
重箱
（2段）

小箱
（1段）

シンガーソングライター、ボイストレーナー
ラジオ番組パーソナリティー

Takahashi Voice Production
専属ボイストレーナー

株式会社BREAKTH 
ファイナンシャルプランナー

日沢 慶輔

押木 真弓

藤原 茂之

新田 知代

川田 愛美

北山 潔

義江 則子

泉 忠伸

佐藤 忠男

二階堂 康

伊東 武史

青木 美絵

両國 剛

伊藤 優作

只野 裕子

及川 悠之介

NPO法人ぶれいんはーと 理事長

ミクロコスモス・ヨーガインストラクター

お笑い芸人「まつトミ」　 

証券外務員資格者/M&A アドバイザー

声楽家、ボイストレーナー

パーソナルジム フィットネスサロンMK 代表

性教育を考える会＠仙台 代表

健康漢方堂 管理薬剤師

ヒューマンカウンセラー、人間鑑定士

コーヒーコーディネーター

株式会社餅よし 代表取締役

Victorian Cafe オーナー

ファインサポート行政書士事務所

東北管区行政評価局

筆記用具
持参

動きやすい服装、
飲料水持参
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「道はひとつじゃない」ひきこもりって何だろう？

新春! にっこらかっこら仙台弁講座

2023年開運! 運を引き寄せる声づくり

家庭での性教育の進め方

漢方と便秘

そろそろ考えてみませんか？ 我が家の相続（導入編）

知っておきたい! 暮らしの中の行政相談活用術

目指せお正月太り解消! 
お腹周りにも働きかける呼吸法と椅子ヨガ

はみ出し証券マンの体験記 
～原始的証券営業マンと人事マンの裏話～

正月太りを解消しよう! 
自宅で出来る簡単ダイエットレッスン

歌がうまくなるボイストレーニング! 
～発声の基礎から歌いかたのコツ～

知って得する若く美しく幸せに生きるコツ 
～生涯健康脳の作り方～

歌えるコーヒーコーディネーターが教える
自宅で簡単コーヒー術 インスタントコーヒー編

お餅のプロが教える
お餅をもっと楽しむ方法!（食べ方）

行列ができるケーキを作るカフェオーナーが教える
カフェ体験記

『声』を磨いて、身も心も魅力的に! 
～健康維持のためのボイストレーニング～

ファイナンシャルプランナーが本当に伝えたい
『お金を「ミカタ」につける人生のつくり方』

まっちゃん
トミちゃん

お正月に、十二支の物語を
どうして十二支の順番が決まったの？ 
お正月を機にお子さんと一緒に開い
てみたい絵本です。
十二支のおはなし 1,320円

［書籍、文房具］
北館2F tel：022-377-8088

金港堂

おせんべいで
1年を占う⁉ 
ぷっくりしたおせんべいの
中に“おみくじ”が！ 食べて
楽しいお正月のお菓子です。
おみくじせんべい 972円

新年は美しいお椀で
素敵！ 存在感のある上品なお椀。
ぼかし椀 各4,730円
はし 各1,320円
はしおき 各407円

［インテリア雑貨・カーテン］ 
南館１F tel：022-342-5651

KEYUCA

ペットと過ごす年末年始に
家族の一員、ワンちゃん、猫ちゃん
専用の年越しそばとお雑煮です。
にゃんこ年越しそば・わんこお雑煮
各638円

［ペット］ 南館1F tel：022-342-7200
ペットエコ

お正月バージョンで登場！
お正月は、キュートなだるま姿に
変身♥
ハッピーフレンズ うさぎだるま 500円
※販売期間：12月28日（水）～
なくなり次第終了

［アイスクリーム］
南館2F tel：022-355-6800

サーティワンアイスクリーム

京都の和文具店のポチ袋
オリジナル和文具で人気の名店のポチぶくろ。
幅広い世代におすすめです。
京都 嵩山堂はし本 ポチ袋 
おとし玉 660円（3枚入）、きもちです 550円（3枚入）

［レディス、バッグ、シューズ、コスメ、お菓子、ギフト］ 南館１F tel：022-341-6801
エムアイプラザ 三越

12月25日（日）～数量限定販売
お正月らしい華やかなデザインの化粧箱に、人気の
和洋菓子が色々♪ ウサギのクッキーも！
新春お菓子の玉手箱 小箱 2,200円、重箱 3,050円
※年内の購入または予約がおすすめ

［スイーツ、お菓子、ギフト］ 南館1F tel：022-777-5911清川屋

卯年刺繍タオルでご挨拶
ウサギをモチーフにしたワンポイント刺繍♪ プレゼントや年始の
挨拶に喜ばれそうです。
干支タオルセット組み合わせ一例：
ウォッシュタオル 660円（刺繍オーダー1種につき別途110円）
タオルハンカチ 550円、箱 132円 ※一部刺繍不可の商品あり

［タオル、タオル製品］ 南館2F tel：022-378-2508タオル美術館

繊細で可愛い鏡もち
お正月を愛でる♪ 手の平にのる小さなガラス細工。
お飾り鏡もちミニ 1,100円

［インテリア、生活雑貨］ 南館1F tel：022-355-7637
アフタヌーンティー・リビング

期間限定！ 可愛いウサギのゴーフレット 
香ばしく焼き上げた自慢の生地に、栗とおいもが
香る“栗きんとん風クリーム”をたっぷりとサンド。
鎌倉五郎本店 卯年半月 1,296円 （10枚入）

［レディス、バッグ、シューズ、コスメ、お菓子、ギフト］ 
南館１F tel：022-341-6801

エムアイプラザ 三越

ウサギ柄の可愛い金太郎飴
小袋に、干支や松をモチーフにした飴と
おみくじが入っています。
干支あめ 130円

年始のプチプレゼントにも人気
毎年好評のふきんセット。カジュアルなのし付きです。
だるま・梅ふきんセット 660円

［インテリア、生活雑貨］ 南館1F tel：022-355-7637
アフタヌーンティー・リビング

オリジナルカードやポチ袋づくりに！
おしゃれな和柄スタンプと日本の伝統色を表現したインク。
様々なシーンでヘビロテ決定！
シャチハタクラフトハンコ 大 各572円、中 528円、小 各396円
カラースタンプいろもよう 各715円

［書籍、文房具］ 北館2F tel：022-377-8088
金港堂

お正月にぴったりのユニークウェア
写真映え必至♥ モフモフ素材で可愛いお正月
モチーフのペットウェア。
門松ウェア・鏡モッチリウェア 各4,290円

［ペット］ 南館1F tel：022-342-7200ペットエコ

さりげなく飾りたい干支置物
張り子の干支置物。盃の中から福を呼んで
いるポーズが愛らしい♥　
京都 長谷川松寿堂 干支張り子「招福歓盃」 
1,650円

［レディス、バッグ、シューズ、コスメ、お菓子、ギフト］ 
南館１F tel：022-341-6801

エムアイプラザ 三越

「佐藤聡子＆榊原光裕」
honey toco 大人のミュージックライブ

観覧
無料会場： 南館１Ｆ センターコート

1/ 27 金

アーティストコメント

17:00～

新年あけましておめでとうございます。これまで毎年「今年も、月に一度、さまざまな音楽
をみなさまにお届けします♪」といったご挨拶をしておりましたが、じつは、私どものこちら
でのライブが、本年3月で終了となってしまうことが決まりました。今月は、みなさまと心豊か
なひとときを分かち合う場となったTapioへの感謝を込め、フィンランド語に由来する
館名にちなんで、フィンランド音楽をお届けします。「Säkkijärven Polkka」「Ievan Polkka」
など、どうぞお楽しみにお出かけください。

2 0 2 3 . 1m o i !  T a p i o  M o n t h l y  N e w s !

※誌面内の商品価格はすべて税込です。 ※商品のカラーは印刷の関係で実物と異なる場合がございます。

〒981-3287
仙台市泉区寺岡6-5-1
tel.022-355-5500
http://www.tapio.jp

■ショップ＆サービス

■フードコート

■レストラン

通
常
営
業
時
間

10：00～20：00

10：00～21：00

11：00～22：00

※一部店舗を除く

※一部店舗を除く

※座席、材料数に限りがあるため、先着順とさせていただくことがあります。予めご了承下さいませ。 ※スケジュール・講座内容は変更になる場合もございます。

1月講座日程
会場▶南館1F パークタウンスタイル 平日開催 19：00～20：00

参加費無料！ 申込み不要

お問い合わせは

講座日程はこちらから▶http://www.tapio.jp

あなたもお好きな講座を気軽に受講してみませんか？
申込み不要で、講座ごとに自由にご参加いただけます。
またタピ大では、自分の得意ジャンルを
講義いただく先生も随時募集中です。

タピオ館立オープン大学運営事務局（ｆｍいずみ内）
tel：022-375-8808

仙台泉プレミアム・アウトレット
〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1 TEL 022-342-5310

http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
通常営業時間 10：00～20：00 （1/7～1/31までの平日10：00～19：00）

お隣もCheck!

12/30 19:00閉店

12/31 18：00閉店 

 1/1休館   1/2 9：00開店

Happy
2023

お正月＆
干支GOODS特集

新年の演出や家族で過ごす楽しい時間、
身近な方へのご挨拶etc…

みんなの笑顔の瞬間をイメージして集めた
お正月＆干支グッズを紹介します。

季節商品につき、いずれも早めに品切れとなる場合がございます。
予めご了承ください。

じゃがバタ、チーズ、タルト、お菓子etc…
北海道で人気の味が大集合！ 現地に
旅する気分でお買い物をお楽しみください。
※取り扱い商材は予告なく変更となる
場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせ 有限会社スペースプラン tel：058-216-7900 ※写真はイメージです。

10:00～20:001/21●土 ～29●日 南館1F ノースコート

期間限定OPEN！ 北海道フェア
20：00～

YouTubeで
ライブ配信!

12/31●土 

※館内での観覧は
　募集を締め切りました。

タピオ ジルベスターコンサート 2022
～  ピアノ協奏曲  第5番「皇帝」 ～

［お茶、お菓子、甘味］ 
南館2F tel：022-355-5655

お茶の井ヶ田 喜久水庵

ピアノと弦楽五重奏によるべートーヴェンの調べ

お問い合わせ twins bake　
メールアドレス：twinsbake.a@gmail.com

t wins bake ヴィーガンスイーツ販売会

新しい年に変化させたい事の一つは食習慣！ 
そんな身体を気遣う年の始めにぴったりの
ヴィーガンスイーツ。人気の味をぜひお試しください。

1/14●土  ・ 26●木 11：00～ ※なくなり次第終了

南館1F ノースコート

限定OPEN！

この冬のマストアイテムが最大90％OFF！ 
通常はSALE品として店頭に並びにくい新
作アイテムや人気アイテムもお得なプライス
で登場します。この機会をお見逃しなく！

10:00～20:00
（最終日は～18：00）1/7●土 ・8●日 南館1F ノースコート

お問い合わせ ＠OMC OFF PRICE STORE tel：090-7707-7919

期間限定OPEN！ @ＯＭＣ OFF-PRICE STORE
MAX

90％
OFF

【取り扱いブランド一例】

MOSCHINO、TATRAS、DIESEL、
KENZO、BURBERRY、 
CANADA GOOSE、ESSENTIALS

12/26●月 ～3/25●土 
ハンドメイドのセレクトショップAzukicafeの冬季限定ショップ！ アクセ
サリー、ファッション、雑貨、フードなど全国から厳選された50名のハンド
メイド作家の作品を販売。ハンドメイドのワークショップをはじめ、美容系や
占い系まで今話題のワークショップも開催されます。こだわりの一品、ここで
しか出合うことができないお気に入りの１点を探しに、ぜひどうぞ♪

Azukicafe
南館2F

お問い合わせ Azukicafe tel：090-2987-2621

OPEN延長！ 冬季 限定SHOP

仙台市民のみなさまを対象に、マイナンバーカードの申請手続き
をお手伝いいたします。申請書の記入のお手伝いや写真撮影を
無料で行いますので、ぜひこの機会をご利用ください。
※混雑時は整理券をお渡しいたします。

10:00～17:001/13●金 ～15●日 南館1F ノースコート

10:00～17:001/6●金 ～9●月●祝 南館1F センターコート

マイナンバーカード

マイナンバーカード申請サポートコールセンター　tel：0120-620-042　
【受付時間】 9時～17時（土・日・祝含み） ※月・火はフリーダイヤル対応はお休み（月・火が祝日の場合は対応します）となります。

手続き
簡単！

申請サポート
ブース設置

お問い合わせ

仙台市

お問い合わせ Piece Flowerz Works　
メールアドレス：pieceflowerzworks@gmail.com

今月は季節の花々の販売と季節のお花で作る
スワッグのワークショップを行います。

1/21●土 ・22●日 
南館1F ノースコート10:00～20:00

限定OPEN！

詳しくは
インスタにて♪

渡邉千晶
西本幸弘
山本高史
古屋聡見
吉岡知広
名和俊

仙台フィルハーモニー管弦楽団 
コンサートマスター
仙台フィルハーモニー管弦楽団 
第2ヴァイオリン首席奏者

フリーランス奏者

仙台フィルハーモニー管弦楽団 
チェロ首席奏者

仙台フィルハーモニー管弦楽団 
コントラバス副首席奏者

ピアノ

１stヴァイオリン

２ndヴァイオリン

ヴィオラ

チェロ

コントラバス

詳しくはインスタにて♪

M o n t h l y

2023 暮らしの新習慣
やってみたい！を、タピオでやってみよう♪
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KEYUCA 
［インテリア雑貨・カーテン］ 南館１F tel:022-342-5651

スタイル土鍋7号 5,489円（IH用ステンレスプレート別売 1,639円）
い草鍋敷き 649円、とんすい 各759円、れんげ 各429円
とりわけ箸 649円、木さいばし 440円、穴あきミニレードル・おたま 各429円
カトラリースタンド 1,628円 ※その他、スタイリスト私物

年末年始営業時間のお知らせ 〈1/3より通常営業〉
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moi! Tapiomoi! Tapio
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