手がけるジェラートショップ

仙台市泉区高森4-2-539 仙台市泉区泉中央3-34-5 グランドール泉中央Ⅲ001　

Ｓoba Dining 蕎花 たんや善治郎　タピオ店
手打ち蕎麦、天ぷら盛合せ、天丼等のテイクアウト。

店内でのコース料理も人気です。
大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

仙台市泉区鶴が丘1-37-3　 仙台市泉区寺岡6-5-1　泉パークタウンタピオ2F

仙台市泉区南光台南3-1-30 1F

仙台市泉区泉中央3-29-1　101 仙台市泉区南中山2-1-7

ご注文を受けてから焙煎する本格派コーヒーショップです。
スリランカカレーやコーヒーソフトクリーム等のテイクアウトも可能！

南光台のお肉屋さん。コロッケやサラダをはじめ、
和洋中のお惣菜を常時30品目以上揃えております。

仙台市泉区野村上野下3-2

パンセ　南中山本店
季節毎のケーキや焼き菓子、マカロン等を揃えております。

可愛い見た目で本格的な味を是非お楽しみください。
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。
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泉区 イタリア料理 109 宮城野区 日本料理 110

11:00～22:30

022-739-7715

12/31、1/1　他不定休 なし

× ○ ○ ○

宮城野区 カフェ 111 宮城野区 牛タン焼専門店 112

11:00～17:30（L.O.17:00）

022-385-7311 022-298-7388

木曜日・第3日曜日 不定休

× ○ Wolt ○

宮城野区 居酒屋 113 宮城野区 飲食店 114

17:00〜24:00 11:30～13:30　17:00～24:00

022-794-8339 022-794-7318

なし 不定休

× ○ ○※ ○

テイクアウト商品１０％OFF ※半径7㎞圏内。その他地域要相談。お一人様より可。

宮城野区 カフェ 115 宮城野区 寿司 116

10：30～16：00（完売次第CLOSE） 10:00～13:45　16:00～20:00

022-209-2751 022-353-9724

なし

✕ ○ ○ ○

宮城野区 カフェ 117 宮城野区 パン屋 118

7:00～23:00 平日9:00～19:00　土日祝7:00～19:00

022-354-1030 022-258-1753

なし 木曜日

✕ ○ × ○

17：00～24：00

022-766-8553

火曜日、水曜日（尚、日曜日はＪＲ
フルーツパーク敷地内）

ランチ11：30(土日祝11：00)～14：00
ディナー17：00～23：00（LO22：30）

陸前高砂駅前（たなばたけ敷地内） 仙台市宮城野区田子西2-8-9

串焼楽酒　MOJA 中野栄店 馳走処さくら亭　中野栄店
毎朝10時から串打ちをした新鮮な焼き鳥を

お家でもお楽しみ下さい！！
大人気の税込500円の日替弁当。無料で配達致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。

仙台市宮城野区出花2-1-2 仙台市宮城野区出花1-3-4

Sapeur Cafe(サプールカフェ)キッチンカー すし海道　田子西店

高倉町珈琲　仙台新港店　 パンセ　福室本店
自慢のコーヒーと特製クリームのパンケーキを、

落ち着いた寛ぎ空間でお楽しみください。
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

仙台市宮城野区中野1-2-28 仙台市宮城野区中野1-4-10

新鮮な野菜をふんだんに使用した贅沢なサラダ、サンドウィッチ等、南の島を
イメージした料理をご準備しております。季節のドリンクも是非賞味ください。

握りたてのおいしさをそのままお届け致します。

café craft 　牛タン焼専門店 司 東口ダイワロイネットホテル店

旬のお野菜をたっぷり使ったカフェランチがお家でも楽しめます♪
仙台駅東口から歩いて2,3分とアクセスのよい店舗です。客席数も55席と多く、

いつでもお気軽にご利用いただけます。ヨドバシカメラ仙台店さんのすぐ近くです。

仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原200　 仙台市宮城野区榴岡1-2-37　ダイワロイネットホテル仙台1F

ブレアガーデン 銀杏（いちょう）
泉区桂にある戸建てイタリアンレストランです。

大きな石窯で焼くピッツアが人気です。
仙台東口に佇む隠れ家。

宮城の幸を一品一品丁寧に作り上げております。
仙台市泉区桂1-1-1 桂ガーデンプラザ内 仙台市宮城野区榴岡1-7-15 1F
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宮城野区 パン屋 119 宮城野区 精肉店 120

10:00～18:30 10：00～19：30

022-253-2910 022-388-6267

火曜日 日曜日

× ○ ✕ ○

若林区 持ち帰り専門 121 若林区 カフェ 122

11:00〜21:00 11：00～19：00（完売次第CLOSE）

022-290-9905 022-209-2751

なし 火曜日

× ○ 第2・第4水曜日

✕ ○

若林区 カフェ 123 若林区 焼肉店 124

9：30～18：30 17：00～23：00（ＬＯ 22：30）

022-208-2792 022-352-9294

不定休 月曜日

× ○ ○ ○

若林区 焼肉 125 若林区 ラーメン 126

17：30～0：00（L.O23：00） 6：30～10：00、11：00～15：00

022-215-2989 022-288-8710

月曜日 火曜日、第二・第四水曜日

（祝日の場合は営業・翌日休み） × ○

○ ○

若林区 定食屋（とんかつ） 127 若林区 パン屋 128

昼11：00～14：00 平日9:00～19:00　

夜16：00～20：00 土日祝7:00～19:00

022-288-0333 022-294-1939

水曜日 木曜日

× ○ × ○

「とんかつ竜」の味をご家庭や職場でもどうぞ！！ 手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

仙台市若林区六丁目字細谷35-4 仙台市若林区遠見塚1-1-32

仙台市若林区南材木町92　後藤ビル1F 仙台市若林区六丁の目東町2-10

とんかつ竜 パンセ　遠見塚本店

Suns smoothie&café 炭火焼肉ホルモン豊楽

仙台牛を炭火で味わう本格焼肉店！
お持ち帰りメニュー（丼をお持ちいただいた方のみの提供となります。）

油そば（700円）、バリ辛油そば（750円）、汁なし担担麺（750円）

フルーツやお野菜を使った栄養満点でヘルシーなスムージーを
メインとしたカフェです。お気軽にご利用下さい。

厳選して仕入れた新鮮なお肉を、ご注文後にお店でオーダーカットしてご提供いたしております。
こだわりの仙台牛や希少部位、牛タン等ぜひご賞味ください！

仙台市若林区連坊1-12-15 仙台市若林区若林6-3-1

炭小屋　河原町 中華そば　太平楽　六丁の目店

お好きなからあげ１個サービス

パンセ　鶴ヶ谷店 ミートショップサトウ　
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

当店の手作り惣菜は「味」・「値段」・「ボリューム」すべてが大満足！！
ぜひご賞味ください。

仙台市宮城野区鶴ヶ谷2-8-1　鶴ヶ谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｱﾊﾞｲﾝ内　 仙台市宮城野区栄5-6-36

からあげの匠　やまとまち店 Sapeur Cafe(サプールカフェ)沖野本店

外はザクザク、中はジューシー、植物油１００％であげる美味しさ！！
是非１度ご賞味下さい！！

新鮮な野菜をふんだんに使用した贅沢なサラダ、サンドウィッチ等、
南の島をイメージした料理をご準備しております。季節のドリンクも是非賞味ください。

仙台市若林区中倉3-9-12 仙台市若林区沖野2-8-20 
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富谷 牛タン 129 富谷 パン屋 130

11:30～14:00 17:30～22:00 平日9:00～19:00　

022-772-5118 土日祝7:00～19:00

水曜日、第一火曜日 022-344-6952

× ○

× ○

大和 餅店 131 大和 中華料理 132

火・金　　11：00～17：00 11：00～21：00

022-345-3209 022-345-3217

不定期 不定休

✕ ○ ○ ○

大和 居酒屋 133 大衡 本格カレー専門店 134

18:00～25:00 11：00～20：30　　※L.O20：00

022-345-1922 022-341-4419

月曜日（ランチ月曜日、木曜日） なし

× ○ × ○

大和 ラーメン店 135 名取 カフェ 136

11：00～18：00

022-393-5609

022-345-2094 日曜日

火曜日 ✕ ○

○ ○

名取 持ち帰り専門 137 名取 居酒屋 138

11:00〜21:00 17:00〜24:00

022-738-8829 022-796-5554

なし なし

× ○ × ○

名取市増田柳田397-1 名取市手倉田字八幡426-3

黒川郡大和町吉岡字館下73 名取市増田字柳田396-1-103

からあげの匠　名取バイパス店 串焼楽酒　MOJA 名取店

花だより インド＆パキスタン料理　ＳＨＡＨＪＥＥ

手づくりのお料理を心を込めてご提供いたします。
All　Hａｌａｌ使用のパキスタンシェフが作る本場のパキスタンカレー。

本場そのものの味をご提供しております。

黒川郡大和町吉岡字西下蔵64 黒川郡大衡村大衡字枛木126-6

萬福 café食堂Laugh
創業70年。昔ながらの中華そばをご賞味ください。

厳選された素材を使用したこだわりのシフォンケーキをどうぞ。
ランチのふわとろオムハヤシも人気です。「たくさんの笑顔がうまれますように…！」

牛屋たん兵衛 パンセ　富谷本店
オリジナル陶器(壺)に

炭焼き牛たん&麦飯&特製ねぎだれの入ったお弁当！
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

富谷市明石台5-1-12 富谷市成田8-2-6

お好きなからあげ１個サービス テイクアウト商品１０％OFF！！

木曜日

テイクアウトは汁物以外のメニュー。

平日11：00～14：30　17：00～22：00
金・土11：00～14：30　17：00～25：00

笠原餅店 中華料理　供味
「薪と釜戸」

絶滅寸前の伝統製法で作ったお餅とおこわを販売しております。
創業50余年の本格中華料理店。
地元の食材メニューも豊富です。

黒川郡大和町吉岡字中町45 黒川郡大和町吉岡字上柴崎4-1

外はザクザク、中はジューシー、植物油１００％であげる美味しさ！！
是非１度ご賞味下さい！！

毎朝10時から串打ちをした新鮮な焼き鳥をお家でもお楽しみ下さい！！
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名取 蕎麦屋 139 名取 洋菓子店 140

平日:10:00～18:00

土日祝:（フロマージュ）8:00～18:00

022-797-0408 （カフェ）10:00～18:00

木曜日

× ○ × ○

名取 パン屋 141 名取 コーヒー焙煎店、カフェ 142

平日9:00～19:00　 10：00～18：00

土日祝7:00～19:00 022-397-7761

022-399-9141 毎週木曜日

× ○ ✕ ○

名取 海鮮居酒屋 143 名取 居酒屋/ランチ 144

11:30～22:00

0223-82-7050

年末年始 022-226-8561

○

○

名取 たまご・菓子販売・飲食店 145 塩釜 飲食店 146

10:00～19:00 10:00～18:00

022-381-0095 022-762-6529

不定休 日曜日

○

神明そば　慶 パンセの洋菓子店　フロマージュ箱塚
自家栽培した「常陸秋そば」を製粉し

その日に挽いたソバ粉を使い打ち立てをお出ししております。
チーズをたっぷり使用した商品を数多くご用意！店内併設カフェあり。

名取市田高字神明10 名取市箱塚1-19-29

パンセ　名取本店 FRIGOLES　名取店
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

ご注文を受けてから焙煎する本格派コーヒーショップです。
スリランカカレーやショコラータ等のテイクアウトも可能！

名取市箱塚1-19-29 名取市高舘熊野字岩口上23-1

147

平日11:00～14:00
金・土・日17:00～20:00

○送料無料

11:15～14:00、17:30～22:20
※LO30分前

○　月～土

水曜日 022-797-7580

木曜日 第二水曜日

○ 月曜日

梵天食堂　名取店 花桃

森の芽ぶきたまご舎　愛島本店 キッチンアンバーズ
特製のオムライスや親子丼等人気メニューを取り揃えています。

伊達な海鮮居酒屋がコンセプト。
新鮮な魚介類から作る生のお寿司をデリバリーしています。

水を一切使用していない、野菜の水分だけで作った
グルテンフリーカレー。

名取市手倉田字諏訪532-1　ラスティコート1F　 名取市杜せきのした2-4-3コスモシティ1F　

600円以上のお弁当は全品、50円引きいたします。ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰは塩釜、多賀城、利府、七ヶ浜対応。

× ○ 月～金

当店は、宮城県内の人気飲食店と提携し、各店の味をご家庭や
職場で楽しめるテイクアウト・デリバリー専門店です。

名取市愛島笠島字上平88-3 塩釜市北浜1-2-41
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塩釜 和食　海鮮 147 塩釜 イタリア料理 148

11:30～14:00（L.O） 11:00～22:00

17:00～20:00（L.O） 022-361-6131

022-362-1777 12/31、1/1　他不定休あり

水曜日 ○

○ ○

多賀城 焼肉 149 多賀城 牛たん専門店 150

16：30～23：00※日曜・祝日で 平日11:00～15:30、16:30～23:00

翌日が平日の場合は22：00閉店 土日祝11:00～23:00※日曜・祝日で翌日が

022-253-6518 平日の場合は 22:00閉店

　　　なし

× ○ × ○

多賀城 牛たん専門店 151 多賀城 とんかつ店・焼肉 152

平日11：00～15：00、17：00～22：30 

土日祝11：00～22：30

022-353-6781 022-366-5922

× ○ ○

たんや善治郎　多賀城店 とんちん館
大人気！「牛たん弁当」のご注文を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

脂身の甘い「島豚」が自慢。昼はとんかつ、夜は焼き肉をどうぞ。

多賀城市町前2-6-21 多賀城市町前3-92-1

水曜日

×ソフトドリンクサービス

11:00～14:30(Ｌ.Ｏ.14:00)

×

塩竈料理　翠松亭 ブレアマリーナ
塩竈の市場に揚がった新鮮なお魚を季節ごとに

単品・どんぶり・お膳・コースで楽しんでいただけるお店です。
塩釜港を見渡せるイタリアンレストランです。

新鮮な魚介を使用した料理が人気です。

塩竃市海岸通4-8　 塩釜市港町1-4-1　マリンゲート塩釜2F

17:30～21:30(Ｌ.Ｏ.21:00)

1/1

022-766-9027なし

牛たん 焼肉 善治郎 多賀城駅店 たんや善治郎　多賀城駅店
大人気！「牛たん弁当」のご予約を受付中。
事前予約しておくとお渡しがスムーズです。

多賀城駅構内の新店舗！
お持ち帰り「牛たん弁当」は事前予約するとお渡しがスムーズです。

多賀城市中央2-7-1 多賀城市中央2-7-1
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多賀城 居酒屋（オードブル・弁当) 153 多賀城 精肉店(精肉・弁当・オードブル・お惣菜) 154

11:30～13:30 8:00～19:00

17:00～22:00(LO21:30) 022-362-1249

022-365-5958 日曜日、祝日

日曜日 ○

×

多賀城 和食・寿司（オードブル・弁当) 155 利府 牛たん専門店 156

受付9:30～17:00　

配達時間11:30～18:00 10:00〜21:00　

022-362-0813 022-349-5514

月曜日 施設に準ずる

○ ○ ✕ ○

利府 パン屋 157

平日：9:00～19:00　

土日祝：8:00～19:00

022-349-1444

木曜日

× ○

パンセ　利府本店
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。

利府町利府字堀切前41-1

○(オードブル・お弁当）

利府町新中道3-1-1
イオンモール新利府南館3Fフードフォレスト内

鳥 善 ミートショップさくらい
地元で41年親しまれている居酒屋。９月中旬より

名物はらこ飯始まります!!
全国のこだわり抜いた商品や独自の製法で仕上げた逸品をどうぞ。

多賀城市桜木3-1-10 多賀城市大代1-8-5

和食の小島 牛たん　kitchen きすけ　イオンモール新利府店

本物の寿司職人や板前が作るお料理を合計3,000円以上の
ご利用でご自宅や会社までお届けします。

味の牛たん喜助がつくりだす新しい味わいの牛たんをお楽しみください。
テイクアウトも対応しております。

多賀城市鶴ヶ谷1-1-1

○
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岩沼 弁当・オードブル他 158 岩沼 牛たん 159

0223-35-7529

土・日・祝日 月曜日

× ○ ✕ ○

宮城県中心に全国展開 牛たん他 160 岩沼 日本料理 161

HPにて各店舗ご案内しております。

HPにて各店舗ご案内しております。

HPにて各店舗ご案内しております。 昼の部:月曜日　・　夜の部:日曜日

HPにて各店舗ご案内しております。 × 〇

○

岩沼 弁当・オードブル 162 岩沼 ラーメン 163

～15:00 11:00～15:00/17:00～21:00

0223-23-8221 0223-24-3805

日曜・祝日 火曜日

○ ○ ○ ○

大河原 日帰り温泉／一般料理店 164 大河原 居酒屋 165

11：00～14：00　17：00～23：30　　

（ﾚｽﾄﾗﾝ 11:00～ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 20:45） 0224-53-5450

0224-51-5110 年末年始

✕ ○

○（要ご相談） ○

10:00～22:00

大盛ラーメン2杯完食で無料（制限時間25分）チャレンジ企画開催中

おおがわら天然温泉　いい湯 とり八
自社生産の豚肉「和豚もちぶた」と、地域の新鮮な農産物を使った

美味しい料理をお届けいたします。
多彩なメニューと新鮮魚介が豊富！

各種お弁当、オードブルはテイクアウト可能です。

柴田郡大河原町新寺字北185-11 柴田郡大河原町大谷字町向143-1

第3水曜日（祝日の場合は翌日）

11：00～15：00
（※注文時間10：00～）
0223-29-3354

スタンプカードでお弁当ゲット！

AM11：00～PM14：00　PM17：00～21：00予定

おそうざい＆お弁当マール 牛たん極（きわみ）
手づくりのおそうざいとお弁当！毎日マール！ご利用ください！

個室をメインにした店舗です。
美味しいお酒と備長炭で焼く牛たんをごゆっくり堪能いただけます。

岩沼市相の原1-4-21

HPにて各店舗ご案内しております。 岩沼市本町1-9

手作り惣菜　茜

岩沼市桜1-1-1 岩沼市大手町2-10-1Ｆ

金額・お好みに応じてご用意いたします。
市内外問わず配達いたしますので、ご相談ください。

Ｓ58年創業のラーメン店。2年前にリニューアルオープンし、
お客様からの熱い要望によりあっさり節系『和風ラーメン』復活。

牛たん炭焼 利久

岩沼市桜5-3-36

四季彩々　おおひと
牛たん専門店の味をご家庭でもお楽しみいただけます。

麺処　よしだ家

大切な方との会食や接待をはじめ、結納、法要の食事など
お客様のご要望にお応え致します。

（平日）12:00～14:30 　/　17:30～22:30
（日・祝）11：30～
0223-25-1568
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大河原 レストラン 166 柴田 飲食店　椎茸・野菜直売 167

9:00～21:00（時短営業、17：30まで）

0224-53-5301 　　　　不定休 0224-86-5477

✕ ○ なし

×

柴田 飲食店　椎茸・野菜直売 168 柴田 ラーメン 169

9:00～21:00（時短営業、17：30まで）

0224-51-9937 0224-55-5558

なし 水曜日

× 〇 ✕ ○

柴田 定食屋（とんかつ） 170 柴田 コーヒー焙煎店、カフェ 171

11：00～21：00 10：00～18：30

0224-55-50872 0224-58-1032

無休（年末年始除く） 毎週木曜日、第二水曜日

✕ ○ ✕ ○

柴田 居酒屋 172 村田 たまご・菓子販売・飲食店 173

11：00～14：00　17：00～23：00 9:00～18:00（物販）/10:00～18:00（レストラン）

0224-55-2774 0224-82-1811

無休（年末年始除く） 不定休

✕ ○ × 〇

蔵王 パン屋 174 蔵王 たまご・菓子販売・飲食店 175

10:00～17:00

0224-26-9690 0224-22-7711

水曜日 不定休

× ○ × 〇

刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町31-1蔵王パティオ 刈田郡蔵王町大字円田字弁天10-8

BRING 森の芽ぶきたまご舎　蔵王本店

柴田郡柴田町船岡西1-1-1 柴田郡村田町大字村田字迫91-15

遠刈田温泉　蔵王パティオのパン屋です。
食パン、バケット、スイーツパン等幅広く取り揃えております。

特製のオムライスや親子丼等、人気メニューを取り揃えております。

毎月10日は女性限定でケーキセットが200円お得です。

旬の食材を活かした季節料理や海鮮料理が自慢！
各種お弁当、オードブルはテイクアウト可能です。

特製のオムライスや親子丼等、人気メニューを取り揃えております。

ビッグリバーサイドレストラン　ヤミー ibis café槻木
ＪＲ槻木駅の目の前。朝500円～、昼800円～。

夏はかき氷も提供しております。

柴田郡柴田町槻木新町1-2-3

パスタやピッツァ、デザートなどお子様から大人の方まで楽しんでいただける
バラエティ豊かなメニューをご用意しております。

柴田郡大河原町字新東27-5

ご注文を受けてから焙煎する本格派コーヒーショップです。
スリランカカレーやショコラータ等のテイクアウトも可能！

とんかつ　夕やけ FRIGOLES　船岡本店
揚げたてのとんかつをリーズナブルに！

お子様向けメニューも豊富です。ご家族でお越しください。

Ibis cafè 船岡 ちどりめん

9:00～18:00（物販）/10:00～18:00（レストラン）

11：00～15：00

ランチ/月～金11:00～14:30　土日11:00～15:30
ディナー/月～木・日17:00～22:00　金・土17:00～23:00

やみつきポテトフライ　1つサービス

※他のサービス券と併用不可。
   テイクアウトご利用時のみ可。

炉ばた　はたはた 森の芽ぶきたまご舎　ファームファクトリー

柴田郡柴田町西船迫2-10 柴田郡柴田町船岡新栄2-3-3

船岡駅より南へ徒歩3分。地域の皆さまに愛される
カフェ＆健康を探求し、取り組んでいます。

五目焼きそば、チャーハン、ギョーザがお勧めです。
事前のお電話でも、受付可能です。

柴田郡柴田町船岡中央2-4-2 柴田郡柴田町船岡字並松105

毎月10日は女性限定でケーキセットが200円お得です。/スタンプ5個でコーヒー1杯無料。

○ピザ・スムージー等
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亘理 食堂 176 亘理 鮮魚･仕出料理 177

亘理郡亘理町字下小路12-1　

テイクアウト10:00～17:00　店内飲食11:00～14:00 9:00～18:30

0223-35-2922 0223-34-1536

月曜日（祝日の場合は翌日）　 水曜日･日曜日

× ○ ○(数量金額応相談）

○

亘理 カフェ 178 亘理 郷土料理 179

0223-37-4356 0223-36-9711

1/1、（7～10月）火曜日 不定休

× 〇 × ○

山元 飲食店 180 亘理 和食系 181

亘理郡亘理町字狐塚129-1

10:00～16:00

0223-37-0334 0223-31-0601

火曜日定休・月曜日不定休 木・金曜日

○(町内のみ) ○（弁当箱回収有）

○ ○ （折詰はらこ飯）

亘理 飲食店 182 角田 居酒屋 183

亘理郡亘理町逢隈上郡字上147

10:30～15:00/17:00～20:30（LO20:15） 17:00～20:30

0223-34-8760 0224-63-1059

水曜日定休・木曜日不定休 月曜日

○（町内のみ） ✕ ○

○

白石 和食 184

11：30～14：00、17：30～21：30

0224-26-8033

月曜日、日曜日（夜）

✕ ○

和風レストラン田園　亘理店 居酒屋　YOSAKU
はらこめし（9月～12月）やほっきめし（12月～5月）の郷土料理をはじめ、

四季折々の味をお楽しみ下さい。
新鮮な食材を使い、健康的で美味しいお料理を

リーズナブルなお値段で提供しております。

お食事処　宮の膳
2019年5月オープンの本格和食のお店です。

各種お弁当、オードブル、単品料理のテイクアウトにも対応しています。

白石市字東小路111

亘理郡山元町小平字須崎1

11:30～14:00

新鮮ないちごを使ったスイーツやランチをご提供。
ぜひお立ち寄りください。

はらこめし（9月～12月）やほっきめし（12月～5月）の郷土料理をはじめ、
四季折々の味をお楽しみください。

5月～9月まで日替わり弁当、9月中旬～11月まではらこ飯折詰、
12月～4月までほっき飯折詰ご提供しています。

亘理郡山元町山寺字稲実60 亘理郡亘理町荒浜字藤平橋44-2

和風レストラン田園　山元店 話食舎　おけい

10:30～15:00、17:00～20:30（ LO20:15）

10:00～17:00(L.O16:30)

季節の素材を活かした日替わりランチがおすすめ。
季節には「はらこ飯」「ホッキ飯」をご提供しております。

角田市角田字町6

菊一商店 たかはし鮮魚店
税込550円の定食から旬のはらこ飯・ほっき飯

コロッケ・カレイの唐揚げ等の惣菜まで幅広く取り揃えております。
旬の新鮮な魚と家庭的なお惣菜を日替わりで提供。

季節毎にはらこめし、ほっきめしも有ります。

Berry Very Labo 民宿浜まつ

亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-34　
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松島 パン屋 185 松島 レストラン 186

平日10:00～17:00　土日祝9:00～17:00

022-353-2844 0120-537-310

なし なし

× ○ ○ ○

石巻 蕎麦居酒屋 187 石巻 カフェ・コーヒー豆販売 188

11:30～13:30/17:00～24:00 11:00～17:00

0225-25-6446 090-3759-1969

日曜日 木曜日

○ ○ × ○（ドリンク各種）

ドリンク各種を50円割引

石巻 カフェレストラン 189 宮城県中心に全国展開 牛たん他 190

11:00～15:00/17:00～20:00 HPにて各店舗ご案内しております。

0225-24-9116 HPにて各店舗ご案内しております。

土・日・祝日 HPにて各店舗ご案内しております。

× ○ HPにて各店舗ご案内しております。

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ2倍(10Pで500円割) ○

石巻 寿司 191 石巻 寿司店 192

17:30～24:00 11:00～16:00

0225-25-7885 0225-57-2595

日曜日・月曜日 火曜日

× 〇 × ○寿司メニュー全般

お会計お一人様あたり100円割引

石巻市中央2-7-14COMICHI101 石巻市雄勝町下雄勝2-5　雄勝観光物産交流館内

CAFE　AB 牛たん炭焼 利久
こだわりのUSAステーキや日替わりランチがお手頃価格で大好評！

地元、雄勝でとれた新鮮な魚介類を
心をこめて握り、ご提供いたします。

SUSHI&BAR　樹琳 伝八寿司
石巻産の魚介類をお楽しみ頂けます。

落ち着いた雰囲気で魚に合う日本酒をお楽しみください。

石巻市中里4-11-22 HPにて各店舗ご案内しております。

石巻市雄勝町下雄勝2-5　雄勝観光物産交流館内

牛たん専門店の味をご家庭でもお楽しみいただけます。

宮城郡松島町字町内75-14　松島玉手箱館内  宮城郡松島町高城字明神参2-1

石巻市立町1-6-8

居酒屋蕎麦処　天空庵 ウズマキ眼鏡珈琲店
アジフライ、カキフライ等もございます。

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。
雄勝湾を一望する絶景オーシャンビュー！※眼鏡屋さんではありません。

10：00～19：00

パンセ　松島店 レストラン四季亭　宅配センター

松島店限定！牡蠣がごろっと入った牡蠣カレーパンがおすすめ。
お客様の様々なシチュエーションにお応え致します。

大量のご注文承ります。どうぞご相談下さい。
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石巻 居酒屋 193 石巻 寿司店 194

石巻市立町1-4-8  クリスタルビル1F

17:00～24:00 11：30～13：30/17：00～20：00

0225-25-7177　 0225-22-6936

080-6023-4681 毎週木曜日、第2金曜日、第4日曜日

木曜日 × ○

× ○

石巻 パン屋 195 石巻 高齢者向け食事宅配 196

平日9:00～19:00 土日祝7:00～19:00 10:00～18:00

0225-21-5188 0225-96-7406

木曜日

× ○ 〇 〇

石巻 パン屋 197 石巻 レストラン 198

11：30～18：00 11:00～14:30/17:00～22:00

080-1834-7176 0225-90-3239

日曜日、月曜日、第二火曜日 月曜日

○ ○ × 〇

南三陸 飲食店 199 南三陸 飲食店 200

11:00～14:00　 11：00～14：00/17：00～20：00

17:00～20:00(L.O19:30) 0226-46-2433

0226-47-1688 月曜日

水曜日 × ○

× ○

南三陸 飲食店 201 南三陸 飲食店 202

11:00～14:00/17:00～20:00

（※毎週月曜は昼営業のみ） 0226-46-5141

0226-46-5571

火曜日 ○（事前予約のみ） 〇

× ○

日本酒場　のれん 農家れすとらんお結び
生産者さんから買い付けた新鮮な食材を使った料理

石巻をはじめ東北の地酒を楽しめるお店です。
地元北村で収穫されたササニシキを使用した寿司のお店です。

石巻市北村字中田1-1

季節料理　志のや 食事処 松原（松原食堂）

そば処　すがわら 弁慶鮨
本格的な和食・割烹料理をリーズナブルなお値段で提供しております。

南三陸の海の幸とこだわりの鮨。
一切妥協のないこだわりの限りを尽くした一握りをご用意しております。

年中無休(年末年始12/31～1/3を除く)

石巻市大街道西１丁目７－１５ 石巻市南中里3-16-32

農薬不使用の国産小麦を使った
カンパーニュやクロワッサンが美味しいです。

生パスタやプレートランチがお手軽価格！夏はビアガーデンで乾杯。

石巻市恵み野4-4-1 石巻市丸井戸3-3-8

ficelleパン工房

ゴールドパックお申込みの方は、配食ご利用券（1週間分）プレゼント！

レストラン　ハーバーランド

パンセ　石巻本店 ぱんぷきん株式会社
手作りの焼きたてパンでみなさまのご来店をお待ちしております。 家庭の味と人とのふれあいをあなたの食卓にお届けします。

昼11:00～15:00（L.O.14:20）
夜17:00～21:00（L.O.20:30）

木曜日

　　　　　　　※コロナ禍につき夜は休業している場合がございますので事前にご連絡ください。

南三陸志津川ならではの旬な魚や野菜料理、 創作料理をご提供！
昭和36年創業。当店自慢の海鮮丼は南三陸の

厳選された旬な食材を中心とした丼になっています！

本吉郡南三陸町志津川字御前下62-4

本吉郡南三陸町志津川字本浜町200-9 本吉郡南三陸町志津川字五日町51（さんさん商店街E棟-1）

本吉郡南三陸町志津川本浜町109
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大崎 お弁当･オードブル･ケータリング 203 大崎 寿司・飲食店 204

10:00～18:00

0229-24-8833 0229-23-3611

火曜日 月曜日

○ ○ ○ ○

大崎 御会食　ケータリング　テイクアウト 205 大崎 中華 206

平日11:00～15:00/17:00～22:00

0229-28-2126 祝日11:00～23:00

不定休 0229-24-1271

○※ ○ 不定休

※5000円以上で配達いたします 　　　　　必ずキムチサービスします ○ ○

大崎 お食事処 207 大崎 お食事処 208

10：30～13：00（お弁当販売） 10：30～13：00（お弁当販売）

0229-28-3232　 0229-22-2239

なし なし

× ○ × ○

大崎 洋食 209 大崎 中華 210

11：00～15：00（L･O 14：30）

0229-56-3578 0229-23-3631

なし（年末年始は除く）

× ○ ○ ○

大崎 飲食店 211 217

0229-52-2264

月曜日

× ○

平日ランチ11：00～15:00(L.14：30)
土日ディナー17:00～21:30(L.O.21:00)

コロナ対応で時短中です。

大崎市三本木新町1-1-36

デリシャストマトファームカフェ 博華
パスタやラーメンなどデリシャストマトを

ふんだんに使用したオリジナルメニューです。
お家で本格中華をお楽しみください！お電話でご注文ください！

ステーキ＆洋食　昔なつかしい洋食屋さん

大崎市古川福浦1-4-54

11:00～14:00（LO.13:30）　17:00～20:00（LO.19:30）

レストラン　グリーンハウス

月曜日（但し月曜日が祝日の場合営業、火曜日休み）

※デリバリーは古川大宮・福浦・江合地区のみ可

大崎市鹿島台木間塚字古館１

大崎市古川小野字中蝦沢141-11

アインパルラ浦島 君鮨
シェフの“きまぐれ弁当”をはじめ、当館自慢のシェフがつくる

オードブルやピザ・パスタを提供いたします。
人との縁結・にぎる、お米はささ結！大崎の米　すしはシャリが命！

大崎市古川李埣3-2-2 大崎市古川幸町1-7-32

鉄兵衛　大崎四号線店（本店） 鉄兵衛　大崎前田町店
４１０円のかつ丼が人気です！

天丼、天ざる、海鮮丼など種類豊富に販売しております！
４１０円のかつ丼が人気です！

天丼、天ざる、海鮮丼など種類豊富に販売しております！

大崎市古川前田町22-3

　　　その場でLINE登録した方、次回利用時300円引きクーポンプレゼント。

11:00～14:00/16:30～22:00　L.O.21:30

ランチタイム寿司一貫・サラダ・小鉢・コーヒーサービス

平日11:00～14:00 時間外は要予約

燦心花　さんしんか 新中華料理　川香菜房1号店
世界農業遺産に認定頂いた「大崎耕土」が育んだお米や野菜、お肉。そして魚介類を用いて

御会食の場を提供させて頂きます。ケータリングにも対応いたします。 開店から10年以上！心込めて美味しい中華料理提供しております。

大崎市古川荒谷本町東77-1 大崎市古川宮袋字新川43-1
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加美 レストラン 212 加美 中華料理 213

11:00～16:30/17:30～21:30 10：00～15：00

0229-87-3933 0229-63-5203

水曜日（木曜日不定休） 月・木曜定休

× ○ × ○

加美 精肉店 214 色麻 温泉内　お食事処 215

0229-63-4129

第1・第3日曜日

× ○ × ○

色麻 食堂 216 美里 椎茸・木耳等の加工品直売 217

11：00～14：00/17：00～18：30 9:00～17:00

0229-65-2413 0229-25-7816

日曜日 土・日

○ ○ × 〇

涌谷 そば・うどん・定食 218 涌谷 洋食・オードブル 219

11:00～19:00 11：00～20：30（LO 20：00）

0229-42-3178 0229-43-2554

不定休 木曜日

○ ○ (要相談） ○

第2・第4月曜日　　※祝日の場合は翌平日

遠田郡美里町北浦字北田37-2

9:00～19:00
11:00～14:30/17:00～20:00
土日祝日11:00～20:00

0229-65-4505（代表）

有限会社　関精肉畜産 かっぱ茶屋（かっぱのゆ館内）

仙台牛取り扱っております。 お子様からご年配の方まで楽しめるメニューになってます。

加美郡加美町字西町12-3 加美郡色麻町平沢字新早坂21

若葉食堂 ほっとハート美里
冷やし中華年中やってます！大・小宴会承ります！

ぜひ一度、お立ち寄りください！

加美町食堂　ピッチョーネ 味覚楽園　味楽
宮城県の美味しい食材をふんだんに使用した

ピザとパスタとパンケーキのお店です。
中華料理・ラーメン・ピザ各種取扱ございます！

オリジナルラーメンがイチオシです！

加美郡加美町矢越388-3 加美郡加美町矢越328-1

遠田郡涌谷町字本町25 遠田郡涌谷町字下道13

椎茸や木耳の加工作業を利用者さんがおこない、
「自分らしく働きたい」・「社会参加したい」をサポートしています。

添加物を使わないこだわりハンバーグを造っています。
オードブルのご予約も承っております。

加美郡色麻町四竃字町30

喜代松茶屋（きよまっちゃや） ハンバーグレストランつきみち
75年前に導入した製麺機で今もうどん・そばを作っております。

胡麻豆腐や鳥饅頭（予約）等御料理にも応じております。
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登米 居酒屋 220 登米 飲食店　テイクアウト専用 221

11：00～20：00

0220-22-0788 0220-22-8068

12/31・不定休 不定休

✕ ○

テイクアウト10％引！

登米 カフェ 222 登米 寿司 223

10:00～16:00/土曜日～15:00 10:00～20:00

0220-23-9227 0220-22-5283

日曜日 火曜日

○(お弁当) ○ ○

栗原 お弁当・ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ 224

10:00～17:00

0228-22-4155

なし

○ ○

224

その場でLINE登録した方、次回利用時300円引きクーポンプレゼント。

[月～土]　17:00～0:00　[日]　17:00～23:00
＊L.Oは閉店の1時間前です

○（11:30～13:30

3,000円以上～）

ホテルグランドプラザ浦島
シェフの“きまぐれ弁当”をはじめ、当館自慢のシェフがつくる

オードブルやピザ・パスタを提供いたします。

栗原市築館字下宮野町下18

○　(引渡し17：00～）

松花堂弁当　1,280円(税込）

○日替わりランチ、
　オムライス、カレー等

うまい登米っこ　欒や！ 魚久商店
地元生産者さんの美味しい食材や1からとことん手作りにこだわった

メニュー、元気なスタッフがお出迎えいたします！
新鮮な魚介類をふんだんに使用しています。
祝い事や記念日にぜひ御利用下さいませ。

登米市迫町佐沼字中江4-14-5 登米市迫町佐沼字中江5-1-4

ブックカフェFestival 若鮨本店
カフェで人気の登米産の食材を使用したメニューをテイクアウトにて販売しております。

ワンコインなのにボリュームがあるのでお得！
本店ではお寿司やお料理、オードブルや法事膳などのデリバリーも承っております。

仙台牛を使用したローストビーフ丼や数少ない生食肉も扱っている店です。

登米市迫町佐沼字新大東8-2 登米市迫町佐沼字中江5-2-8
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