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2019年8月21日 

ホテル日航成田×宮城県 

館内レストランにて「Miyagi Fair」開催 

スタンプラリー参加で 22名様に賞品プレゼント 
 

ホテル日航成田（千葉県成田市：総支配人 吉髙誠）では、宮城県の郷土料理やご当地名物を使った新しいメニューを

揃えた『Miyagi Fair』を2019年9月1日（日）から9月30日（月）までの期間、館内の4つのレストランにて開催いたします。ま

た、4つのうち2つ以上のレストランを期間内にご利用いただくと、宮城県の特産品や宿泊券等が合計22名様に当たる

「Miyagi Fair開催記念スタンプラリー」を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県の「食」の魅力を皆様にお届けするために、ホテルスタッフが現地へ足を運んで選び抜いた山の恵み、海の恵

みを秋の味覚とともにお届けいたします。 

「Miyagi Fair」は、カジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」（別館1階）、中国料理「桃李」（本館2階）、スカイバー「サ

ンセットラウンジ」（本館11階）、「コーヒーラウンジ」（本館1階）の４店舗にて開催。牛タンや気仙沼産フカヒレ、仙台黒毛和

牛等を使用したバイキングや一品料理ほか、ずんだあんトースト、ずんだラテなどのスイーツもご用意いたします。 

また、「Miyagi Fair開催記念スタンプラリー」では特賞として「ホテルJALシティ仙台 ペア無料宿泊券」、「宮城県特産品

ギフトセット」等をご用意。ご参加はOne Harmony会員限定、期間内に4つのレストランのうち2つ以上をご利用いただいた

方（お一人様１回につき￥2,000以上）を対象といたします。 

仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸（承認番号 31039号） 
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【Miyagi Fair 開催記念スタンプラリー 概要】 

期 間 ： 2019年9月1日（日）～9月30日（月） 

内 容 ： 4つのレストランのうち、2つのレストラン利用で参加可能。 

※お一人様1回につき￥2,000（消費税、サービス料込）以上の利用でスタンプ1個押印。 

※One Harmony会員の方のみ対象となります。 

対象店舗 ： カジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」（別館１階）、中国料理「桃李」（本館2階） 

スカイバー「サンセットラウンジ」（本館11階）、「コーヒーラウンジ」（本館1階） 

賞 品 ： 【特賞A】 ホテルJALシティ仙台 ペア無料宿泊券  2組4名様 

【特賞B】 宮城県特産品ギフトセット    3名様 

【特賞C】 仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸人形（大） 3名様 

※その他、ホテル日航成田の宿泊券やお食事券などが合計22名様に当たります。 

 

【Miyagi Fair レストラン 詳細】 

≪カジュアル・リゾート・ダイニング セリーナ≫ 

■宮城県フェア ～んめっちゃ「みやぎ」～ 

期間 ： 2019年9月1日（日）～9月30日（月） 

時間 ： 【ラ ン チ】 平日 11：30～14：00 ／ 土日祝日 第1部 11：30～13：00、第2部 13：15～14：45 

【ディナー】 17：30～21：30 （最終入店 21：00） 

料金 ： 平日ランチ大人  ￥2,871 （One Harmony会員料金 ￥2,297） 

平日ランチ60歳以上  ￥2,593 （One Harmony会員料金 ￥2,075） 

平日ランチ小学生  ￥1,436 （One Harmony会員料金 ￥1,149） 

 

土日祝日ランチ大人  ￥3,426 （One Harmony会員料金 ￥2,741） 

土日祝日ランチ60歳以上 ￥3,149 （One Harmony会員料金 ￥2,519） 

土日祝日ランチ小学生 ￥1,713 （One Harmony会員料金 ￥1,371） 

 

平日ディナー大人  ￥3,426 （One Harmony会員料金 ￥2,741） 

平日ディナー60歳以上 ￥3,149 （One Harmony会員料金 ￥2,519） 

平日ディナー小学生  ￥1,713 （One Harmony会員料金 ￥1,371） 

 

土日祝日大人  ￥3,889 （One Harmony会員料金 ￥3,112） 

土日祝日60歳以上  ￥3,612 （One Harmony会員料金 ￥2,889） 

土日祝日小学生  ￥1,945 （One Harmony会員料金 ￥1,556） 

※いずれも幼児無料 
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内容 ：  

＜温製メニュー＞ 

白身魚のオーブン焼き きゃらぶきのアーリオオーリオ 

牛タンシチュー、仙台ラーメンなど 

＜冷製メニュー＞ 

秋刀魚と水菜のサラダ 仙台味噌のビネグレット、ずんだポテトサラダなど 

＜デザートメニュー＞ 

ずんだロール、プチずんだパフェなど 

 

■宮城県 浦霞 特別純米酒 生一本 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 【ラ ン チ】 11：30～15：00 

【ディナー】 17：30～23：00 

料金 ： ボトル（720ml） ￥4,167 （One Harmony会員料金 ￥3,334） 

一合（180ml） ￥1,112 （One Harmony会員料金 ￥889） 

内容 ： 宮城県産ササニシキのみを使用した特別純米酒。食中酒としておすすめです。 

 

 

≪中国料理 桃李≫ 

■料理長おすすめメニュー 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） ※一部9月限定 

時間 ： 17：30～22：00 （ラストオーダー 21：45） 

料金 ：  

【9月限定】 

・気仙沼産フカヒレと有頭海老の薬膳食材の白湯鍋 ￥5,556 （One Harmony会員料金 ￥4,445） 

・秋鮭のチャーハン 宮城県産海苔ときのこのあんかけ石鍋スタイル ￥1,852 （One Harmony会員料金 ￥1,482） 

【9月・10月限定】 

・松茸と気仙沼産フカヒレ姿と薬膳食材の蒸しスープ ￥2,778 （One Harmony会員料金 ￥2,223） 

・宮城県産仙台黒毛和牛サーロインの中華ステーキ 桃李自家製ソース二種と共に ￥11,112 （One Harmony会員料金 ￥8,889） 

・気仙沼産フカヒレ姿（300ｇ） 二種のスープ煮込み 青菜を添えて ￥23,149 （One Harmony会員料金 ￥18,519） 

 

■秋保ワイナリー（仙台秋保醸造所）のワイン 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 【ラ ン チ】 平日 11：30～14：30 ／ 土日祝日 11：30～14：45 

宮城県フェア バイキング 

宮城県 浦霞 特別純米酒 生一本 

気仙沼産フカヒレと有頭海老の薬膳食材の白湯鍋 

秋保ワイナリーのワイン 
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【ディナー】 17：30～23：00 

料金 ： ボトル ￥5,278 （One Harmony会員料金 ￥4,223） 

グラス ￥926 （One Harmony会員料金 ￥741） 

内容 ： 【赤：ベーリーA】 ルビー色で酸味と渋味がバランス良く、余韻が心地よいワインです。 

【白：甲州】 キリっとした酸味と甲州ぶどう独特の味わいが後味を引き締めます。 

 

 

≪スカイバー サンセットラウンジ≫ 

■季節のおすすめ料理 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） ※一部9月限定 

時間 ： 18：00～24：00 （ラストオーダー 23：15） 

料金 ：  

【9月限定】 

・鰯の南三陸産わかめパン粉焼き ￥1,389 （One Harmony会員料金 ￥1,112） 

【9月・10月限定】 

・仙台黒毛和牛サーロインのグリエ 秋の味覚とともに￥4,630 （One Harmony会員料金 ￥3,704） 

・仙台牛コンビーフ   ￥1,713 （One Harmony会員料金 ￥1,370） 

・やわらか仙台牛ジャーキー   ￥1,713 （One Harmony会員料金 ￥1,370） 

 

■宮城峡 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 18：00～24：00 （ラストオーダー 23：45） 

料金 ： ボトル ￥18,519 （One Harmony会員料金 ￥14,815） 

グラス ￥1,482 （One Harmony会員料金 ￥1,186） 

内容 ： 宮城峡は1989年杜の都仙台に誕生したシングルモルトウイスキーです。 

華やかでフルーティー、なめらかな味わいにモルトの甘みと樽香が優しく広がる、やわらかな余韻が特長です。 

 

■ずんだアレキサンダー 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 18：00～24：00 （ラストオーダー 23：45） 

料金 ： ￥1,575 （One Harmony会員料金 ￥1,260） 

内容 ： [ずんだあん+ブランデー+生クリーム+金箔] 

宮城県産のずんだあんを使用したやさしい甘さがほのかに 

香るブランデーの味わい。最後にあしらう金箔はオトナ女子にピッタリ。 

仙台黒毛和牛サーロインのグリエ 
秋の味覚とともに 

宮城峡 

秋のカクテルフェア 
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≪コーヒーラウンジ≫ 

■牛タンピザ 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 11：00～22：00 

料金 ： ￥2,038 （One Harmony会員料金 ￥1,834） 

内容 ： トマトソースのピザに牛タンシチューを散りばめ、 

チーズとの相性も良いピザに焼き上げました。 

 

■ずんだあんトースト 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 11：00～22：00 

料金 ： ￥649 （One Harmony会員料金 ￥584） 

内容 ： ずんだの香りとつぶつぶの食感をお楽しみください。 

 

■牛たんサイダー 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 11：00～22：00 

料金 ： ￥556 （One Harmony会員料金 ￥500） 

内容 ： ほのかな炭火の香りをお楽しみください。 

 

■ずんだラテ 

期間 ： 2019年9月1日（日）～10月31日（木） 

時間 ： 11：00～22：00 

料金 ： Short ￥463 （One Harmony会員料金 ￥417） 

Tall ￥556 （One Harmony会員料金 ￥500） 

内容 ： 宮城県の郷土菓子に使われる「ずんだ」をラテにアレンジしました。 

ミルクとの相性抜群の飲みやすい一杯です。 

 

※料金にはサービス料が含まれております。消費税は含まれておりません。 

※One Harmonyは、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティでご利

用いただける会員プログラムです。ホテルをご利用のたびにポイントがたまるほか、多彩な特典を用意しております。 

 

お問い合わせ ： レストラン予約 9：00～18：00 TEL : 0476-32-0015 

報道機関からのお問い合わせ先 
〒286-0106 千葉県成田市取香500 ホテル日航成田 総支配人室 

広報担当：葛城太郎／石原真佐臣／髙橋智恵子／江澤奈央TEL：0476-32-0027 FAX:0476-32-0084 
e-mail: marketing-group@nikko-narita.com ※写真画像のご希望があればデータをお送りいたします 

ずんだラテ 

牛タンピザ 

ずんだあんトースト 

牛たんサイダー 


