
キリトリ

下のクーポン・抽選券を切り取り、

お店でみせると、お得なサービスが受けられます！

詳しくは裏面をご覧ください。

おいしい食と
お得なクーポン
もりだくさん！

抽選で素敵な景品が
当たるチャンス！

※ご応募はフェア参加店にてお買い上げ又はご飲食された方のみとさせていただきます。
※当選の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

■主催／多賀城・七ヶ浜地産地消研究会　■共催／多賀城・七ヶ浜商工会
■後援／多賀城市、七ヶ浜町、多賀城市観光協会、七ヶ浜町観光協会

お問い合わせ／事務局（商工会）
TEL 022-365-7830

抽 選 券
クーポン

裏面の注意事項をご確認の上、点線で切り取ってご利用ください。

多賀城　七ヶ浜　商工会

たがもん
ぼっけの
ボーちゃん多賀城・七ヶ浜産多賀城・七ヶ浜産多賀城・七ヶ浜産

第8回

第8回

下のクーポン・抽選券を切り取ってお会計時にお渡しください。

裏面の記入欄にご記入の上、
お会計時にお渡しください。

参加店共通

地元の食材・物産一押しフェア
第8回 地元の食材・物産

一押しフェア
応募
方法

2018年10月1日 ～ 11月30日まで

地元の食材・物産
一押しフェア
地元の食材・物産
一押しフェア

応募締め切り 平成 30 年 12 月 14 日（金）まで

抽選で

200名様
に当たる！

多賀城・七ヶ浜
スタンプ会商品券 5,000円（1本）1等
多賀城・七ヶ浜
スタンプ会商品券 3,000円（2本）2等

地産地消詰め
合わせセット 2,000円相当（5本）3等 4等　参加店サービス券（192本）



●本クーポン1枚で、1グループ1店舗でご使用ください。
　また、クーポン・抽選券はフェア実施期間中、
　各店舗で配布しております。
●本クーポンはフェア実施期間内
　（2018年10月1日〜11月30日）のみ有効です。
●必ずご注文時にクーポンの有無をお知らせください。
●他のクーポンとの併用はできません。
●サービス内容の詳細については各店舗にて
　ご確認ください。

フェア参加店一覧おいしいものがいっぱい！

フェア参加店共通クーポン

※ご記入いただいた個人情報は、 当選された方への商品発送以外に使用いたしません。

ご住所 〒 －

フリガナ

お名前
電話番号

FAX番号メールアドレス（お持ちの方のみご記入ください）当選率UPするかも!?

「地元の食材・物産一押しフェア」に関するご意見・ご感想をお聞かせください

マークのお店は「多賀城しろのむらさき」商品の販売店です

※参加店の商品、メニュー、営業時間、臨時休業などの詳細については各店舗に直接お問い合わせください

クー
ポン マークはクーポン提示で受けられるサービスです

焼肉のたれ3本御購入の方にテ
レビ等でとりあげられた人気
の当店手づくり仙台みそベース

の「ホルモンの生たれ」100ｇ 1本を
サービスいたします。

株式会社 すずこう

多賀城市下馬2-11-14
TEL022-365-8850 ／日・祝休

地元の物産品を販売します
①多賀城古代米酒「おもわく姫」 ②多賀城産
ひとめぼれ純米酒「多賀城桜」 ③古代米の
おこげのわかめスープ ④古代米のリゾット
風わかめスープ ⑤古代米テトラパック ⑥た
がもんミニしょうゆ

①～⑥を10％割引しますクー
ポン

味処 くいしん坊

一品1,000円以上の
メニューにつき100円引
（グループ全員有効）

味噌2Kｇ以上お買上の方
古代米 200ｇ １ヶ

地場産の食材を使用した和食店
です。東北・宮城の地酒も豊富に
ご用意いたしております。

４名様毎に
宴会コース一品サービス

クー
ポン

多賀城市山王字千刈田６－３
TEL022-702-3277 ／水曜休

阿久玉御膳100円引
焙煎古代米茶
（ドリップバッグ１個増量）

平日限定ランチメニュー
より50円引
土日祝日はクーポン使用不可

古代米を使ったつぶあん入り焼き餅と
古代米茶又は珈琲のスイーツセット「阿
久玉御膳」と「焙煎古代米茶（ドリップ
バッグ）」を提供します。

クー
ポン

はちみつ屋

多賀城市伝上山2丁目12-12
TEL090-1933-7155

毎週月曜休・第一、第三火曜休
営業時間 AM9:00 ～ PM5:00

史都多賀城日本みつばち
の蜂蜜を販売します。

全品１０％割引クー
ポン

多賀城市町前3-92-1
TEL022-366-5922 ／水曜休

多賀城市桜木１丁目1-59
TEL022-362-7257 ／日曜休

多賀城市留ヶ谷１丁目44-3
TEL022-352-3152 ／火曜・水曜休

多賀城市桜木３丁目１－１０
TEL022-365-5958 ／日・祝休

多賀城市中央2丁目9-13-102
TEL080-3195-2048 ／水曜・木曜休

多賀城市八幡4-8-24
TEL022-367-8208 ／日曜休

多賀城市桜木1-1-56
TEL022-290-0633 ／日・祝休

多賀城市中央2丁目7-1
TEL022-364-5901
年末年始は閉所

七ヶ浜町吉田浜字台27-9
TEL022-357-2370

月曜休（貸切や祝日の場合、不定期で休）

多賀城市下馬2-5-31
TEL022-363-2369／日・祝休

七ヶ浜町汐見台南2-16-1
TEL022-290-6828
木曜・第２水曜休

七ヶ浜町松ヶ浜字西原47-2
TEL022-357-3520 ／不定休

七ヶ浜町花渕浜字舘下75-41
TEL022-253-6932 ／水曜休

多賀城市高崎1-22-1 東北歴史博物館内１階
TEL022-368-0616 ／月曜休

多賀城市八幡3-3-4
TEL022-363-4147

日曜休（日月連休の場合は月曜休）

七ヶ浜町花渕浜舘下75-65
TEL022-349-7001 ／不定休

多賀城市大代５丁目10-12
TEL022-362-8558 ／水曜休

多賀城市東田中２丁目40-1
TEL022-365-5566 ／月曜休
営業時間 AM9:00 ～ PM7:00

七ヶ浜町花渕浜字大山１－１
TEL022-357-6991 ／火曜休

七ヶ浜町菖蒲田浜長砂20-8
TEL022-355-9119 ／木曜休

多賀城市桜木２丁目１－３０
TEL022-364-6539 ／日・祝休

多賀城市東田中２丁目5-28
TEL022-368-8580 ／月曜休

多賀城市桜木3-3-50
TEL022-365-6365 ／水曜休

多賀城市鶴ヶ谷1-1-1
TEL022-362-0813 ／月曜休

多賀城市高橋５丁目１５－１０
TEL022-368-7312 ／水曜休

多賀城市八幡2-17-35
TEL022-367-9088

木曜休、第３水曜休、毎週水曜日の夜休

とんかつ・焼肉の店
とんちん館

多賀城・七ヶ浜産の食材を使
用した料理を提供します。

ソフトドリンク
一杯サービス

クー
ポン

炭焼処　多幸

１組５名様以上のグループ
に１品料理サービス

地場産の食材を使用した冷トマ
ト・梅きゅうり・もろきゅうりを
提供します。

クー
ポン

米粉パン トゥット

パン全品５％ｏｆｆ
他サービスと併用不可

古代米あんパン、七ヶ浜わかめ
パン、多賀城名物揚げパンを提
供します。

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

クー
ポン

史跡の灯り　鳥善

ソフトドリンク
一杯サービス

多賀城・七ヶ浜産の旬の食材を
使用した料理を提供します。

クー
ポン

コトリコーヒー

ランチプレートドリンク付
をご注文のお客様に
ミニデザートサービス

多賀城・七ヶ浜産の野菜を使用した
ランチプレートを提供します。
多賀城産の古代米を使用したパン
やスコーンを販売します。

クー
ポン

多賀の味路 こむかい

コース料理ご注文のお客様
に一品サービス

多賀城・七ヶ浜産の野菜や魚介
類を使用したコース料理を提供
します。

多賀城市中央2-5-1
TEL022-794-7501 ／不定休

クー
ポン

まぼろし海鮮　陸奥

本日の串あげ・天ぷら５点盛り
　　　  →７点盛りにサービス

多賀城・七ヶ浜産の野菜や魚介
類を使用した串あげ・天ぷら・
お刺身を提供します。

限定のスコッチ、バーボン、
焼酎のどれか一杯サービス

家庭料理と共に、珍しい地酒
豊富なウイスキー・くろじょか
が気軽に飲めます。（16：30～営業）
クー
ポン

多賀城市観光協会
（観光案内所）

粗品をプレゼント

多賀城グルメブランド「しろの
むらさき」商品を提供します。

クー
ポン

菜菜cafe*キリカブ

ルバーブジャムを
お付けします

ルバーブパウンドケーキ＆
コーヒーを提供します。

クー
ポン

居酒屋　楽

自家製漬け物サービス
（おにぎりとの相性バッチリ）

クー
ポン

特上にぎりをご注文の方に
食後にアイスサービス！！
（１１：３０～１４：００）

多賀城古代米を使用したおにぎ
りを提供します。

多賀城の農産物、七ヶ浜の海産
物を使用したお寿司、お料理を
提供いたします。

そば処　日和

デザートをサービスします

そばの薬味に七ヶ浜産のねぎを
提供します。天ぷらの食材に七ヶ
浜産の野菜を提供します。
クー
ポン

旅館　麻屋

お料理一品サービス
（デザート含む）

多賀城・七ヶ浜産の旬の野菜
や魚介類を使用した料理を提
供します。

クー
ポン

七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場
七のや

古代米レストラン
グリーンゲイブル

おもわく粥 １ヶプレゼント

多賀城産の黒米を使用したお
食事を提供します。

遊食処　すしの貴伸

SHICHI NO CAFE & PIZZA

レストラン プラージュ

プチケーキ

地元産海藻ソースの温野菜プ
レート・フレッシュジュース付 
￥980（税込）

洋菓子の店 ティファニー
多賀城古代米 焼きショコラ（多賀
城産の古代米使用）を提供します。

Café La Luna
（七ヶ浜国際村内）

ランチのお客様に
スイーツサービス

セットドリンク
一杯サービス

ジェラートシングルを
ダブルに無料ＵＰコーヒー 一杯無料

七ヶ浜産大豆を使用したみそス
コーン、おしょうゆプリンを提供
します。

Art Cafe Bar SEASAW
七ヶ浜産ワタリガニのトマト
クリームパスタを提供します。

多賀城・七ヶ浜産の野菜や魚介
類を使用した本日のパスタや
ピザを提供します。

七ヶ浜産の魚介類を使用した
海鮮丼を提供します。

クー
ポン

石垣精肉店　
多賀城にゆかりのたがもんがのった当
店オリジナル 焼肉のたれ（味噌・塩・
しょうゆ）の３種類を提供いたします。
クー
ポン

海鮮居酒家　和み家　分店

コミュニティカフェ

宮城の地酒一杯500円（税込）
にて提供

多賀城・七ヶ浜産の野菜を使用
した料理を提供します。

クー
ポン

榮太楼 　　

多賀城しろのむらさき古代米を
使用した「古代米くるみゆべし」
をご提供いたします。

クー
ポン

和食の小島
多賀城・七ヶ浜産の旬の食材を
使用したランチを提供します。

クー
ポン

多賀城味噌製造所
みそらの郷

多賀城産の大豆や米を使用した味
噌を提供し、古代米の生産者として、
古代米や古代米米粉も販売してます。

クー
ポン

とんかつ一代
多賀城産キャベツを提供し
ます。

クー
ポン 500円以上ご購入（古代米く

るみゆべしを含む）のお客様
へなまどら焼試食サービス

多賀城店
限定

多賀城古代米 焼きショコラ
お買上げのお客様にティ
ファニー焼き菓子割引券を
差し上げます。

多賀城市中央2丁目10-11
TEL022-355-8330
日曜休（祝日休み有）

タガの柵
き

七ヶ浜
地区

多賀城
地区

クーポン持って
食べ歩いちゃえ！

　ちょっと寄り道　　　　　　　　　　　　　　　　

”ほほえみ”


