
梨

場所：仙台市・富谷市・石巻市・大崎市・加美町・
涌谷町・美里町のレストラン・販売所38店舗

共催／ＪＡ新みやぎ北浦梨部会、ＪＡ新みやぎ、社会福祉法人みんなの輪わ・は・わ美里

　　　宮城県美里農業改良普及センター、美里町

フェア期間中、宮城・美里町の旬の果物「北浦梨」の

おいしさを活かした各店オリジナルメニューの提供や

北浦梨の販売を行います。

また、美里町の特産品が当たるスタンプラリーを行います。

旬をたっぷりと楽しめる今だけの期間限定です。

おいしくめぐって、美里のおいしいものを

当てちゃいましょう。

豆乳
チーズケーキ

北浦梨

北浦梨と
シャイン

マスカットの
パフェ

9/1●〜9/3O●日 月

美里町

北浦梨フェア
2O19



 宮城県美里町で栽培されている梨は、「北浦梨（きたう

らなし）」の愛称で古くから親しまれています。美里町を

代表する特産品のひとつである北浦梨のおいしさを皆

さまに知っていただき、皆さまから愛されますように･･･。
と、はじまった北浦梨フェアも今回で６回目を迎えます。

北浦梨フェア２０１９では、県内の料理人の

方々に、北浦梨のおいしさを活かした彩り豊か

なオリジナルメニューをご提供いただきます。

また、フェア参加３８店舗で、美里のおいし

いものが当たるスタンプラリーを開催しま

す。

秋の訪れを感じる味わいをぜひお楽しみく

ださい。

　 美里町

北浦梨
フェア
2019

参加店
紹介

1
中国料理 桃李

「東北食材の醍醐味を追求した
体にやさしい中国料理」をテーマ
に見て美しく、香り艶やかに、味
わって嬉しい旬と技巧を尽くし
たシェフ渾身の料理を心ゆくま
でご賞味ください。

仙台市青葉区中央1－1－1
ホテルメトロポリタン仙台2F
☎022-267-2145
●営業時間
　昼 11:00～15:00
　夜 17:00～21:30
　定休日／無休　

瑠璃／6,200円（税込）

2
日本料理・鉄板焼 はや瀬

新鮮な海の幸、みちのくの豊かな山の
幸に舌鼓を打ち、数寄屋造りの日本情
緒に心を融かし旬の味覚の真髄をご堪
能ください。そして、鉄板焼カウンター
ではとろけるような美味しさの仙台牛
をご用意してお待ちしております。

仙台市青葉区中央1－1－1
ホテルメトロポリタン仙台2F
☎022-267-2143
●営業時間
　朝 6:30～10:00　昼 11:00～14:00
　夜 17:00～21:30
　定休日／無休

ランチ膳／4,500円（税込）

3
レストラン セレニティ

フランス料理の正統派スタイルを追
及しながら、東北の豊かな食文化にス
ポットを当てた「仙台フレンチ」をご提
供いたします。接待やお顔合わせ、デ
ートや気軽な普段使いのレストランと
しても、ぜひご利用ください。

仙台市青葉区中央1－1－1
ホテルメトロポリタン仙台2F
☎022-267-2104
●営業時間
　朝 6:30～10:00　昼 11:00～15:30　ティー 14:30～16:00
　夜 17:00～21:30
　定休日／無休

セレニティディナー／7.000円（税込）

4
仙台国際ホテル レストラン ロジェドール

フレッシュ、コンポート、ドライと3種の
調理法をひと皿でお楽しみいただける
レストランならではのデザートに仕上
げました。爽やかな甘さの北浦梨と香
り豊かなアールグレイのアイスクリーム
とのマリアージュをお楽しみください。

仙台市青葉区中央4－6－1
仙台国際ホテル5F
☎022-268-1101
●営業時間
　昼 11:30～15:30
　夜 17:00～22:00
　定休日／月曜（祝日を除く）

北浦梨とアールグレイのマリアージュ （ホテル開業30周年記念ディナーコース8,640円）(税込）

5
仙台国際ホテル コーヒーハウス

北浦梨と、糖度が高く皮ごと食
べられるマスカットを使った贅沢
な旬のパフェ。マスカルポーネの
パンナコッタ、シャンパンジュレ、
ミルクジェラートもトッピング。
上質なティータイムをお過ごしい
ただけます。

仙台市青葉区中央4－6－1 国際ホテル1F
☎022-268-1104
●営業時間
　7:00～19：00
　定休日／無休

北浦梨とシャインマスカットのパフェ 単品1,200円（税込）
セット1,610円（税込）コーヒー又は紅茶付き

6
ホテルレオパレス仙台

トラットリア クチーナ オランジェリー

宮城県産の食材をふんだんに使ったイタ
リアン。期間中は、北浦梨本来の味をお
楽しみいただけるフレッシュな北浦梨と、
タルトやジェラートにアレンジしたドルチ
ェミストをお召し上がりいただけます。

仙台市宮城野区榴岡4丁目6-28
ホテルレオパレス仙台2F
☎022-706-0039
●営業時間
　朝 7:00～10:00　昼 11:30～14:30
　夜 17:30～21:30〈火曜～土曜〉 17:30～21：00〈日曜・祝日〉　　
　定休日／月曜のランチ、ディナータイム

北浦梨 フレッシュそのままで(朝食バイキング）大人1,500円(税込)子供700円(税込）
北浦梨のタルトとジェラート 単品600円(税込）カフェセット800円(税込）(ディナーコース3,500円(税込）



9
野菜と酒のうまい店 居酒屋きりん

①ざく切りにした北浦梨とモッツァ
　レラチーズをEXVOオイルで仕上げ
　たカプレーゼです。
②すりおろした北浦梨をたっぷり使
　用した自家製ドレッシングで食べ
　るフルーツサラダです。

仙台市青葉区立町1-10
☎022-224-6977
●営業時間
　昼 11：30～14：00  夜 17：00～24：00
　定休日／日曜・祝日（祝日は営業する場合あり）

7
うなぎ竹亭本店

8
うなぎ竹亭中山店

天高く馬肥ゆる秋。美味しい食材が市場をにぎわ

す食欲の秋到来です。夏から冬へ大きく変わる秋

は空気がとても乾燥して喉を痛めやすいシーズン

でもあります。薬膳では、喉を潤し咳をおさえる効

果がある梨を、同じく乾燥を予防するはちみつと

合わせてデザートにして出すことがあります。白き

くらげやクコの実も合わせて食べやすく仕立てま

した。ぜひご賞味ください。仙台市泉区南光台東1-53-22
☎022-252-5030
●営業時間 11：00～21：00　定休日／木曜

仙台市泉区実沢字中山北18-138
☎022-739-7878
●営業時間 11：00～21：00　定休日／火曜

①北浦梨とモッツァレラチーズのカプレーゼ 700円（税抜）
②北浦梨と合鴨のフルーツサラダ 800円（税抜）

11
すき焼き 割烹 かとう

プロの目利きで絶妙なタイミ
ングの仙台牛は、すき焼きの他、
しゃぶしゃぶやステーキもお
勧めです。フェア期間中は北浦
梨を使ったデザートをご準備
をしてお待ちしております。

仙台市青葉区上杉1-14-20
☎022-225-4129
●営業時間
　昼 11:30～14:00
　夜 17:00～21:00
　定休日／日曜・祝日

北浦梨のデザート

13

涌谷町で1977年から「本当におい
しいハンバーグ」にこだわって営
業しています。となり町の美里町
産の北浦梨を使用したスウィーツ
でおもてなしいたします。期間限
定の秋の味覚をぜひお召しあが
りください。

涌谷町下道13-1
☎0229-43-2554
●営業時間
　11:00～21:00
　定休日／木曜

北浦梨と秋のフルーツパフェ600円(税込)、おぼろ姫御膳1,800円(税込)

10
鉄板ダイニング 誉

TAKAコースの中で出される、ソー
ス・ドレッシング・デザートで、爽
やかな甘みと香りの北浦梨を使
用しております。また、県産食材を
目の前の鉄板で調理し、提供して
おりますので、宮城県を五感で堪
能していただけます。

仙台市青葉区春日町1-5
SKビル4F
☎022-214-4777
●営業時間
　昼 11:30～14:30　夜 17:00～23：00
　定休日／期間中無休

TAKAコース6,000円（税抜）　北浦梨ケーキ650円（税抜）

12
パーラー 山と田んぼ

北浦梨をはじめとした「秋のフル

ーツ」を使用したデニッシュとス

ウィーツジャーをご用意いたしま

す。カフェでゆったりした時間を

過ごしませんか…

石巻市前谷地字黒沢前84-3
☎0225-25-6561
●営業時間
　10:30～18:30
　定休日／第1・3土曜・日曜

秋のフルーツデニッシュ240円(税抜）、秋のスウィーツジャー400円(税抜）

14

旬のものは美味しい・体にい
いをモットーに当社の米や
農産物、地元の野菜を中心に
したメニューを提供してお
ります。素材の旨みを活かす
ため塩分は控えめ、味噌や漬
物もすべて手作りです。

美里町練牛字十四号20
☎0229-59-1250
●営業時間
　11：00～15：00
　定休日／水曜

北浦梨の冷製スープ （ランチメニューにて提供します）

のどに潤い！ 
 梨の薬膳はちみつ漬け 500円(税込）

ハンバーグレストラン つきみち 菜園レストラン 野の風



15

発売から大人気のデザート「贅

沢果実のパンナコッタ」や、北浦

梨と国産レモンを包んだふわふ

わ食感のパン等を焼いてお待ち

しております。

美里町牛飼字清水江104
☎0229-33-3688
●営業時間
　10：00～18：00（商品なくなり次第終了）　　
　定休日／日曜・月曜・火曜

贅沢果実のパンナコッタ(北浦梨)350円（税込） 北浦梨と国産レモンのパン300円（税込）

パン工房 ラプラタ すいーつ畑・ふしみ

北浦梨のコンポートをたっぷり使

用した甘さひかえめのスイーツで

す。

美里町南小牛田字町屋敷132
☎0229-32-2354
●営業時間
　9:30～14:30
　定休日／日曜・祝日　

元気くん市場 仙台店

富谷市成田3-15-10
☎022-348-3130
●営業時間
　10：30～18：00
　定休日／期間中無休

Aコープ こごた店

JR小牛田駅から100mの立
地です。町内の生産者が
今年も丹精込めて育てま
した。地方発送も承ってい
ます。お近くにお越しの際
は、ぜひお立ち寄りくださ
い。

美里町字素山12-9
☎0229-31-1077
●営業時間
　10：00～20：00
　定休日／期間中無休

ヨークベニマル 小牛田店

地元のおいしい梨をど

うぞご賞味ください。

美里町北浦字北田77-1
☎0229-32-4911
●営業時間
　9：30～21：30
　定休日／無休

ウジエスーパー美里店

店内の「富揃い産直市」売
場にて北浦梨はもちろん
地元の方々が真心込めて
つくった商品を多数取り
扱っております。ご来店
お待ちしております。

美里町牛飼字八反93
☎0229-33-3533
●営業時間
　9：30～21：00
　定休日／無休

花野果市場

野菜、果物、加工品、精肉、
切花、鉢花など豊富に取
りそろえております。買
物カートのスペースを十
分に確保し、ゆったりと
買い物が楽しめる「田ん
ぼの中のオアシス」です。

美里町字練牛字六号12
☎0229-59-1320
●営業時間
　9：00～18：00
　定休日／期間中無休

華ロード直売所

共同の直売所なので時期
によって、いろいろな品種
の梨の試食や販売を行って
います。

美里町北浦字米谷
（小牛田バイパス沿い）
☎0229-34-1788
●営業時間
　8：30～
　商品なくなり次第終了
　定休日／期間中無休

ＪＡ新みやぎ（みどりの地区）管内から直送された新鮮野菜です。
消費者の方へ安心と信頼と新鮮をモットーにしています。北浦梨
の生産者から直接出荷に
よる販売は仙台圏内では
当店のみです。北浦梨の
みずみずしい甘さの果実、
あふれるジューシーな果
汁をぜひお召し上がりく
ださい。

豆乳チーズケーキ北浦梨170円（税抜）、北浦梨のゼリー170円(税抜)
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ささしげ梨園

2525

2626

2727

2828

2929

3030

3131

3232

3333

3434

3535

3636

3737

3838

美里町 北浦梨フェア参加販売店

美里町関根字鹿嶋 
（国道108号線沿い、横山医院看板隣）

あじわいの朝 古川店

Ａコープ かしまだい店

あじわいの朝 涌谷店

わくや産直センター 黄金の郷

おてんとさん 中新田店

七四八

及川果樹農場

曽根梨園

よねくら梨園

千葉あぐりカルチャーサービス

中澤果樹園

北浦梨直売所

菅野果樹園

三浦梨園

☎0229-25-7566

☎0229-56-5327

☎0229-44-1301

☎0229-43-6363

☎0229-63-8885

☎0229-34-2424

☎0229-33-2596

☎0229-33-1765

☎090-6626-7931

☎0229-34-1915

☎0229-34-2721

☎0229-34-2967

☎0229-32-3035

☎090-4042-2248

大崎市古川福浦字道ノ上188

美里町北浦字清水谷地198

美里町北浦字埣沼62

美里町北浦字新田
（よねくら果樹園ほ場）

美里町北浦字中組85

9:00～
商品なくなり次第終了

9:30～
商品なくなり次第終了

涌谷町蔵人沖名220-2

涌谷町涌谷字中江南222

大崎市鹿島台平渡字西銭神20-1

加美町城生字金成70

無　休

無　休

無　休

水曜日

無　休

不定休

水曜日

無　休

不定休

雨天休業

無　休

無　休

雨天休業

不定休

9：00～19：00

10：00～20：00

9：00～19：00

9：30～18：00

9：00～19：00

10：00～17：00

9：00～18：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～18：00

9：00～17：00

9：00～17：00

美里町北浦字待江48

美里町北浦字中組87

美里町関根字堤筒
（国道108号線沿い）

美里町関根字船窪
（国道108号線沿い) 

店  名 住  所 電  話 営業時間
期間中の
定休日等

美里町関根字道明70
（国道108号線沿い、
アベ石材店並び）
☎090-2272-4148
●営業時間
　9：00～商品なくなり次第終了
　定休日／不定休

美里町関根字谷地浦14
（国道108号線沿い）
☎0229-34-1827
●営業時間
　9：30～17：00
　定休日／期間中無休

日本梨を中心に愛甘水、なつしづく、幸水、南月、秀玉、あきづき、かお
り、南水、豊月、玉秋等を扱っております。わずかですが洋梨もありま
す。りんごの種類も県の品種サワールージュ、ふじ、はるか、青林、森
のかがやき等多種類扱っております。9月20日過ぎ頃には、梨とりん
ごを交配した「アッピー」
が収穫を迎え、フルーティ
ーな味覚を楽しめます。

9月初めから12月末にかけて収穫時期に合わせた11品種の梨と10
品種のりんごを国道108号線沿いの直売所にて販売しております。
梨は、幸水・豊水・秀玉・長十郎など旬の味が楽しめます。9月初めに
は、ちょっと不思議??な“りんご梨”も販売しております。りんごも
ふじの収穫まで、いろいろ
な品種が店頭に並びます。

2323 2424
スガワラファーム 菅原果樹園



美里町内の北浦梨販売所及び
北浦梨料理提供飲食店マップ
美里町内の北浦梨販売所及び
北浦梨料理提供飲食店マップ

鳴瀬川

至涌谷

江合川

至松山 主要地方道 鹿島台・高清水線

JR北浦駅

県道小牛田・
松島線

JR
陸前谷地駅

至古川

江合川

遠田橋

フェア開催期間中

参加店はこの
のぼりが
目印です！

JR小牛田駅

108

108

108

JR北浦駅

JR
陸前谷地駅

108
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スガワラファーム 菅原果樹園
美里町関根字谷地浦14（国道108号線沿い）

☎0229-34-1827
●営業時間/9:30～17:00 ［無休］

及川果樹農場
美里町北浦字清水谷地198 ☎0229-33-2596
●営業時間/10:00～17:00 ［水曜定休］

曽根梨園
美里町北浦字埣沼62 ☎0229-33-1765
●営業時間/9:00～18:00 ［無休］

七四八
美里町関根字鹿嶋（国道108号線沿い、横山医院看板隣）

☎0229-34-2424
●営業時間/9:00～商品なくなり次第終了 ［不定休］

Aコープ こごた店
美里町字素山12-9 ☎0229-31-1077
●営業時間/10:00～20:00 ［無休］

1818

2424

3030

3131

3232

ヨークベニマル 小牛田店
美里町北浦字北田77-1 ☎0229-32-4911
●営業時間/9:30～21:30 ［無休］

1919

ウジエスーパー 美里店
美里町牛飼字八反93 ☎0229-33-3533
●営業時間/9：30～21:00 ［無休］

2020

花野果市場
美里町字練牛字六号12 ☎0229-59-1320
●営業時間/9:00～18:00 ［無休］

2121

華ロード直売所
美里町北浦字米谷 （小牛田バイパス沿い）

☎0229-34-1788
●営業時間/8:30～商品なくなり次第終了 ［無休］

2222

ささしげ梨園
美里町関根字道明70

（国道108号線沿い、アベ石材店並び）

☎090-2272-4148
●営業時間/9:00～商品なくなり次第終了 ［不定休］

2323



県道涌谷・三本木線

至涌谷

至東松島（鳴瀬）

至鹿島台

至鹿島台

主要地方道 石巻・鹿島台・大衡線

セブンイレブン
●

県道鳴瀬・南郷線

至東松島
（矢本）

県道河南・南郷線

16

346

150

ツルハドラッグ●

小牛田郵便局●
JR
小牛田駅

108

美里町公認キャラクター

みさとまちこちゃん

2121

37373131

3434

1919

2020

1818

15

16

14

菅野果樹園
美里町北浦字待江48 ☎0229-32-3035
●営業時間/9:00～17:00 ［雨天休業］

よねくら梨園
美里町北浦字新田（よねくら果樹園ほ場）

☎090-6626-7931
●営業時間/9:00～17:00 ［不定休］

千葉あぐりカルチャーサービス
美里町北浦字中組85 ☎0229-34-1915
●営業時間/9:30～商品なくなり次第終了 ［雨天休業］

北浦梨直売所
美里町関根字堤筒（国道108号線沿い）

☎0229-34-2967
●営業時間/9:00～18:00 ［無休］

三浦梨園
美里町関根字船窪（国道108号線沿い) 

☎090-4042-2248
●営業時間/9:00～17:00 ［不定休］

中澤果樹園
美里町北浦字中組87 ☎0229-34-2721
●営業時間/9:00～17:00 ［無休］

菜園レストラン 野の風
美里町練牛字十四号20 ☎0229-59-1250
●営業時間/11:00～15:00 ［水曜定休］

パン工房 ラプラタ
美里町牛飼字清水江104 ☎0229-33-3688
●営業時間/10:00～18:00（商品なくなり次第終了） 

　　　　　　　　　　　［日曜・月曜・火曜定休］

すいーつ畑・ふしみ
美里町南小牛田字町屋敷132 ☎0229-32-2354
●営業時間/9:30～14:30 ［日曜・祝日定休］

3333

3434

3535

3636

3737

3838

15

16

14

※ ［  ］内は期間中の定休日



※お問い合わせは月曜日から金曜日の平日8：3O〜17：OOにお願いします。

　 北浦梨フェアに関するお問い合わせは
美里町産業振興課                  Tel.O229-２５‐３３２９
宮城県美里農業改良普及センター　　　　Tel.O229-３２‐３１１５
　 北浦梨の販売に関するお問い合わせは
ＪＡ新みやぎ北浦梨部会              Tel.O229-３２‐１１O６

　 北浦梨ピューレに関するお問い合わせは
社会福祉法人みんなの輪 わ・は・わ美里  Tel.O229-２９‐９９８７

北浦梨は明治時代に旧中埣村の農家がはじめて苗木を導入し、続いて旧北浦村の農家が梨の

栽培に成功したことが始まりとされています。その後、大正時代から本格的な生産が始まり、

現在では、宮城県内の梨４大産地（美里町、利府町、蔵王町、角田市）に数えられ、美里町の特

産品の一つとなっています。

みずみずしく柔らかな食感の「幸水」をはじめ、「豊水」、「あかづき」、「長十郎」など様々な品種

が栽培されており、時期を変えていろいろ品種を楽しむことができます。実りの秋には美里の

おいしさを求めて、町内外からたくさんの買い物客でにぎわいます。

美里町と北浦梨

北浦梨は、北浦梨の販売所でお買い求めすることができ

るほか、郵便局のふるさと小包でも取り扱っています。詳しく

は、最寄りの郵便局にご確認ください。

　北浦梨ピューレは皮や芯を取り除いた梨をミキサーで細かく

すりつぶしたものを加熱殺菌し冷凍保存した商品で、煮込み料

理やスウィーツなど幅広くご利用いただけます。商品は加糖

とプレーンの２種類（各１ｋｇ）があります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

おいしくめぐって 美里の
　おいしいものを当てよう
期間中、フェア参加店で北浦梨グルメの

ご注文または北浦梨のお買いもので１ス

タンプ押印。スタンプを３コ集めて応募す

ると、美里町の特産品が抽選で２０名様

に当たります。スタンプラリーカードに必

要事項を記入の上、参加店に設置している

応募箱に投函してください。

（※商品の発送をもって発表にかえさせて

いただきます。）

フェア開催期間中
参加店はこの
のぼりが目印

です！

応募締め切り
  令和元年9月3O日(月)


