
 

 

 

 

 

 

 

２ ０ ０ ８年 1 1 月 1 3 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

楽 天 トラベル株式会社 

    ＪＲ東日本・楽天トラベル共同企画   

 ミールクーポン付 

 新幹線×宿「びゅう楽トク仙台」パックの発売について 

 
 

 

 

 

 

    商品概要  
（１） 商 品 名：ミールクーポン（お食事券）付 新幹線×宿 「びゅう楽トク仙台」 

（２） 旅行企画：東日本旅客鉄道株式会社 
（３） 設定期間：2008年11月21日（金）～3月31日（火）(12/29-1/3を除く） 
（４） 商品形態：仙台市内でご利用いただけるミールクーポン ＋ 往復の列車（新幹線自由席）＋ 宿泊 
（５） 特   徴： 

●ミールクーポン（お食事券）は仙台市内50店舗の中から当日自由にお選びいただけます。 
 ※牛タン・鮨のほか旬の素材を提供するお店を幅広く取り揃えています。  

 ※各店舗にてミールクーポンでご利用いただけるメニューをご用意しております。 

 ※食事は夕食のみとなります（朝食・昼食の提供はありません） 

●往復の列車は新幹線の自由席がご利用いただけます。 
 ※やまびこ号指定席・グリーン席への変更はできません（はやて号・こまち号はご利用になれません）。 

●宿泊は仙台市内のビジネスホテル・シティホテルからお選びいただけます。 

●新幹線の出発駅は東京駅、大宮駅をご用意しております。 

●お一人様からのお申込みが可能です。 

●12月までは「びゅうばす」による観光周遊付きプランもお選びいただけます。 

●仙台駅の駅レンタカー（ジェイアール東日本レンタリース提供）も楽天トラベルホームページ 

  から別料金（オプション）でお申し込みいただけます。 

（６） 旅行代金： 
    ２名様以上でご利用の場合のお一人様ご旅行代金（東京駅ご出発） 17,400円 ～ 28,200円 
     （1名様でご利用の場合のご旅行代金（東京駅ご出発）は、25,200円～34,200円となります。） 

（７） 販売方法：11月14日（金）から楽天トラベルホームページ限定で販売を開始いたします。 
      楽天トラベルホームページＵＲＬ  http://travel.rakuten.co.jp/rakutoku/sendai/      
 

 

 

 東日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：清野 智、以下「ＪＲ東日本」）と、楽天トラベル

株式会社（代表取締役社長：岡武 公士、以下「楽天トラベル」）は、7-10月設定の「Ｋスタ宮

城プロ野球観戦チケット付き共同企画商品」に引き続き、デスティネーションキャンペーン開催

中の「仙台」をさらに盛り上げるため、新幹線・宿泊・仙台市内でご利用いただける「ミールク

ーポン」をセットにした旅行商品、新幹線×宿「びゅう楽トク仙台」を発売いたします。 



<参考>ミールクーポン付　新幹線×宿「びゅう楽トク仙台」　ミールクーポンご利用店舗一覧

カテゴリー エリア カテゴリー詳細 店舗名 住所 営業時間 休業日 ミールクーポン内容

牛タン/焼肉 黒毛和牛一頭切　伊達哉 仙台市宮城野区榴ヶ岡4-5-12　F-townビル7F 17：00～23：00 - 厳選黒毛和牛寿司5点盛り＆白菜美人のキムチ
牛タン 牛たん炭焼　利久　東口本店 仙台市宮城野区榴岡4-4-8 　他 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　東口分店 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　東七番丁店 仙台市宮城野区榴岡2-3-22 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　西口本店 仙台市青葉区中央1-6-1 ハーブ仙台ビル5F 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 喜助　駅前店 仙台市青葉区中央1-10-23 大成商事GSビル 11:00～22:00 不定休 牛タン定食1.5、デザート(牛乳花プリン)、ウーロン

茶牛タン 喜助　エスパル店 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅エスパルB1 11:00～22:01 不定休 牛タン定食1.5、デザート(牛乳花プリン)、ウーロン
茶牛タン 牛たん炭焼　利久　花京院店 仙台市青葉区本町1-12-1 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付

牛タン 牛たん炭焼　利久　北目町店 仙台市青葉区中央4-9-7 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　一番町店 仙台市青葉区一番町4-9-1-2F 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 伊達の牛たん本舗　本店 仙台市青葉区中央4-10-11 11：00～21：30 - 厚切り芯たん定食+牛たんハーフシチュー+お通し
牛タン 伊達の牛たん本舗　広瀬通り店 仙台市青葉区国分町1-8-13 11：00～21：30 - 厚切り芯たん定食+牛たんハーフシチュー+お通し
牛タン 牛たん炭焼　利久　中央通り店 仙台市青葉区中央2-2-16 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　本町店 仙台市青葉区本町2-6-13 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　サンモール一番町店仙台市青葉区一番町2-3-27 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 牛たん炭焼　利久　市役所前店 仙台市青葉区国分町3-6-17 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付
牛タン 喜助　駅前中央店 仙台市青葉区中央2-1-27 キャピタル中央ビル 11:00～22:01 不定休 牛タン定食1.5、デザート(牛乳花プリン)、ウーロン

茶牛タン 旨味 太助 仙台市青葉区国分町2-11-11　千松島ビル1F 11:30～22:00 月曜日 牛タン定食、お飲み物1杯のセット

牛タン 味太助 仙台市青葉区一番町四丁目4-13 11:30～22:00 火曜日
牛タン定食(牛タン焼き、テールスープ、麦飯)とドリ
ンク(酒1合・ビール・焼酎のいずれか)1杯のセット

牛タン 牛たん炭焼　利久　泉北店 仙台市泉区泉中央1-18-14 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付

牛タン 牛たん炭焼　利久　泉中央店 仙台市泉区泉中央1-13-2 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付

牛タン 牛たん炭焼　利久　泉本店 仙台市泉区上谷刈1-2-12 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付

牛タン 牛たん炭焼　利久　泉分店 仙台市泉区上谷刈1-2-10 17:00～23:00 - 牛たん定食焼定食【極】+トロロ付

寿司屋 鮨勘・宮城野原支店
宮城県仙台市宮城野区西宮城野7-1西友 宮城
野原店 敷地内 11：00～22：00 - 特上にぎり　+　ミニサラダ　+　みそ汁　+　セット用

茶わん蒸し

寿司屋 鮨勘・名掛丁支店
宮城県仙台市青葉区中央1丁目7-7ハピナ名掛
丁通り内

11：30～23：00 日･祝祭日

11：00～22：00
特上にぎり　+　ミニサラダ　+　みそ汁　+　セット用
茶わん蒸し

寿司屋 鮨勘・仙台東口支店
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25仙台駅東口
ＢｉＶｉ 4階 11：30～23：00 平日中休み

15：00～17：00
特上にぎり　+　ミニサラダ　+　みそ汁　+　セット用
茶わん蒸し

寿司屋 寿司勝 仙台市青葉区中央４丁目２－３０ 17:00～22:00 日曜・祝日
にぎり、巻物、カキフライ、小鉢、酢の物、お新香、
味噌汁、食前酒(自家製梅酒)のセット

寿司屋 SUSHI-DINING たちばな 仙台市青葉区一番町3-3-25たちばなビル5F 11:30～14:00
17:00～22:00 月1回不定休 小鉢盛り、特撰にぎり5貫、宮城の地酒1杯(または

デザート)

寿司屋 鮨勘・一番町支店 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目5-6 11：30～23：00 - 特上にぎり　+　ミニサラダ　+　みそ汁　+　セット用
茶わん蒸し

寿司屋 鮨勘別館　鮨正 仙台市青葉区一番町4-3-29 17：00～23：00 - 黒潮にぎりセット　+　小鉢　+　デザート

寿司屋 鮨勘・長町ザ･モール支店
宮城県仙台市太白区長町7丁目20-15ザ・モール仙
台長町店パート2-3階

11：00～23：00 - 特上にぎり　+　ミニサラダ　+　みそ汁　+　セット用茶わ
ん蒸し

寿司屋 鮨勘・泉西友支店 宮城県仙台市泉区高玉町9-2西友仙台泉店１F 11：00～22：00 - 特上にぎり　+　ミニサラダ　+　みそ汁　+　セット用茶わ
ん蒸し

海鮮・居酒屋 みやぎ純米酒倶楽部　さなぶり

仙台市青葉区上杉１丁目２－１６　ＪＡビル宮城 平日11:00～14:00
　16:30～22:00
土曜11:30～14:30
　17:00～22:00

日曜・祝日

宮城の華コース(宮城の食材を楽しむコース)
　宮城野ポーク角煮揚げ、カキのふろふき大根、旬
の焼き魚、旬のお造り、湯麺、小鉢

ダイニングバー旬彩グリル＆カフェ　セレニティ
仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙
台

17：00-21：00 ※除外日
12/23-25

「びゅう楽トク仙台」オリジナルメニュー（イタリア産
サンダニーレの生ハムと新鮮サラダ、本日のおす
すめパスタ２種類から１つをご選択、「竹鶏物語」の
アイスクリームまたは作りたてシャーベット、珈琲）

中華料理 桃李
仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙
台

17：00-21：00 ※除外日
12/23-25

「びゅう楽トク仙台」オリジナルメニュー（小海老の
チリソース、飲茶二種、登米産ひとめぼれの炒飯、
野菜入りとろみスープ）

レストランバー Ｋｎｉｇｈｔ
仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙
台

17：00-24：00 -
「びゅう楽トク仙台」オリジナルメニュー（ホテルオリ
ジナルウインターカクテル＋ホテルメイド生チョコ
レート）

和食 みのむし
仙台市青葉区中央4-7-25　ライオンズマンション
中央1F 17：30～23：00 祝・日曜日 しめさば一人前・かき一人前

和食 和食割烹　彩旬
仙台市若林区五橋3-1-1 アパヴィラホテル仙台
駅五橋2F 18：00-23：00

※
除外日：
11/21.28

「びゅう楽トク仙台」特別メニュー（「しゃぶしゃぶ御
膳」か「すき焼き御膳」のいづれかをご選択）

ダイニングバー伊達のTonTon酒場　「美日月」 仙台市青葉区一番町2-5-1　サンモール一番町
大一野村ビルB1F

月～木・日
17:00～24:00
金土祝前

17:00～02:00

- 宮城野Lポークの豚しゃぶ・仙台牛の鉄焼ステーキ
セット

ダイニングバーmiwaku 仙台市青葉区中央4-6-1　SS30　30階 18：00～25：00 - 仙台名産【ずんだ】のクレームブリュレ+本日の水
揚げ仙台市場直送 鮮魚のカルパッチョ

かき料理 かきや NO KAKIYA　定禅寺通り店 仙台市青葉区立町26-16 早坂ビル1F
11:00～15:00
17:00～22:00 火曜日

びゅう楽トク仙台限定メニュー(カキ丼、お吸い物、
カキフライ、三陸産カキ2個のお食事セット)

和食 酒味旬菜　千よ新
仙台市青葉区中央2-3-18　ホテルリッチフィー
ルド青葉通り地下１階

17：00-22：00 日曜・祝日
「びゅう楽トク仙台」特別メニュー（夕食膳＋デザー
ト）

海鮮・居酒屋 魚屋三代　彦蔵 仙台市青葉区国分町2-7-13　ピースビル2　2F
平日

17:00～26:00
日祝

17:00～23:00

年中無休

お刺身、お通し、焼き物、蒸し物のセット

海鮮・居酒屋 仙臺居酒屋 おはな 仙台市青葉区中央2-5-1 三文字屋ビルB1 17:30～24:00 日曜日 季節の前菜+七ヶ浜刺身盛+地酒１合

海鮮・居酒屋 遊仙 仙台市青葉区中央2-7-11ストックマンビルB1
月～木

17:30～23:00
金土祝前

17:30～24:00

日曜日
季節の前菜+七ヶ浜刺身盛+かき料理先付+かき
料理+地酒ＯＲビール

海鮮・居酒屋 伊達路 仙台市青葉区中央2-4-8 17:30～24:00 日曜日 季節の前菜+七ヶ浜刺身盛+かき料理

中華料理 中華飯店　紅龍 仙台市青葉区大町2-7-15 11:00～24:00 日曜・祝日

揚げ物、バンバンジー、エビチリ、牛肉炒め、ホタテ
塩風味、スープ、ライス、お新香(季節によって若干
変更があります)

ダイニングバー ダイニング＆ミュージックリゾーツ「天空」 仙台市泉区中央1-18-7　FEAD5F

月～木
18:00～03:00
金・土

17:00～05:00
日・祝

17:00～01:00

- シェフサラダ・シェフ自慢のスープ・仙台牛のステーキ・
ガーリックライスORライス

ダイニングバー スタイリッシュバー＆ダイニング盥 仙台市泉区中央1-18-7　FEAD1F

月～金
18:00～03:00

土
17:00～03:00
日・祝

17:00～01:00

- 仙台牛ステーキと季節のアイスシャーベット

海鮮・居酒屋 ごはん居酒屋「ばんげ」 仙台市太白区長町南3-3-7

月～木/日
17:00～01:00
金～日/祝前

17:00～03:00

- 懐石セット（刺身盛合せ・蕎麦・茶碗ごはん・お供盛合
せ）

国分町エリア

鮨

駅前エリア

一番町エリア

その他のエリア

牛タン

その他のエリア

駅前エリア

国分町エリア

一番町エリア

海鮮
和食
創作

駅前エリア

一番町エリア

国分町エリア

その他のエリア
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