
せんにゃんスイーツ＆カフェラリー　参加店舗一覧

NO 市町村名 店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 駐車場

1 白石市 菓子匠　たかじん 白石市沢目１５ 0224-25-0141
午前9時～午後6時（日祝日：午後5時30分ま
で）

1月2日 2

2 白石市 やなぎや菓子店 白石市長町９ 0224-26-2029 午前9時～午後6時 日曜 有り

3 白石市 山川屋菓子店 白石市小原平石３７ 0224-29-2055 午前8時～午後6時 不定休 4

4 白石市 仙加苑　白石バイパス本店 白石市福岡蔵本西町２２ 0224-25-4735 午前9時～午後6時30分 元日 10

5 白石市 (有)日下食品（甘味堂くさかもちや） 白石市清水小路４８−４ 0224-26-2508
午前9時～午後5時（飲食は午前11時～午後4
時）

月曜 6

6 白石市 粋sui 白石市福岡蔵本字鎌先1-58-4 0224-26-8100 午前9時～午後5時 火曜、水曜、木曜 10

7 白石市 ご飯屋CAFE ネコチャンチ 白石市字沢目103 0224-48-9042
水～土：午前11時30分～午後5時（LO：午後4時
30分）、日・祝：午前11時30分～午後2時
（LO：午後1時30分）

月曜、火曜（臨時休
業あり） 4

8 白石市 Cafe 洋燈-Lamp 白石市小原明戸31－1 午前11時～午後4時 火曜 4

9 角田市 ささもり菓子舗　天神町本店 角田市角田字町１７５ 0224-62-1018 午前9時～午後7時 元日 2

10 角田市 お菓子の店 まえばし 角田市角田字泉町１００ 0224-62-2290 午前8時30分～午後7時 月曜 2

11 角田市 パンとケーキの店 brooch 角田市角田字町２１８ 0224-62-2034 午前9時～午後7時 水曜、第3火曜 3

12 角田市 Cafe&Kitchen TERRIER 角田市角田字稔町13-1 0224-66-5977 午前11時～午後3時（LO：午後2時30分）
月曜（臨時休業あ
り） 6

13 角田市 にじいろカフェ 角田市角田字田町100-1 0224-63-4366 午前9時～午後4時 無休 70

14 角田市 森の芽ぶきたまご舎 道の駅かくだ店 角田市枝野字北島81-1 0224-63-2030
4月～10月：午前9時～午後5時
11月～3月：午前9時～午後4時30分

12月31日・1月1日 126

15 蔵王町 会田菓子店 刈田郡蔵王町円田駅内52-5 0224-33-2864 午前9時30分～午後4時30分 不定休 無し
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16 蔵王町 御菓子司 玉浦屋 刈田郡蔵王町宮町５１ 0224-32-2520 午前8時～午後7時30分 毎月5、15、25日 2

17 蔵王町 アトリエデリス 刈田郡蔵王町大字円田字東山２８－１３ 0224-33-4377 午前9時～午後6時 火曜 5

18 蔵王町 coffee roastery & cafe fua 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七日原270-7 0224-29-3655 午前11時～午後4時
月曜、火曜、水曜
（祝日除く） 10

19 蔵王町 ヨーグルト工房Atreyu（アトレイユ） 刈田郡蔵王町小村崎大字向原68-1 0224-22-7033 午前10時から午後3時 無休 12

20 七ヶ宿町 すみやのくらし 刈田郡七ヶ宿町侭ノ台100-2 0224-37-3156 午前11時～午後5時 不定休 3

21 七ヶ宿町 Book&Cafe こ・らっしぇ 刈田郡七ヶ宿町字諏訪原11-15 0224-26-6891 午前10時～午後6時（LO：午後5時） 火曜（祝日除く） 24

22 七ヶ宿町 Kitchen ななほし 刈田郡七ヶ宿町字上ノ平29 0224-37-2134
午前11時～午後5時（Cafeメニューは午後3時～
午後5時）

火曜，水曜 ※やまびこの森は
11月上旬にシーズンオフになり
ます。詳しくは直接お問い合わ
せください。

12

23 七ヶ宿町 くらけんCafé 刈田郡七ヶ宿町字田中道下39-2 0224-26-6933 午前10時～日没まで 火曜、水曜 10

24 大河原町 菓匠三全　大河原バイパス店 柴田郡大河原町新東20-11 0224-53-1221 午前9時～午後6時 元日 16

25 大河原町 蔵王の昔飴本舗 柴田郡大河原町大谷西原前９２−１ 0224-53-1136 午前8時30分～午後4時30分 土日祝 10

26 大河原町 石川菓子店 柴田郡大河原町西町１２０－１ 0224-52-1703 午前8時30分～午後7時（日曜：午後6時まで） 元日 4

27 大河原町 菓子匠 喜多屋 柴田郡大河原町大谷末広５５ 0224-52-1577 午前8時30分～午後6時30分 無休 6

28 大河原町 晒よし飴本舗市場家 柴田郡大河原町字町251 0224-52-1258 午前9時～午後6時 不定休 1

29 大河原町 O's cafe 柴田郡大河原町西浦49-5 0224-53-5939 午前11時～午後4時 火曜 8

30 大河原町 ブロス 柴田郡大河原町新東89-11 0224-53-8337
午後2時～午後8時（平日）
午前11時～午後8時（土日祝）

月曜不定休 6
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31 村田町 木村屋菓子店 柴田郡村田町大字村田字町150 0224-83-2416 午前7時～午後6時 水曜 4

32 村田町 丹野屋菓子店 柴田郡村田町大字村田字末広町135 0224-83-2149 午前8時～午後6時30分 日曜 2

33 村田町 cafe 蔵人 柴田郡村田町大字村田字町75 0224-83-2243 午前10時～午後5時 不定休
20（隣接
した共同
駐車場）

34 村田町 Le cocon 藍 柴田郡村田町大字村田字町35 0224-86-4114 午前10時～午後5時 月曜、火曜、水曜
20（共同
駐車場）

35 柴田町 仙台屋菓子本舗 柴田郡柴田町船岡中央２丁目12-23 0224-54-2031
午前8時30分～午後6時30分（日祝日は午後2時
まで）

元日 無し

36 柴田町 平井菓子店 柴田郡柴田町船岡中央３丁目1−10 0224-54-2401 午前9時～午後6時 不定休 2

37 柴田町 パティスリータント 柴田郡柴田町船岡西１丁目9-19-2 0224-87-6441 午前10時～午後6時30分 月曜、第3日曜 5

38 柴田町 CAFE橙 柴田郡柴田町西船迫1-8-58 0224-86-4244 午前11時～午後6時（LO：午後5時30分） 木曜、金曜 6

39 柴田町 ibis café 槻木 柴田郡柴田町槻木新町1丁目2-3 0224-86-5477 午前9時～午後5時30分（LO：午後5時） 無休 6

40 川崎町 シベール ファクトリーテラス 柴田郡川崎町字支倉滝ノ原45-1 0224-82-8066 午前10時～午後5時 元日 10

41 川崎町 小山支店 柴田郡川崎町前川中町２０−２ 0224-84-2071 午前10時～午後6時 不定休 無し

42 川崎町 Peanuts Place 柴田郡川崎町前川裏丁189-3 0224-84-2526 午後0時30分～午後6時30分 火曜※日曜不定休 有り

43 川崎町 イーレ！はせくら王国 柴田郡川崎町支倉塩沢９ 0224-51-9131 午前10時～午後5時
水曜、木曜 　※現在
は土日及び一部祝日
のみ営業

90

44 川崎町 KURIYA COFFEE ROASTERS 柴田郡川崎町川内字佐山11-1 0224-88-9019 午前10時～午後4時 火曜、水曜 5
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45 川崎町 青根洋館 柴田郡川崎町青根温泉10-1 0224-85-3122
4～10月：午前10時～午後4時（LO：午後3時30分）
11～3月：午前10時～午後3時30分（LO：午後3時）

12月29日～1月3日 35

46 丸森町 栄泉堂　大内本店 伊具郡丸森町大内字町53-2 0224-79-2031 午前8時30分～午後6時 不定休 1

47 丸森町
川のほとりのコーヒースタンド
カワカフェ

伊具郡丸森町舘矢間山田字小原瀬西12-1 0224-51-9195 午前10時～午後4時 月曜、火曜 4

48 丸森町 Cafe Persikka 伊具郡丸森町字鳥屋44-1 0224-51-8677 午前10時～午後6時 日曜 6


