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おいしいものを食べて東北を応援しようおいしいものを食べて東北を応援しよう

ほんわ館のオープンから本格的にスタートした、うまいもん市の第
６弾（通算９弾）です。毎回１～３日間の開催ですので、都合でご来場
できないお客様もいて、「あれが欲しかった」というお声を聞きます。
今回は友好都市･秋田県由利本荘市（旧矢島町の頃から友好提携）と、
今まで開催した岩手･宮城･福島･青森の人気商品を取り揃えました。
この機会をお見逃しなく 　 ご来場お待ちしております。
商品はいっぱい用意いたしますが、売り切れの際はご容赦ください。

【次回予告】 うまいもん市第 10 弾は⋯ 
５月 19 日･20 日の２日間「茨城県」を予定しております。
まだ詳細は未定ですが、決まり次第、中込商店街だよりなどで
お知らせいたします。お楽しみに！

秋田県由利本荘市

岩手県 青森県

ふぶき亭 喜多方ラーメン
４食入り680円
醤油スープ ×2、みそスープ ×2
生麺はコシのある平打ちちぢれ麺
です。老舗の醤油をベースに作ら
れた濃縮タイプの醤油スープは
すっきりとしながらもこくがあり
ます。こくのある味噌スープも大
変好評です。醤油スープと味噌スー
プがセットになっております。

喜多方醤油ラーメン
2 食入り
350円

ふぶき亭
喜多方ラーメン
６食入り
1,150円

醤油･みそ

ご自宅用でもギフト
にも大変喜ばれてお
ります。

宮城県

商店街各店でお買い上げ等により
由利本荘の美味しい
ジャージーヨーグルトをプレゼント

プレゼント参加店は裏面をご覧下さい

さんま水煮
380円 410g
三陸産のさんまをフ
レッシュ加工。水煮
なのでそのままでも、
サラ ダに和え ても、
万能な缶詰です。

かもめの玉子
（６個入）500円

しっとりほくほくの黄味餡を
ホワイトチョコレートで包み
あげた風味豊かなお菓子です。 

ミニかもめの玉子
（８個入）（８個入）550円

銘菓「かもめの玉子」のミニ
バ－ジョン。食べやすく好評
を頂いております。

ミニかもめの玉子
（11 個入）（11 個入）700円

中込商店街のプレゼン
ト参加店でお買い上げ
などにより引換券を差
し上げます。なお各店
とも数に限りがありま
すので終了の際はご容
赦ください。

福島県喜多方市

4月21日㊏

4月22日㊐

１0時～17時

１0時～17時
スパークリングアップル
137円 200ml
りんごとソーダが出会いま
し た。こ の 味、上 質。は じ
けるおいしさ 100％

りんごスティック
600円 4 本

りんごを大きめにカット、
パイで包み焼き上げました。
果肉はジューシー、シャキ
シャキの心地良い歯ごたえ。
モンドセレクション３年連
続金賞受賞。

ジャージープリン
500円 70g×3 個

ジャージー牛乳を贅沢に使用した
ミルクプリンとなっております。 

ジャージーヨーグルト
100円 100g

腸まで生きて届くビフィズス菌
Bb‑12 を使用しており、乳酸菌
と相性の良いオリゴ糖を添加し
ており、お腹にやさしいヨーグ
ルトになっております。

塩チーズタルト
1,000円 270g

ジャージー牛乳と『なまはげ』で有名な
男鹿の塩で作ったチーズタルトです。 

ジャージープレーン
ヨーグルト
350円

500g

新鮮な搾りたてのジャージー
牛乳だけで作った無添加の
ヨーグルトです。 

サングリモ中込 中込交流センター

5 5月 日 11時～2時土
(毎月開催）

委託型フリーマーケットです。出品料は１点 10 円、売り上げ
は全額を出品者に還元します。
出品受付は 4 月 28 日㊏夜 7 時
～ 8 時に、中込交流センターです。
18 歳以上で、本人確認ができる
方ならどなたでも出品ができます。

（1 回 50 点まで）
ゴミを減らして資源を大切にしま
しょう。

いかめし
525円 2 尾
いかも米も青森県産にこだわっ
た味わい豊かな商品です。

さば缶詰（水煮・みそ煮）
200g262円

「秋鯖限定商品」新鮮な生さばを
原料に水煮缶詰にしました。秋鯖
の旬の味覚をお楽しみください。

ショルダーベーコン
400円 225g

岩手県産豚１００％使用。
味良し、価格良し、ボリュー
ム良しの三拍子揃った、超
人気商品。

山ぶどうワッフル
150円 1 個
岩手県産の山ぶどうの
ピューレで作ったジャム
を使用。爽やかな酸味の
クリームを、ふわふわの
生地でサンドしました。

無選別南部せんべい
詰合せ
400円 9 種 18 枚

色んな南部せんべいが入っ
たお得な詰合せ。どんな南
部せんべいを選んだらいい
か迷ったときにはまずこれ
をお試しください！

南部焼きドーナツ
380円 6 個入

くるみ餅
（切落しゆべし）
300円 185g

かりんとうまんじゅう
500円 10 個

皮はサクっと香ばし
い黒糖風味。中は程
よい甘さのしっとり
こしあん。
トースターでほんの
ひと手間でもっと美
味しくなります。 いわて盛岡冷麺

350円 2 人前

三陸帆立ビーフカレー
500円 200g

生どら焼き 各126円
あんこや抹茶に生クリームを
混ぜたから生どら。いろいろ
な味をお楽しみください。
あんこ・ごま・抹茶・ずんだ・
カフェオレ。

仙台あおば餃子
1,050円
10 個 ×2 パック
仙台伝統野菜ちぢみ雪菜を
使用したヘルシーな野菜餃
子です。

仙台麩（あぶら麩）
255円 小２本入

植物油でカラリと揚げ
た大ぶりの麩。独特の

「ダシとコク」を追加す
るそれは、煮物を始め、
仙台では家庭料理にも
馴染の食材。 伊達の牛たん塩仕込み

伊達の牛たん味噌仕込み
1,630円 150g
「仙台牛たん」を初めて召
し上がる方にお勧めです。
あっさり塩味、まろやか
な味噌味がより一層食欲
をそそります。

極上笹かまぼこ
178円 65g

吉次（キンキ）をたっ
ぷり使った贅沢な笹
かまぼこ。ふっくら、
もっちりとした食感
の後に、吉次の甘さ
と磯の薫りがふわっ
と広がります。


