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MAAGO®
孫のことなら

新しい季節の始まりに

キレイ&元気をチャージ！さあ、どこに行こう♪ 何着よう♪
2023 SPRING WELCOME

Tapio

niko anｄ…
［レディス、ファッショングッズ、インテリア、生活雑貨］

南館1F tel：022-777-8633

三つ折りがま口財布 各3,960円
※その他カラーあり。

時期により変更となる場合がございます。
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南館１Ｆ センターコート31 金 17:00～ 観覧
無料

「Moi！」の紙上でみなさまにメッセージをお伝えするのも、最後となりました。開館
翌年から、月に一度、毎回あらたなテーマで、さまざまな楽曲をお届けしてまいりま
した私どものステージも、今月、いよいよ最終回を迎えます。今回は「Goodbye」
と「Start」をテーマに、フランチェスコ・サルトーリ『Time to Say Goodbye』、
スティーブ・アレン『This Could be the Start of Something Big』などを、
これまで私どもの音楽に足をとめてくださった全てのお客さまに感謝を込めて、
演奏いたします。2009年から長きにわたり、関わってくださったスタッフのみなさま
にも、心からお礼申し上げます。ほんとうにありがとうございました。

※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

南館 ■ショップ＆サービス

■フードコート

■レストラン

営
業
時
間

北館

10：00～20：00

10：00～21：00

11：00～22：00

10：00～20：00 ※一部サービスを除く

※一部店舗を除く

※一部店舗を除く

参加費無料
申込み不要

3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

講座日程はこちらから▶http://www.tapio.jp

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

お問い合わせは

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

3/
アーティストコメント

「佐藤聡子＆榊原光裕」
honey toco 大人のミュージックライブ

※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。

『タピオ パークバスカード』を
ご利用いただいているお客さまへ
2022年度「タピオパークバスカード」の
有効期限は2023年3月31日までとなります。
引き続きご利用の方は、下記にて、更新手続きをお願いいたします。

3/10（金） ～31（金） まで開設更新受付カウンター

南館１F「タピオ パークバスカード臨時カウンター」（インフォメーションとなり）場　　所

10：00～17：30時　　間

「2022年度 タピオパークバスカード」および
「三菱地所グループCARD」の2点をお持ちください。
※2022年度のパークバスカードのみ更新対象です。

持 ち 物

新規お申込みご希望のお客さまへ
泉パークタウン内を巡回するバスに乗れる「タピオ パークバスカード」
は、「三菱地所グループCARD」の会員さまを対象に配付している入会
特典です。2023年度「タピオ パークバスカード」は、「三菱地所グループ
CARD」へのご入会後にお渡しとなりますので、ぜひご入会ください！

※券面一例。特典は三菱地所グループCARDの全券面が対象です

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/

営業時間 10：00～20：00

お隣もCheck!

春よ来い♪ 思いを込めて踏み出す一歩。
さあ、おしゃれモードにスイッチON！

スマホ＋αの
ゆとりがポイント

外側のポケットにスマート
フォン、ファスナー付きの
本体部分に、お金やメイク
道具などをイン。絶妙な
サイズ感で重宝しそう♪
スマホショルダー 
各3,850円

［レディス、ファッショングッズ、コスメ］ 
南館1F tel：022-343-6101

OPAQUE.CLIP

大人のスポーティカジュアルに

細めのレースとシルエットが特徴のスニーカー。柔らかく
軽いカンガルー革の履き心地を楽しんで♪
パトリックアイリスシリーズ 各19,800円

［メンズシューズ、レディスシューズ、靴修理］ 南館1F tel：022-779-7277
THE ShoesStock

長時間履いても

疲れにくい

定番のプレーンパンプスが今年
はスクエアトゥで登場。屈曲しや
すい柔らか素材で、インソールも
クッション性抜群！
パンプス 各4,400円

［レディス、ファッショングッズ、生活雑貨］ 
南館1F tel：022-377-3855

studio CLIP

オシャレ見えする春のピンク

ビビッドなニットはぜひ1枚手に入れたい春のキー
アイテム。厚みのあるコットン素材、サイドスリット
入りのシルエットも素敵。
カーディガン 2,990円、ロンT 1,490円
デニム 3,990円、ショルダーバッグ 参考商品

［レディス、ファッショングッズ］ 南館1F tel：022-341-3561
AMERICAN HOLIC

ハリのある素材がイイ感じ

トレンド感のあるマルチボーダーで差を
付けよう！ どんなボトムとも相性が良い
絶妙な着丈も嬉しい。
カラーマイスターロンT 各4,400円

［レディス、ファッショングッズ、インテリア、生活雑貨］ 
南館1F tel：022-777-8633

niko anｄ…

今年のトレンチはふんわり軽い!

春は、ビッグシルエットのトレンチに注目。薄手の一重生地で、
気軽に羽織れます。
トレンチコート 9,900円、ニット 3,960円
ロンT 2,640円、デニム 4,950円

［レディス、メンズ、ファッショングッズ］ 南館1F tel：022-342-5795コーエン

ヘビロテ決定! 使えるデニム

ハリのあるシルエットですっきり。長めの丈が
今年の気分！ ボトムに迷ったらコレ♪
デニムスカート 4,400円

［レディス、メンズ、ファッショングッズ］ 南館1F tel：022-342-5795
コーエン

ちょっと寒い日のマストアイテム

シャツ感覚で羽織れる薄手が嬉しい。オーバーサイズ
のマウンテンパーカー。
マウンテンパーカー 各5,990円

［レディス、ファッショングッズ］ 南館1F tel：022-341-3561
AMERICAN HOLIC

花柄刺繍がエレガント

透明感のあるチュールに大きな花柄の刺繍が施されたフレア
スカート。後ろウエスト部分がゴムで着心地も◎
チュールスカート 各11,000円

［レディス］ 南館1F tel：022-342-5848any SiS

楽してキレイが叶うパンツ

ウエストゴム＆すっきりテーパードシルエット。オン
オフ兼用で3シーズン履ける柔らかな素材感です。
テーパードパンツ 各4,950円

［レディス、ファッショングッズ、コスメ］ 南館1F tel：022-343-6101
OPAQUE.CLIP

フワフワ素材のパーカー

スポンジのようなフワフワした質感が特徴のパーカー。
キレイめカジュアルな装いに♪
スポンディッシュパーカー 各6,990円

［レディス］ 南館1F tel：022-342-5848any SiS

小さすぎないショルダーが人気!

今年は２Wayで使えるミニバッグがオシャレに進化。
マチ幅が広く、見た目以上に収納力もあります。
ショルダーバッグ／左：6,930円、右：6,490円

［鞄、バッグ、財布、キャリーケース］ 南館1F tel：022-342-9355
バックステージ

試してみたい! 

“日本製”の違い

花柄×無地のリバーシブル。被った時
のシルエットが断然良い！ スタッフいち
推しの日本製、手作りの帽子です。
キャスケット 各11,000円
ハット 12,100円

［帽子］ 南館2F tel：022-378-1090マオズ

春を感じる桜のハンカチ

ふっくらタオル素材に、美しい桜の刺繍。春のおでかけにぴったり♪
ハンドタオル 各770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

2023
SPRING

BUKOWSKI GENERAL STORE
ISHINNAT

Piece Flowerz WorksAT

DecoeurAT

お問い合わせ BUKOWSKI GENERAL STORE [レディス、メンズ、生活雑貨] 南館１F tel：022-266-9787

期間限定OPEN！

2/26●日

タピオ前のメインストリートがイベント会場に変身！ 道路
を封鎖し、キッチンカーやグランピングテントが並ぶフェス
ティバルが開催されます。歌やダンスのステージをはじめ、
豪華賞品が当るビンゴ大会も要チェック！ イベント後半
の17：00～にはページェントが点灯します。

タピオ前センターストリート
11:00～18:00

「泉パークタウン ストリートフェス ヒカパ2022－2023」 運営事務局
（株式会社泉パークタウンサービス内） tel：0120-48-7722　受付時間 10：00～17：30

主催/三菱地所　後援/仙台市泉区

泉パークタウン ヒカパ
2022 ▶ 2023

3/17●金 ～26●日

～3/8●水

3/9●木 ～19●日

3/21●火●祝 ～4/30●日

チーズ好きなら一度は体験してみたい感動
の瞬間! チーズケーキとスコーンの有名
店「グッディ・フォーユー六本木」の濃厚
チーズケーキを食べてみませんか？ バラエ
ティー豊かなスコーンもおすすめです。

個性あふれるデザインとの出合い。食器やイン
テリアなど、アンティークならではの魅力がいっぱい
の品々の中からお気に入りを探す楽しさを♪

オシャレ感度の高い季節の花々は、
贈り物にも、自分用にも！ 花が映える
フラワーベースも手ごろな値段です。

レトロ感漂うインポートファッションを中心に、
こだわりのアクセサリー、小物、雑貨がせいぞ
ろい。「ステキ」がいっぱいの空間です。

goodday for you Roppongi

お問い合わせ tel：03-3404-0970 （月～土 10：00～18：00）

期間限定OPEN！

10：00～２0：00 南館1F ノースコート

Theチーズ＆チーズケーキ スコーン

お問い合わせ

入場
無料

好きな講座を選んで受講！

t wins bake ヴィーガンスイーツ販売会
限定OPEN！

3/11●土  ・ 27●月 1１：00～ ※なくなり
　次第終了

南館1F ノースコート

お問い合わせ twins bake　メールアドレス：twinsbake.a@gmail.com
※ベーグルは12時から販売開始

身体と心にやさしい焼き菓子店。卵・乳製品・白砂糖を
使わずに作ったヘルシーで可愛いスイーツです。

詳しくは
インスタにて♪

期間限定で
３つのショップがオープン！

詳しくは
インスタ
にて♪

地元学応援団

佐々木鈴優書道院 主宰

かだっぺ七ヶ浜

天文ボランティアうちゅうせん 代表

サイエンスインストラクター・防災士

まち･交通評論家

子育てマネーアドバイザー

朗読詩人

泉パークタウン タピオ

演奏家、音楽講師

ナレーター

星の街仙台プロジェクト 代表

レクリエーション・インストラクター

And.TKY 合同会社 代表
ドローンパイロット

お笑いコンビ 
すまいるわんだーらんど 代表

アスリートフードマイスター
ランニングウォーキングアドバイザー
調理師

音楽制作者・ピアノ講師

フルート奏者

ナチュラルキッチン・マナ 主宰
マクロビオティック クッキングインストラクター
（一社）酵素ファスティング研究委員会・
国際食学協会 認定講師

地元の魅力を発見（７） 伊達政宗騎馬像の謎

心に決めたことを文字で書いてみよう！

POISON！ ～ローカルには夢も希望もありゃしない～

あの日からの私達 七ヶ浜の3.11

やさしい天文楽

震災から12年・楽しい科学実験で防災を学びましょう！？

親子で学ぶマネーレッスン

祝！ 東北（おらほ）の悲願 高校野球「白河の関」越え

ないた赤おに 音楽に寄せて

健康食品ブームの落とし穴

ナレーター40周年 仙台CM四方山話

徳川家康が築いたレイラインを集成します

やってみたくなる「数字マジック」と脳トレ「数字パズル」 

江戸時代 仙台の隠し目付【隠密】は実在した！

2ッ星栄養コンシェルジュ®
フィットネスインストラクター

放送大学 宮城学習センター 
客員教授 医学博士

郷土史研究家、センダイ・マガジン 編集長
御宮町情報編集局 編集長

ドローンは未来の"道具"じゃない！？ 
～ドローンで変わるライフスタイル～
記憶を風化させないために 
～今改めて、防災･減災を考える～
季節を捉えたセルフケア
春にオススメの食事法～生活法

ゆるポエム講座2 
あなたもTikTokで20秒詩人

芽吹きの春！ 手軽にできるウォーキング
効果を引き出す秘訣とは！！

卒業式ソングの今昔 
～『仰げば尊し』から『3月9日』まで～ 
食べて痩せる！ 結果を出すダイエット食事法 
～3ヶ月で身体は変わる～ 
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佐々木 伸

佐々木 鈴優

伊藤 健一郎

星 真由美

永井 秀男

阿部 清人

柳沼 信彦

池畑 光洋

松本 記充子

菅原 敏幸

村越 顕一

ミナミ ダイ賢

袴田 雅江

菅原 晋

緒方 早紀子

玉川 勝美

茅根 利安

八代 峰

こだま さとし

千葉 富士男

齋藤 真志男
佐々木 順子




