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仙台市青葉区一番町3丁目3-20 東日本不動産仙台一番町ビル6階

掲載商品のお求め・お問い合わせ先

井ヶ田製茶株式会社

仙台市青葉区大町2ー7ー23

☎ 022ー302ー6081
　
株式会社伊藤食品工業所

仙台市青葉区小田原4ー1ー34

☎ 022ー223ー2279
　
株式会社大橋アキラ・デザイン室
仙台市若林区石名坂10 シャンボール石名坂206号

☎ 022ー213ー2524
　
岡田食品工業株式会社

仙台市若林区卸町1ー4ー9

☎ 022ー284ー0131
　
一般社団法人カイタク

石巻市大街道南2ー11ー5

☎ 0225ー24ー6529
　
海馬Glass Works

仙台市秋保町長袋字舘山原23ー1

☎ 022ー399ー2828
　
株式会社菓匠三全

仙台市青葉区大町2ー14ー18

☎ 022ー268ー3001
　
有限会社元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋

仙台市青葉区木町通2ー2ー57

☎ 022ー234ー1807
　
株式会社キスケフーズ

富谷市大清水1ー32ー12

☎ 022ー725ー7225
　
株式会社きちみ製麺

白石市本町46

☎ 0224ー26ー2484
　
株式会社こけしのしまぬき

仙台市青葉区一番町3ー1ー17 しまぬきビル1F

☎ 022ー223ー2370
　
株式会社白松がモナカ本舗

仙台市青葉区大町2ー8ー23

☎ 022ー222ー8940
　
株式会社仙台秋保醸造所（秋保ワイナリー）

仙台市太白区秋保町湯元枇杷原西6

☎ 022ー226ー7475

株式会社仙台ニッカサービス

仙台市青葉区ニッカ1番地

☎ 022ー305ー2865
　
仙台味噌醤油株式会社

仙台市若林区古城1ー5ー1

☎ 022ー286ー3151
　
伊達瓦せんべい本舗　有限会社一茶

仙台市宮城野区二の森3ー62

☎ 022ー792ー6778
　
株式会社堤焼乾馬窯

仙台市泉区上谷刈赤坂8ー4

☎ 022ー372ー3639
　
有限会社東北工芸製作所

仙台市青葉区上杉3ー3ー20ー1F

☎ 022ー222ー5401
　
株式会社永勘染工場

仙台市若林区南染師町13番地

☎ 022ー223ー7054
　
鳴海屋紙商事株式会社

仙台市若林区卸町2ー14ー5

☎ 022ー235ー2121
　
服部コーヒーフーズ株式会社

仙台市青葉区本町1ー3ー21

☎ 022ー214ー8047
　
有限会社日立家

仙台市宮城野区小田原1ー4ー7

☎ 022ー297ー0525
　
有限会社ベートーベン

仙台市青葉区大町2ー4ー8

☎ 022ー225ー6996
　
株式会社ほまれや

仙台市若林区堰場12ー5

☎ 022ー221ー6411
　
合同会社メリーメリークリスマスランド

仙台市青葉区春日町6ー15 GIPビル1F

☎ 022ー264ー3010
　
杜の都の竹工房

仙台市泉区黒松1ー14ー25

☎ 022ー301ー2040
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　※掲載されている情報は2019年3月末現在のものです。
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仙台のコンベンションを充実させたいという想いを持つ有志が集まった「仙台コンベンションおもてなし研究会」からの提案を元に、この冊子を制作しました。

A-20

A-21



有限会社ベートーベン

対応可能数 100セット〜1,000セット

納品日数 即日～約45日※　　賞味期限 365日間

※数量によります。

A-2
服部コーヒーフーズ株式会社

かんたんドリップ杜の香り（8ｇ/5ケ入）

株式会社キスケフーズ

おつまみ牛たん　スモーク風味・しお味ドリップバッグコーヒー「慶長遣欧使節シリーズ」（３種類1袋セット）

対応可能数 50セット〜1,000セット

納品日数 14日　　賞味期限 365日間※

※消費期限まで180日以上の商品を出荷します。

A-1

対応可能数 50個〜

納品日数 7日※　　賞味期限 製造より730日間

※数量が多い場合（1,000個以上）は、30日前にご連絡ください。

A-3

株式会社菓匠三全

対応可能数 10個〜500個

納品日数 5日　　賞味期限 約14日間　

A-5
株式会社白松がモナカ本舗

白松がモナカ（小型6個入）

株式会社伊藤食品工業所

仙臺まころん　小粒萩の月箱入（5個入）

対応可能数 1個〜1,000個

納品日数 5日　　賞味期限 約14日間

A-4

対応可能数 30袋〜300袋

納品日数 7日　　賞味期限 約60日間

A- 6

有限会社元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋

対応可能数 50個〜300個

納品日数 7日　　賞味期限 約20日間

A-8
伊達瓦せんべい本舗　有限会社一茶

伊達瓦煎餅（7袋入・12袋入）

有限会社日立家

仙台ここち仙台駄菓子箱詰（12個入）

対応可能数 100個〜300個

納品日数 7日　　賞味期限 約50日

A-7

対応可能数 10箱〜1,000箱

納品日数 7営業日　　賞味期限 約20日間

A-9

きちみ製麺

対応可能数 20箱〜1,000箱※

納品日数 5日　　賞味期限 約360日

※要相談。数量により値引き可。

A-11
きちみ製麺

仙台弁こけし白石温麺 竹鶏スープで食べる白石温麺

対応可能数 20箱〜1,000箱※

納品日数 5日　　賞味期限 約270日間

※要相談。数量により値引き可。

A-10

井ヶ田製茶株式会社

対応可能数 4個入：20箱〜※、8個入：26箱〜※

納品日数 8日間　　賞味期限 約20日間

※最大対応可能注文数は要相談。

A-13
一般社団法人カイタク

三陸海藻セット「七福藻」「カットわかめ」 仙台ひとくちずんだ餅（4個入）

仙台味噌醤油株式会社

対応可能数 40個〜1,000個

納品日数 15営業日　　賞味期限 6か月

A-14 やさしいおみそ（300g）

対応可能数 各50個〜※

納品日数 3日〜2週間※　　賞味期限 約360日

※最大対応可能注文数、納品日数は要相談。

A-12

岡田食品工業株式会社

対応可能数 10個〜1,000個※

納品日数 2営業日※　　賞味期限 約60日間

※最大対応可能注文数、納品日数は要相談。

A-16
仙台味噌醤油株式会社

三陸海藻おみそ汁（3食入） 岡田の仙台長なす漬

対応可能数 60個〜1,008個

納品日数 15営業日　　賞味期限 6か月

A-15

仙臺まころん 
小粒

落花生を粉にし、卵と砂糖を加

えた生地を、伝統の製法で香

ばしく焼き上げた仙台銘菓。

A- 6350円

おつまみ牛たん
しお味

牛たんを柔らかくゆで上げ、

赤穂の塩、黒胡椒で味付け。

そのままお召し上がりいただ

けます。爪楊枝付き。

A-3400円

仙台駄菓子箱詰
（12個入）

三百年続く老舗の仙台駄菓子。

きなこ、黒糖、香煎など素朴な味

をお楽しみください。

A-8600円

三陸海藻セット
「七福藻」「カットわかめ」

三陸産のとろろ昆布、ふのり等、7

つの海藻が入った「七福藻」。み

そ汁、うどん、そば、戻して豆腐の

上に。「カットわかめ」も手軽に使え

て重宝します。ラベルを変えて記

念品等にも対応可能。

情にA-121,000円

三陸海藻おみそ汁
（3食入）

仙台味噌と三陸産海藻の即席みそ

汁です。東北の恵みが詰まった一

杯を手軽に味わえます。

A-15257円

岡田の仙台長なす漬

宮城の伝統野菜「仙台長なす」使

用した漬物です。 第15回 全国推

奨観光土産品審査会「農林大臣

賞」受賞。

A-16500円

仙台ここち

自然素材だけで作り上げた素朴で優

しい味わいのお菓子。中身はご要望

に合わせて変更も検討可。

A-9694円
竹鶏スープで食べる
白石温麺

竹鶏ファームの鶏肉と無添加スー

プで食べる、手延べ製白石温麺。

抜群のコシとつるみがお楽しみい

ただけます。

A-11780円

仙台弁こけし白石温麺

人気キャラクター「仙台弁こけし」

柄の白石温麺。肉味噌をからめて

お召し上がりください。オリジナル

シール付き。

A-10800円

伊達瓦煎餅

小麦粉・砂糖・鶏卵を使い、焼き上

げ、政宗と家紋の焼印を押してい

ます。仙台の方言を番付表にした

図柄の包装紙が好評です。

A-7

おつまみ牛たん
スモーク風味

風味、食感にこだわった調理

法でつくられ、スモーク風味

の大人な味わいが特徴的。

そのままお召し上がりいただ

けます。爪楊枝付き。

A-3400円

かんたんドリップ杜の香り
（8ｇ/5ケ入）

「杜の都」をイメージし、仙台市内で製造されたブ

レンドコーヒーです。「粗品」「お世話になりました」

「おめでとうございます」「御礼」の文字を入れた

4cm方のシールを貼ることも可能。

A-1700円

白松がモナカ
（小型6個入）

モナカの餡は北海道産。安心で確かな素材

が自慢。豊かで深い甘みのモナカを、どう

ぞお楽しみください。

A-4704円 萩の月箱入
（5個入）

まろやかでやさしい風味のオリジナルカスター

ドクリームを、ふわふわのカステラで包んだ仙

台銘菓。

A-5926円

ドリップバッグコーヒー
「慶長遣欧使節シリーズ」
（３種類1袋セット）

厳選した豆を使用し、政宗公の壮大な夢を

味と香りで再現した上質なコーヒーです。ユネ

スコ世界記憶遺産「慶長遣欧使節」の歴史

的背景をモチーフに3種類のブレンドで創られ

ています。

A-2797円

商品・生産対応情報

～1,000円

参加・出席者への記念品や、

ちょっとしたお土産として。

ご予算

写真：調理例

写真：8個入

写真：中身の一例

仙台ひとくちずんだ餅

現代のライフスタイルにあった、新しい形の「ずんだ餅」。

喜久福で培った「ふっくらやわらかいお餅」には宮城県み

やこがねを使い、ずんだ餅には宮城県産ミヤギシロメを

使用しました。今や仙台を代表する郷土の味「ずんだ

餅」が、「常温・日持ちがして」「個別包装されていて配り

やすく」「ひとくちサイズで食べやすかったら」・・・そんな思

いから開発がスタートした商品です。

A-131,000円8個入550円4個入

1,000円12袋入

700円7袋入

写真：せんだい弁番附表包装紙（商標登録）

商品のお求め・お問い合わせは

裏表紙に記載の各社まで

お願いいたします。

時を彩る贈り物。

2 3

やさしいおみそ
（300g）

有機大豆・有機米を使用して仕込ん

だ、仙台味噌唯一の「有機JAS認証」

取得商品です。

A-14500円



株式会社永勘染工場

仙台街並み手ぬぐい・杜の都仙台 欅手ぬぐい

対応可能数 10枚〜※1

納品日数 在庫確認後1週間　　名入れ 可※2

※１  要相談
※２  100枚以上の場合は所定位置に白抜きでロゴや名入れ
　　  加工も承ります。目安納期2週間程度。

A-17
一般社団法人カイタク

ほやコインケース

対応可能数 50個〜

納品日数 2週間〜1ヶ月※　　名入れ 可

※ロット数により日数が必要。

A-18

株式会社大橋アキラ・デザイン室

対応可能数 10個〜3,000個

納品日数 3週間〜1ヶ月※1　　名入れ 可※2

※１ まとまった数の在庫がない為、即納出来る数は少ない。
　　 500個程度までは3週間、1,000個以上は1ヶ月。
※２ 名入れは台紙に入れます。

A-21
ステンレスクリップ（2個セット）

株式会社大橋アキラ・デザイン室

ミニクリアファイル（2枚セット）

対応可能数 10個〜3,000個

納品日数 1週間〜1ヶ月※1　　名入れ 可※2

※１ まとまった数の在庫がない為、即納出来る数は少ない。
　　 100個程度は1週間、500個程度まで3週間、
　　 1,000個以上は1ヶ月。
※２ 名入れの場合は透明袋にシールを貼ります。

A-20

株式会社ほまれや

ずんだすずめ 手ぬぐい

対応可能数 1枚〜※

納品日数 2日～※　　名入れ 可

※最大対応可能注文数、納品日数は要相談。
　在庫有りの場合は２日〜、在庫無しの場合は約１ヶ月〜。

A-19

合同会社メリーメリークリスマスランド

ご当地こけしクリップ・マッチ箱マガジン

対応可能数 1個〜

納品日数 要相談※　　名入れ 不可

※在庫有りの場合は即日納品。在庫無しの場合は100個で2週間程。

A-22

株式会社菓匠三全

対応可能数 10個〜100個

納品日数 5日　　賞味期限 約14日間

B -2
合同会社メリーメリークリスマスランド

こよみこけし「旅こよみ」

鳴海屋紙商事株式会社

浪漫竹（チビ）・浪漫竹（小）萩の月箱入（16個入）

対応可能数 1本〜

納品日数 要相談※　　名入れ 不可　

※在庫有りの場合は即日。在庫無しの場合は12本で1週間程。

B -1

対応可能数 1個〜100個

納品日数 要相談　　名入れ 不可

B -3

株式会社堤焼乾馬窯

対応可能数 1客〜100客

納品日数 約3ヶ月※1　　名入れ 不可※2

※１ 在庫有りの場合は即納。
　　 100客を超える場合は要相談。
※２ 本体には不可。木箱のフタ裏に名入れ可能。
※他に3,200円、5,000円、7,500円の物も有り（木箱入）。

B -5
株式会社こけしのしまぬき

政宗騎馬像柄カードケース(ダブル)　

杜の都の竹工房

こけし箸海鼠釉 湯呑（化粧箱入）

対応可能数 1個〜300個

納品日数 5日※　　名入れ 可

※10個以上注文の場合は要問合せ。

B - 4

対応可能数 2膳〜30膳

納品日数 約3週間※　　名入れ 可

※30膳の場合。

B - 6

海馬Glass Works

仙台ガラス「ことり」（箱入）

対応可能数 12個〜300個

納品日数 1ヶ月※　　名入れ 不可

※窯の稼働時期・注文個数によります。

B -7

～2,000円代
ご予算

杜の都仙台 欅手ぬぐい

仙台のシンボル「欅」のデザインの手ぬぐい。オ

リジナル名入れ加工も可能。

A-17800円

仙台街並み手ぬぐい

仙台城址から望む仙台の街並みを手ぬぐいに

しました。オリジナル名入れ加工も可能。

A-17800円

ほやコインケース

ウェットスーツの生産日本一を誇る石巻。

その生産時にできる端材をリメイクしたコイン

ケースです。ホヤグラムのデザインと、弾力性

のある素材が人気です。

A-18815円

ミニクリアファイル
（2枚セット）

厚みがなく、小さく持ち運びが楽なA5サイズの

クリアファイル。手頃なサイズで女性に人気で

す。デザインのご要望もお受けできます。1種

類での対応も可能。

A-20560円

ステンレスクリップ
（2個セット）

ブックマークや書類クリップとして、実用性のあ

るステーショナリー。コンパクトでかさ張らず、ど

なたにでもご活用いただけます。オリジナルデ

ザインを楽しめます。

A-21500円

こけし箸 （３種類）

軽くて丈夫でかわいい竹製のこけし箸

です。食品衛生法適合塗料を重ね

て塗っているので安心してお使いいた

だけます。絵柄は青葉まつり・仙台七

夕・伊達政宗の3種類。サイズは

22cmと18cmの2種類。ご希望のサイ

ズで制作可能です。

B - 61,290円

政宗騎馬像柄カードケース
(ダブル)

伊達政宗公騎馬像柄を玉虫塗のカードケー

スに入れました。1,750円のシングルのケース

も有り。

B -42,200円

こよみこけし「旅こよみ」
「日常からの小さなトリップ」をテーマに、弥次郎系伝統こけし工人と、イラストレーターがコラボ。グッド

デザイン賞を受賞した、仙台や白石への旅をイメージする楽しい創作こけし。

1月から12月まで絵柄が違い、その時の季節や歳時記に合わせて選んだり、誕生日プレゼントにも使

えます。

B -12,900円

萩の月箱入
（16個入）

まろやかでやさしい風味のオリジナルカ

スタードクリームを、ふわふわのカステ

ラで包んだ仙台銘菓。

B -22,963円

浪漫竹 （小）

仙台七夕まつりで使用している和紙で手作りさ

れた、記念に残る七夕ミニオブジェです。

2,000円

浪漫竹 （チビ） B -31,000円

海鼠釉 湯呑
（化粧箱入）

300年続く堤焼は、仙台を代用す

る伝統工芸。市内で採れる土を用

いて制作されます。黒と白の海鼠

釉（なまこゆう）による、味わいのあ

る斑紋、流紋が魅力です。

B-51,500円

仙台ガラス「ことり」
（箱入り）

仙台市を流れる「広瀬川」の砂を主素材

にして作られた「仙台ガラス」。砂に含ま

れている鉱物により自然に醸し出された、

地域を表す色彩が魅力です。フィギアス

ケート・羽生結弦選手への「仙台市観光

アンバサダー」任命の盾、 「G7 仙台 財

務大臣・中央銀行総裁会議」 VIP用記念

品としても使用されました。

B -72,600円

ご当地こけしクリップ （４種類）

マッチ箱マガジン （15種類） A-22各476円

商品・生産対応情報

商品のお求め・お問い合わせは

裏表紙に記載の各社まで

お願いいたします。まごころを仙台・宮城の逸品に寄せて。

写真左：浪漫竹（チビ）　　　写真右：浪漫竹（小）

「ご当地こけしクリップ（4種類）」は、秋保・鳴子・弥次郎・石巻のこけし工

人の絵を忠実にクリップにしたもの。素材には、丈夫なファイバー紙を使

用。マッチ箱サイズの箱に2色各5個ずつ、計10個入り。

「マッチ箱マガジン」は、マッチ箱サイズのパッケージに、温泉地や沿岸部、仙

台のまちなどを紹介するミニガイドと、付箋やマスキングテープ等のおまけ

が入った小さな旅のガイドブック。グッドデザイン賞受賞。

4 5

思い出に残る、ワンランク上の

宮城・仙台の贈り物を。

ずんだすずめ 手ぬぐい

“ずんだ”カラーの豆絞り手ぬぐい。すずめ踊り

に因み、雀のシルエットを散らしたシンプルでか

わいらしいデザインです。

（プリント手ぬぐい、約35cm×90cm、綿生地

100％）

A-19500円

雀柄イメージ



有限会社日立家

対応可能数 1箱〜100箱

納品日数 7営業日　　賞味期限 約25日間

C -2
株式会社白松がモナカ本舗

白松がモナカ（中型18個入）

株式会社伊藤食品工業所

仙臺まころん詰合せ仙台駄がし

対応可能数 3個〜50個

納品日数 3日　　賞味期限 約14日間

C -1

対応可能数 5箱〜10箱

納品日数 7日　　賞味期限 約60日間

C -3

服部コーヒーフーズ株式会社

対応可能数 3セット〜100セット

納品日数 14日　　賞味期限 365日間※　

※消費期限まで180日以上の商品を出荷します。

C - 5
伊達瓦せんべい本舗　有限会社一茶

味くらべ煎餅

有限会社ベートーベン

ドリップバッグコーヒー「慶長遣欧使節シリーズ」（３種類4袋セット）かんたんドリップ杜の香り 8ｇ/24個入

対応可能数 100個〜300個

納品日数 7日　　賞味期限 約50日

C -4

対応可能数 3セット〜50セット

納品日数 即日～約7日※　　賞味期限 365日間

※数量によります。

C - 6

株式会社仙台秋保醸造所（秋保ワイナリー）

対応可能数 1本〜100本※

納品日数 7日　　賞味期限 なし

※贈答用の箱を使用し2本セット、3本セットでの提供も可能。

C -8
株式会社仙台ニッカサービス

宮城峡蒸溜所オリジナルブレンデッドウイスキー 500ml

株式会社仙台秋保醸造所（秋保ワイナリー）

ワイン 赤・白（2本セット）ワイン 赤・白（1本）

対応可能数 1本～120本

納品日数 最大10日　　賞味期限 なし

※限定品につき、時期によっては納期に時間を要する場合、若しくは
品切れの場合もあります。

C -7

対応可能数 1セット〜200セット※

納品日数 7日　　賞味期限 なし

※3本セットでの提供も可能。

C -9

有限会社東北工芸製作所

玉虫塗複合ボールペン（緑または赤）

対応可能数 1個〜500個

納品日数 30日～90日　　名入れ 可

C-10

有限会社東北工芸製作所

玉虫塗ワインカップペア

株式会社こけしのしまぬき

対応可能数 1個〜100個

納品日数 通常7日※　　名入れ 可　

※10個以上注文の場合は要問合せ。

D -3
仙台時計ー仙臺の刻ー（小 取手付）

対応可能数 1個〜500個

納品日数 30日～90日　　名入れ 可

D -1
株式会社堤焼乾馬窯

海鼠釉 切立花入（化粧箱入）

対応可能数 1本〜20本

納品日数 約3ヶ月※1　　名入れ 不可※2

※１ 数量、納期要相談。在庫有りの場合は即納。
※２ 本体には不可。木箱のフタ裏に名入れ可能。
※他に10,000円〜の物も有り。木箱入30,000円〜も有り。

D -2

商品・生産対応情報

～4,000円

座長や司会者への御礼品、

充実した贈答品をお探しの方に。

ご予算

5,000円～
表彰や海外からのお客様等、

大切な方々へのご贈答に。

ご予算
玉虫塗ワインカップペア

海外へのお土産にも人気。キャロライン・ケネディ氏が宮

城県を訪問した際、宮城県知事が贈呈して話題となりま

した。日本ギフト大賞2015 宮城県賞 受賞。

台付で名入れ可能です（セットで10,000円）。また、関

連商品に食洗機対応のナノコンポジット塗装も有り。

D -17,600円

仙台時計 － 仙臺の刻 －
（小  取手付）

宮城の伝統工芸品である仙台箪笥から

生まれた品格ある置時計です。

置時計、掛時計いずれでも使用可能。

単三電池１本使用。

D -39,500円

玉虫塗複合ボールペン
（緑または赤）

記念品や贈り物にも最適の一品です。

国民栄誉賞を受賞したフィギア

スケートの羽生結弦選手には、

復興庁より記念品として

贈呈されたことでも

話題となりました。

C -103,500円

ワイン 赤・白
1本

2本セット
宮城県初のワイナリーで作られました。徹底し

た品質管理のもと、ぶどうの品種特性を引き出

すワイン造りを行っております。

C -94,000円

C -83,000円

【限定品】 宮城峡蒸溜所
オリジナルブレンデッド
ウイスキー　500ml

ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所限定の

ブレンデッドウイスキーです。

華やかな香りと甘く伸びのある味わいが

楽しめる、宮城峡蒸溜所の個性をお愉

しみください。

C -73,000円

海鼠釉 切立花入
（化粧箱入）

宮城・仙台を代用する伝統工芸「堤焼」の切

立花入。賞品としても、海外の方のコレクター

ズアイテムとしても人気。

10,000円〜の物や、木箱入（30,000円〜）も

有り。

D -220,000円

仙台駄がし

素朴で優しい味わいの仙台伝統菓子「仙台駄

がし」の詰合せです。

C-23,000円

仙臺まころん詰合せ

落花生を粉にし、卵と砂糖を加えた生地を、

伝統の製法で香ばしく焼き上げた仙台銘菓。

C -33,000円

味くらべ煎餅

伊達瓦煎餅他、一茶の自慢の煎餅を詰め合

わせました。小麦粉・砂糖・鶏卵を使い、丁寧

に焼き上げています。

C -43,000円

白松がモナカ
（中型18個入）

モナカの餡は北海道産。安心で確かな

素材が自慢。豊かで深い甘みのモナカ

を、どうぞお楽しみください。

C -13,149円

かんたんドリップ
杜の香り
（8ｇ/24個入）

「杜の都」をイメージし、仙台

市内で製造されたブレンド

コーヒーです。

C - 53,100円

ドリップバッグコーヒー
「慶長遣欧使節シリーズ」
（３種類4袋セット）

厳選した豆を使用し、政宗公の壮大な

夢を味と香りで再現した上質なコー

ヒーです。ユネスコ世界記憶遺産「慶

長遣欧使節」の歴史的背景をモチー

フに3種類のブレンドで創られていま

す。

C - 63,186円

商品のお求め・お問い合わせは

裏表紙に記載の各社まで

お願いいたします。

※全項、価格は税抜きです。　※掲載商品のパッケージ及び内容が変更になる場合もあります。　※2019年3月末現在の情報です。

仙台・宮城の「美味しい」と、「美しい」で。
かけがえのない時を。
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