
①．北門付近

②．外来正面、記念庭園付近

担当：一般財団法人 辛酉会（022-234-5203）

２．【　7月のキッチンカー出店リストとメニュー例　】

キッチンカーが東北大学病院に
出店いたします。

　〇開始　’22.7月5日（火）から毎火・金
　〇時間　AM１１：００～PM２：００
１．出店場所

①

②

日替わり弁当 日替わりランチ

クレープ 大判焼き

ルーローハン
タコス

焼き芋
焼き芋ブリュレ

フルーツサンド
フルーツタルト

穴子飯
日替わり弁当

火曜日 金曜日

外来正面、記念庭園付近

ワンＴＯＭ

26 日

フルーツファクトリー３９０

29 日

ＹＡＧＩＤＥＬＩ

19 日

高野フードトラック仙台

22 日

夢の途酎

12 日

ｋａｆｕｕｃｒｅｐｅ

15 日

角田ちん餅店

5 日

醍醐味

8 日
日替わり弁当 日替わりランチ

クレープ 大判焼き

ルーローハン
タコス

焼き芋
焼き芋ブリュレ

フルーツサンド
フルーツタルト

穴子飯
日替わり弁当

火曜日 金曜日

外来正面、記念庭園付近

ワンＴＯＭ

26 日

フルーツファクトリー３９０

29 日

ＹＡＧＩＤＥＬＩ

19 日

高野フードトラック仙台

22 日

夢の途酎

12 日

ｋａｆｕｕｃｒｅｐｅ

15 日

角田ちん餅店

5 日

醍醐味

8 日
ローストビーフ丼
日替わり丼

日替わりランチ

ほやほや丼
ホヤ唐揚

チキンカリー
　（ナンorライス）
キーマカリー
　（ナンorライス）

ココイチランチ
カレー各種

中華そば
台湾まぜそば
チャーシュー丼

たこやき
フリフリポテト

ロールパンサンド
ホットサンド

火曜日 金曜日

29 日

5 日

12 日

19 日

26 日

8 日

15 日

22 日

麵やＳｕｓｕｒｕ

このみ ＬＯＶＥ　ＥＡＴ

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋

夢の途酎　焔

ほやほや屋 カレー工房ガネーシャ

名取フードサービス

北門付近



開店時間 販売会社名 商　品　一　例

7月 　4日 (月) 10:00 フードブティック 食パン、菓子パン、惣菜パン等

7月 　5日 (火) 9:00 ㈲エンドー餅店 づんだ餅、大福、お団子、いなり寿司、わらび餅 他

7月 　8日 (金) 10:30 すき焼割烹 かとう 仙台牛の専門店です。各種お弁当を特別価格で。

7月 　11日 (月) 10:30 ㈱yuzuki チーズケーキ、嵯加露府焼菓子、シフォンケーキ等

7月 　13日 (水) 9:00 ポッケの森 お弁当、焼菓子、生菓子、和菓子他

7月 　14日 (木) 10:00 ㈱いたがき 果物類他

7月 　15日 (金) 10:00 ボロニヤ仙台 デニッシュ食パン元祖のお店「京都祇園ボロニヤ」の姉妹店です。

7月 　19日 (火) 9:00 ㈲エンドー餅店 づんだ餅、大福、お団子、いなり寿司、わらび餅 他

7月 　20日 (水) 10:00 フードブティック 食パン、菓子パン、惣菜パン等

7月 　21日 (木) 10:00 M Pantry 宮城の食のセレクトショップです。牡蠣せんべい、米粉マフィン他

7月 　22日 (金) 10:30 すき焼割烹 かとう 仙台牛の専門店です。各種お弁当を特別価格で。

7月 　25日 (月) 卸町とんや市　　 

7月 　26日 (火) 婦人靴、婦人服、タオル等々  卸問屋さんたちによる特別販売会。

7月 　27日 (水) 9:00 ポッケの森 お弁当、焼菓子、生菓子、和菓子他

7月 　28日 (木) 10:00 ㈱いたがき 果物類他

7月 　29日 (金) 10:30 ㈱yuzuki チーズケーキ、嵯加露府焼菓子、シフォンケーキ等

イベントコーナー（7月）
月　日

10:00 卸町 問屋街 青年部

詳細を載せているお店がございます。下記ページをごらんください⇩



焼肉丼 800円焼肉丼 800円 やわらか牛すじ丼 700円やわらか牛すじ丼 700円

仙台市青葉区上杉1丁目14-20-1F　TEL.022-225-4129

ステーキ弁当ステーキ弁当 2,160円 すき焼き弁当 1,000円すき焼き弁当 1,000円 ローストビーフ丼 900円ローストビーフ丼 900円

地元、仙台が誇る最高級の肉の味。
一度食せば違いがわかる、伊達な一品をぜひご賞味あれ。

700円キーマカレー 600円

800円仙台牛牛丼仙台牛牛丼 800円

700円仙台牛のり弁仙台牛のり弁 700円 ねぎ塩マリネ
豚カルビ丼

夏季限定夏季限定

7月8日(金)　すき焼割烹　かとう



７月１１日（月）

杜の都のチーズケーキ工房 ｙｕｚｕｋｉ

チーズケーキ スティックタイプ

プレーン・キャラメル・レモンなど･･･

シフォンケーキ

プレーン・メープル・キャラメルなど･･･



健康志向の方におすすめの玄米を使った弁当や

ポッケライス（タコライス）などバラエティ豊かに

ご用意しております。

７月１３日（水） ポッケの森
ハンディを持った仲間と管理栄養士・パティシエを中心に、毎日心を込めてお作りし

ています。

私たちポッケの森は、大白山のふもと、人来田の里にある手作り工房です。

ハンディのある仲間が毎日かよってつくる出来たてのお弁当・スイーツです。

収益は全て彼らの収入となります。

みんなに優しい、ほっとする美味しさをお楽しみください。

お弁当 スイーツ

人気のふわふわしっとりのシフォンケーキ

や ロールケーキ，マドレーヌ，クッキー

など ご用意しております。



７月１４日(木) い た が き



デニッシュ食パン　　～　様々な種類のはんなりシリーズを販売　～　　

　一例として

チュコ・チョコ 濃厚ぶどう ベーコンと玉葱のマヨネーズ仕立て

２枚　２８１円　（税込） ２枚　２８１円　（税込） ２枚　374円　（税込）

出店日によって，販売する商品がかわります。ご了承ください



昭和二十三年創業 仙台市宮町にある老舗の和菓子店

お団子 お餅 大福 いなり おこわなど お買い求めいただけます

時季などにより販売する商品がかわります

づんだ餅 大 福わらび餅

味付おこわ

赤飯おこわ黒がんづき

季節限定

ゆべし



７月 ２０日（水）



７月２１日 (木)



焼肉丼 800円焼肉丼 800円 やわらか牛すじ丼 700円やわらか牛すじ丼 700円

仙台市青葉区上杉1丁目14-20-1F　TEL.022-225-4129

ステーキ弁当ステーキ弁当 2,160円 すき焼き弁当 1,000円すき焼き弁当 1,000円 ローストビーフ丼 900円ローストビーフ丼 900円

地元、仙台が誇る最高級の肉の味。
一度食せば違いがわかる、伊達な一品をぜひご賞味あれ。

700円キーマカレー 600円

800円仙台牛牛丼仙台牛牛丼 800円

700円仙台牛のり弁仙台牛のり弁 700円 ねぎ塩マリネ
豚カルビ丼

夏季限定夏季限定

7月２２日(金)すき焼割烹　かとう



健康志向の方におすすめの玄米を使った弁当や

ポッケライス（タコライス）などバラエティ豊かに

ご用意しております。

７月２７日（水） ポッケの森
ハンディを持った仲間と管理栄養士・パティシエを中心に、毎日心を込めてお作りし

ています。

私たちポッケの森は、大白山のふもと、人来田の里にある手作り工房です。

ハンディのある仲間が毎日かよってつくる出来たてのお弁当・スイーツです。

収益は全て彼らの収入となります。

みんなに優しい、ほっとする美味しさをお楽しみください。

お弁当 スイーツ

人気のふわふわしっとりのシフォンケーキ

や ロールケーキ，マドレーヌ，クッキー

など ご用意しております。



７月２８日(木) い た が き



７月２９日（金）

杜の都のチーズケーキ工房 ｙｕｚｕｋｉ

チーズケーキ スティックタイプ

プレーン・キャラメル・レモンなど･･･

シフォンケーキ

プレーン・メープル・キャラメルなど･･･


