
令和4年度

～地産地消で仙台を元気にしよう！～

11月12日・13日土 日

開場9：00 販売終了～15：00

公共交通機関の
ご利用にご協力ください

駐車場が大変
混み合います

会場へのアクセスマップ

せんだい収穫まつり実行委員会事務局（日比谷アメニス・日比谷花壇共同事業体内）  ☎022（288）0811

せんだい収穫まつり実行委員会
（日比谷アメニス・日比谷花壇共同事業体／仙台ターミナルビル株式会社／仙台農業協同組合／仙台市）

せんだい収穫まつりに関するお問い合わせ

主 催

せんだい農業園芸センター 
みどりの杜 宮城県仙台市若林区

荒井字切新田13-1
会 場

雨天
決行

マイバッグ
推奨

※イベントの内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

市営地下鉄東西線荒井駅、市営バス２
番のりば「震災遺構仙台市立荒浜小学
校行き」に乗り「農業園芸センター前」
下車（所要時間約10分）
※バスは1時間に1本の間隔です。
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赤と白のラジオ
アンテナが遠くか
ら見える目印です

せんだい
農業園芸センター
みどりの杜
赤いレンガ色の建物です

!
会場内では感染症対策（消毒液設置、販売員のマスク着用）を行います。
ご来場の際はマスクの着用、適宜の手指消毒にご協力ください。

今年度は例年実施しているステージイベントや
会場内飲食スペースの設置はありません。予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策のお願い

出店総数30団体以上！自慢の野
菜・花・きのこ・はちみつ・お弁当
などを仙台の生産農家さんが
直接販売。愛情いっぱいの
農産物で、体も心も

元気に！

実りの秋！
旬な農産物を
作り手から

平成
元年

からつづ
く地産地消の一大イベント

※売り切れの際はご了承ください。



～地産地消で仙台を元気にしよう！～
仙台市内の生産者が集う、農産物直売の一大イベント。秋の野菜はもちろん、新米、花苗、植木、くだもの、きのこ、はちみつ、お弁当等の農産物加工品が

一堂に集まります。作り手と直接交流することで、収穫の喜びがより身近に。愛情いっぱいの農産物で体も心も元気になりましょう！

［ショップ・レストラン］ 日比谷アメニス・日比谷花壇共同事業体
［観光果樹園・みどりの杜のカフェ］ 仙台ターミナルビル（株）荒井事業所

●みどりの杜 hanana（ショップ）
［営業］ 9：00～16：00

●旬菜×パスタ DACCHA
（レストラン）
［営業］ 11：00～16：00

●観光農園 
［予約］ 022-762-9688

●みどりの杜カフェ
ジェラート工房＆直売所 
［営業］ 10：00～15：45

運  営
事業者

相原漬物

野菜　漬物

みなさんにおいしく食べていただき
たいので心をこめて作ってます。漬物
も昔の味のみそ漬けや他の野菜のみ
そ漬けを作ってますのでぜひ食べて
みて下さい！自宅で干した大根も大
人気ですよ、どうぞ買ってみらい！！

十符谷のきくらげ

きくらげ

肉厚で歯ごたえ良く、おいしいキクラゲ
を専門に育てています。クセがないため、
和洋中さまざまな料理に加えアレンジ
できます。定番の黒いキクラゲや、珍し
い白いキクラゲを、新鮮な生と、乾燥で
用意しました。ぜひご賞味ください。

根白石果樹生産組合

果樹（りんごほか）

仙台市西部の根白石地区で生産して
いる「仙台りんご」。今年も完熟した
林檎ふじなどを販売します。地元仙
台産の新鮮で美味しくてお値ごろ感
のある仙台りんごを味わって下さい。

熊谷農園

原木生　乾しいたけ　新米
乾きくらげ　干し柿　しぶ柿

今年も、消費者と生産者の食をつなぐ
収穫まつりが開催されてとてもうれし
いです。コロナ禍でも、食は人にとって
とても大切なものです。私達も一生懸
命物作りを頑張ります。皆様も美味し
い物を食べて、頑張りましょう！

佐藤園芸

花苗

1鉢1鉢丁寧に育てております。今年
は、ビオラの色彩もいつもより増やし
て栽培いたしました。皆様のお庭を
明るくかわいらしく彩れるお手伝い
ができたらうれしいです。今年も、よ
ろしくお願いいたします。

大滝自然農園

野菜　弁当　加工品　水餃子

秋保オーガニックフィールドより宇宙
からの贈り物オーガニック野菜をお
届けします。

おにぎり茶屋ちかちゃん

おにぎり　弁当　もち　とん汁
みそ　おでん

自分たちで作ったお米で心を込めて
おにぎりを握っています。新米ですの
で、ぜひ今年のお米を味わってみて
下さい。仙台いも煮のみそも手作り
しています。こちらも合わせて食べて
みて下さい。

遠藤環境農園

米　カボチャ　サツマイモ　里芋
白菜　大根

岡田・新浜で農薬や化学肥料を使わ
ずに栽培しています。メダカと一緒に
育てた「ササニシキ」と「つや姫」、カ
ボチャ、サツマイモ、白菜等を持参し
ます。おいしいので、ぜひ食べてみて
ください。

広瀬ファーム

銀杏　黒にんにく　他野菜

広瀬川支流の清流で育った美味しい
銀杏。当社独自の遠赤外線でマイル
ド熟成の黒にんにく。もちもちの食感
は通常の黒にんにくより食べやすく
高栄養化の商品をそろえてお待ちし
ます。

みのる農園

野菜　草餅　漬物

年中夢求！みのる農園です。旬の野菜を
多品目作っています。こだわりの美味し
い野菜をマルシェで直接お客様と接しな
がらお届けしています。「美味しかった」
とのお声をいただくのが更なる野菜作り
の励みになっています。ご賞味ください。

萬芳園

植木　鉢花　他

これからの季節におすすめの、お庭
やベランダ・室内で楽しんでいただけ
る植木や鉢物など、各種取り揃えて
おります。

ほっとファーム仙台

生椎茸　どんこ　乾燥椎茸
スライス・生キクラゲ

香りが良く肉厚の椎茸と美容、健康
に注目を集めている木耳をご用意し
ております。椎茸の免疫力を上げる
効果で寒い冬を元気に！

みどりの杜観光農園

果物　野菜

みどりの杜観光農園で栽培した、仙台で
はめずらしい品種のリンゴを是非地元の
皆様に食べていただきたく、丹精込めて
作りました。また、地元六郷、岡田地区の
若手農家さんが栽培した、新鮮な野菜も
販売いたします。是非お立ち寄りください。

たなばたけ高砂店

農産物　仙大豆商品

たなばたけ高砂店は、地域社会への貢
献、店舗ブランド確立、食べて買っても
らえる商品づくりをコンセプトに消費
者に対する食と農の情報発信基地、消
費者と生産者を結ぶ架け橋として地
域に愛される店舗を目指しております。

針生園芸

植木　リサイクル鉢

まいど！！「ないものはない」地元荒井の植
木屋です。今回のおすすめは、柑橘類です。
大人気のさわやかレモン、香りのユズ、森
のキャビア「フィンガーライム」、その他珍
しい植木、限定商品、超お買い得の植木も
多数有りますので、是非おこし下さい。

日辺漬物クラブ

野菜　漬物

私達が作る野菜は、土作りにこだわって
います。良質の有機物と米ぬかペレットを
基肥として使用したフワフワの土で生ま
れたトマト、胡瓜、ナス、パプリカなど、甘
くて風味豊かな野菜と、それをすぐ漬けた
自家製漬物は大変おいしいと評判です。

旬菜八百屋  おらほの産直

野菜　ひとめぼれ新米

坪沼産農産物　採れたて野菜
坪沼米ひとめぼれ新米

鈴木有機農園

米　白菜　大根　葱　葉物
ナス漬　味噌

化学肥料や農薬等で育てた農産物を腐敗
試験した結果、化学肥料の害が顕著に現
われ、植物が免疫力を持った作物を育てる
為にEMボカシ肥料と卵ボカシ肥料だけで
栽培。違いの判る生命力の強い抗酸化力を
持つ作物です。日持ちの良いのも特徴です。

菅野農園

野菜

コロナで大変ですが、新鮮で安心安
全なおいしい野菜をめしあがれ！

もろやファーム

野菜

年間200種類以上の野菜を栽培、生
産している農家レストランです。地元
仙台市若林区荒井で生産した新鮮な
旬の野菜をお持ちいたします。仙台伝
統白菜松島純二号、仙台曲がりネギ、
余目等伝統野菜をお買い求め下さい。

旬菜×パスタ DACCHA

旬菜ランチ（パスタ　グラタン）

いま、ここでしか食べられないパスタを目
指し、地元の旬の食材に合わせたメニュー
を提供。宮城県産小麦「夏黄金」を使ったオ
リジナル生パスタやサラダに使う「自家製
にんじんドレッシング」も自慢です。地元野
菜たっぷりの旬菜ランチをご賞味ください。

森のはちみつ

秋保町産はちみつ

秋保町で採れた自然の美味しいはち
みつをお届けします。

食工房マルトウ

やきとり串　お好みやき　やきそば
たまごのせやきそば　仙台いも煮鍋

自社工場で加工し秘伝のタレを使っ
たやきとり、やきそばなど全て手作り
にこだわりました。ご賞味下さい。

みどりの杜ショップ hanana

花鉢　花苗　園芸用品　
食品　雑貨等

これからの季節に楽しめる花鉢や花
苗、園芸用品、食品、雑貨などを取り
そろえています。ぜひお立ち寄りくだ
さい。

グリーンハウスみやま

鉢花　花苗　シクラメン

シクラメン、鉢花、花苗などを生産販
売しています。直売ならではの鮮度
の良い植物を取り扱っています。季節
ごとに野菜苗、果樹苗、バラ苗、多肉
植物、なども販売しております。

Sapeur Café ～サプールカフェ～

サンドイッチ　サラダ　タコス
ポテト　ドリンク等

サプールカフェでは若手農家レタス
ジャパンが育てた新鮮野菜をふんだ
んに使ったサンドイッチやサラダを
販売。姉妹店のKaiではバブルワッフ
ルを販売しています。

Waffle ≠Crepe Kai ～バブルワッフル～

バブルワッフル

Kaiでは宮城県産ひとめぼれの米粉
をブレンドした中はもちもち、外はカ
リカリの台湾発祥のバブルワッフル
を販売。姉妹店のサプールカフェで
は新鮮野菜をふんだんに使ったサン
ドイッチやサラダを販売しています。

Kazuキッチン

お弁当　コーヒー

家庭的なお弁当とお菓子を楽しんで
ください。

JA仙台 トルコギキョウ生産組合

花卉　花木　野菜

農家の元気なお母さんが中心となっ
ている活気溢れる組合で、生産技術や
販売方法について協議しながら、互い
に研鑽を積んでいます。直接花を手に
取り、香りを楽しんでいただくために
安心、安全を心がけ栽培をしています。

仙台市森林アドバイザーの会

リース類

『森は、水を蓄え、酸素をつくり、多くの命
を育み、木は家の建材等になる』私達は
森があるから生きていけるのですね。そ
の森を元気にしようと活動しています。
森の整備で得た蔓やマツボックリ等でオ
ンリーワンのリースを作ってみませんか？

七郷クローバーズファーム

新米　野菜

あいコープみやぎ県内メイン4産地のひ
とつ。「環境にやさしい農業」に取り組み、
農薬不使用やネオ二コフリー、減農薬栽
培、除草剤不使用で、持続可能な農業を
目指す。非農家の若い農業者の受け入
れを積極的に行い、次世代へ繋いでいく。

令和
4年度

※売り切れの際は
　ご了承ください。

せんだい
農業園芸センター
みどりの杜

9：00～16：00


