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④米工房いわい長町本店 

太白区長町 3-3-5 

TEL：0120-3181-01 

⑤米工房いわい広瀬通り店 

青葉区中央 2-10-24  

 仙台市ｶﾞｽ局ｼｮｰﾙｰﾑ 1F 

TEL：022-215-3736 

⑥我や仙台駅店 

青葉区中央 1-1-1JR 仙台駅 3F 

TEL：022-268-2984 

⑦利久 市役所前店 

⑦利久 一番町店 ⑦利久 本町店 

⑦利久 中央通り店 

⑦利久 名掛丁店 

⑦利久 仙台駅店 3F 

⑦利久 西口本店 

⑦利久 サンモール店 

⑦利久 一番町やなぎ町店 

⑦利久 北目町店 

⑦利久 花京院店 

ＭＴビル 
⑦利久 東口分店 

⑦利久 東口本店 

⑦利久 東七番丁店 

⑪一番五郎 

青葉区一番町 2-3-30 

TEL：022-222-8808 

ロフト 

⑬感動酒場 金太朗 
青葉区国分町 2-7-5 KYパー

クビル 3F 

TEL:022-721-4080 

⑮伊達なそば処 あさば 

青葉区中央 1-1-1JR 仙台駅 3F 

TEL：022-266-3233 

⑰鉄板居酒屋 満○ 

青葉区中央 2-11-11 大友ﾋﾞﾙ 1F 

TEL：022-217-1390 

⑯伊達のいろり焼き 蔵の庄 

青葉区中央 1-8-38 AK ビル 4F 

TEL：022-268-2488 
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⑩集合郎 長町店 

太白区長町 7-24-26 三水苑長町ﾋﾞﾙ 2F 

TEL：022-746-5877 

⑧集合郎 一番町店 
青葉区一番町 4-10-19 ﾏｲﾆﾁﾋﾞﾙ 2F 

TEL:022-267-1608 

⑨集合郎 花京院店 

青葉区花京院 1-1-30 ﾆｭｰﾗｲ

ﾌﾏﾝｼｮﾝ B1F 

TEL：022-716-4365 

⑦利久 セルバ店 

⑦利久 泉北店 

⑱うまいもの市場 YAMATO 
泉区泉中央 1-16-5 泉中央一番館 2F 

TEL：022-773-4888 

⑦利久 泉中央店 



 ① ミールワン本町店●  TEL:022-265-1962 

 仙台あおば餃子を盛り込んだお弁当です。予約によるお弁当

の配達も行っております。 

仙台あおば餃子弁当：550 円/仙台あおば弁当：1000 円/焼き餃

子：５個 400 円 

青葉区本町 2-8-10 ◆年中無休 

◆営業時間/10:00～20:00（月～土）10:00～15:00（日祝） 

② ミールワン小松島店● TEL:022-344-7130 

青葉区小松島４-15-26 

◆営業時間/10:00～20:00（月～土）10:00～15:00（日祝） 

◆年中無休 

④ 米工房いわい長町本店● TEL:0120-3181-01 
 お惣菜販売をしています。昼食や夕食のお供にどうぞ。 

焼き餃子１個：50 円 

太白区長町 3-3-5 

◆営業時間/9:00～18:00◆第一・第三日休 

⑤ 米工房いわい広瀬通り店● TEL:022-215-3736 
青葉区中央 2-10-24 仙台市ｶﾞｽ局ｼｮｰﾙｰﾑ 1 階 

◆営業時間/8:00～18:00◆日・祝日休 

③ みやぎ・純米倶楽部さなぶり● TEL:022-264-8710 

 県産のおいしい地酒とともにどうぞ。 

野菜たっぷりあおば餃子スープ：４個入り 500 円（取扱してい

ない日もあるので問合せをお願いします） 

青葉区上杉 1-2-16 JA ビル地下１階 

◆営業時間/11:00～14:00・16:30～22:00（月～金）11:30～

14:30・17:00～22:00（土）◆日・祝日休◆座席数/110 

⑥ 我や仙台駅店●  TEL:022-268-2984 
 開放感あふれるお店で、ゆったりとお召し上がりください。

蒸し餃子３個：380 円  

仙台名物セット(揚餃子２個含):2000 円 

青葉区中央１-１-１ JR 仙台駅３階 

◆営業時間/10:30～23:00◆年中無休◆座席数/60 

⑦ 牛たん炭焼 利久●    TEL:0223-29-3440 

利休独自の牛たん入りの仙台あおば餃子です。県内 24 店舗

で召し上がれます。焼き餃子５個：525 円 

一番町やなぎ町店 名掛丁店 北目町店 サンモール一番町

店 仙台駅店 花京院店 大和町店 東七番丁店 東口本店

東口分店 市役所前店 一番町店 本町店 西口本店 中央

通り店 泉本店 泉中央店 セルバ店 泉北店 富沢店 名

取店 岩沼店 多賀城店 松島店 

利久 URL：http://www.rikyu-gyutan.co.jp/ 

 

「仙台あおば餃子」とは 

< 餃子の特徴 > 
 地域特産野菜である仙台産雪菜を皮と具に練り込んだ、緑鮮

やかな餃子です。皮は厚めでもちもち感があり、野菜の甘さと

歯ごたえが味わえるヘルシーな餃子です。 

< 名前の由来 > 
 餃子の特徴である緑色を杜の都仙台のイメージである「青

葉」に象徴させ「仙台あおば餃子」と命名し、平成 22 年５月

の仙台青葉まつりでデビューしました。 

 仙台市が委託により開発した商品であり、名称は平成 23 年

９月に商標登録を取得しました。 

登録第５４３７１８９号 

< 取扱認定店 > 
 仙台産の雪菜を皮に４割以上使用するなどの基準を満たし、

仙台市が認定した店舗が「取扱認定店」です。各店それぞれの

味をお楽しみください。 

雪菜とは？ 

 
 雪菜はアブラナ科の植物で、仙台地域の特産野菜です。仙台

では一年中栽培され、冬でも露地で収穫することができます。

 歯ごたえが良く、おひたしや炒め物、煮物などに用いられて

います。 

 冬に収穫される「ちぢみ雪菜」は、寒さにあたり葉がちぢん

で甘みも増し、特においしくなります。  

「仙台あおば餃子」取扱店募集中！ 

 仙台市では、「仙台あおば餃子」を提供していただける飲食

店や製造していただける食品加工場などを募集しています。 

詳しくはお問い合わせください。 

仙台市経済局農業振興課 

TEL：022-214-8266 FAX：022-214-8338 
http://www.city.sendai.jp/shizen/nogyo/index.html 

 

平成 25 年 1 月発行 
※この情報は平成 25 年 1月現在のものです。 

実際のメニューや営業時間等は直接お店に問い合わせ下さい。 

お土産用の「仙台あおば餃子」も販売しています。 

・東北自動車道 宮城県内主要 SA・PA●● 

（長者原、鶴巣、菅生 SA など） 

・ＪＲ仙台駅 1 階 食材王国みやぎ店●● ３階「絆」● 

・パルコ１階 清川屋●  ・仙台空港２階 売店● 

・ＪＡ仙台農産物直売所 たなばたけ●●（高砂店、多賀城店） 

・仙台場外市場 杜の市場●● ・タピオ南館１階 清川屋● 

・松島観光物産館●  

・県内利久各店舗内● ほか 

⑪ 一番五郎●       TEL:022-222-8808 
 昼は餃子と味噌ラーメン、夜は餃子専門の居酒屋です。 

仙台あおば餃子定食：680 円、焼き餃子：５個 390 円 

青葉区一番町 2-3-30 ◆年中無休 ◆座席数/14 

◆営業時間/昼 11:00～15:00 夜 17：00～24：00  

⑭ 篝火の湯 緑水亭●  TEL:022-397-3333 

 秋保温泉緑水亭内にある「そば処 祭ばやし」で、丸い形の

仙台あおば餃子を提供しています。 

単品焼き餃子５個：735 円 

太白区秋保町湯元字上原 27-2  ◆年中無休 

◆営業時間/昼 土日祝 11:30～15:00 

夜 月～日・祝 20:00～24:00 

⑮ 伊達なそば処 あさば● TEL:022-266-3233 

 そばと一緒に、丸い形の仙台あおば餃子を提供します。 

トマトソースに季節の野菜をそえたもの(３個)：525 円 

せいろ蒸し・プレート焼き(３個)：各 410 円 他 

青葉区中央 1-1-1 JR 仙台駅 3 階 

◆営業時間/8:00～22:30(L.O.22:30)◆年中無休◆座席数/34 

※それぞれの店舗で[●海祥●船田食品●蜂屋食品●利久]の

仙台あおば餃子を提供しています。 

株式会社海祥のお土産用スタンダードタイプ 

丸いタイプ 蜂屋食品株式会社のお土産用

⑯ 伊達のいろり焼き 蔵の庄● TEL:022-268-2488 
 くつろげる雰囲気作りに力を入れている居酒屋です。 

単品餃子４個：530 円 

〒980-0021 青葉区中央 1-8-38 AK ビル 4 階 

◆営業時間/16:00～24:00 ◆年中無休 ◆座席数/171 

⑰ 鉄板居酒屋 満○●        TEL:022-217-1390 
 熱々の鉄板で焼き上げる料理を、どうぞ召し上がりください 

単品餃子４個：530 円 

青葉区中央 2-11-11 大友ビル 1 階 

◆営業時間/17:00～24:00（月～金）16:00～24:00（土・日）

◆年中無休◆座席数/50 

⑱ うまいもの市場 YAMATO● TEL:022-773-4888 

 四季折々の美味しさを活かした料理を提供しています。 

単品餃子４個：530 円 

泉区泉中央 1-16-5 泉中央一番館 2 階 

◆営業時間/17:00～1:00◆年中無休◆座席数/140 

⑧ にぎわい居酒屋 集合郎一番町店● TEL:022-267-1608 
 牛タンと一緒にどうぞ！ 焼き餃子４個：450 円 

青葉区一番町 4-10-19 マイニチビル 2F 

◆ 営業時間/昼月～金 11:30～14:00(L.O.13:30)※祝日休み 
夜月～日・祝 17:00～23:00(L.O.22:30) 

◆ 年中無休◆座席数/140 

⑨ にぎわい居酒屋 集合郎花京院店● TEL:022-716-4365 
青葉区花京院 1-1-30 ﾆｭｰﾗｲﾌﾏﾝｼｮﾝ B1 

◆営業時間/昼 11:30～14:00 夜 17:30～23:00 

◆座席数/110◆土日祝休み 

⑩ にぎわい居酒屋 集合郎長町店● TEL:022-746-5877 
太白区長町 7-24-26 三水苑長町ﾋﾞﾙ 2F 

◆営業時間/17:00～25:00 ◆無休 ◆座席数/110 

集合郎 URL: http://syugorou.co.jp/ 

⑫ 仙台餃子酒場●       TEL:022-259-3712 
 昼は坦々麺、夜は餃子とから揚げが自慢の居酒屋です。 

焼き餃子５個：390 円、蒸し餃子５個：450 円他 

宮城野区出花 1-3-3   

◆営業時間/昼 11:30～15:00 夜 17：00～24：00（L.O.23:30） 

◆昼 土日祝休み 夜 年中無休  ◆座席数/27 

⑬ 感動酒場 金太朗●  TEL:022-721-4080 

 単品と復興感動コース（牛タン焼付地酒飲み放題）の中で、

丸い形の仙台あおば餃子を提供します。 

焼き餃子５個：550 円  復興感動コース：4000 円 

青葉区国分町 2-7-5 KY パークビル 3F 

◆営業時間/17:00～5:00（月～土）17:00～3:00(日・祝) 

◆年中無休 ◆座席数/180 


	【PDF化原本】03地図編集A3版（H25.02）
	【PDF原本】03地図表紙A3版（Ｈ25.02）

