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さぁ、新しい1年の
始まりです

よい1年になることを願って過ごすお正月は
縁起ものや干支ものアイテムで験担ぎ♪

暮らしを楽しく、晴れやかに。

食生活アドバイザー
食育実践プランナー

エコー電力ビル薬局 顧問
セルフメディケーション推進協議会 副会長
元帝京大学薬学部 教授

株式会社ランゲージサービスセンター
代表取締役・英語講師

一般社団法人 
相続・事業承継コンサルティング協会

NPO法人
日本メディカルアロマテラピー協会
認定スペシャリスト

三味線講師
演奏家、新選組友の会 会員

ヨガ講師、アロマアドバイザー
レイキマスター、セラピスト

公的支出診断士
日本ライフマイスター協会 宮城県支部
トータルサポート相談窓口

吉田 裕香

江戸 清人

千葉 浩

今田 裕美

遠藤 啓太

バズーカ安田

村越 顕一

遠藤 朋子

横山 大輔

井上 美智子

鈴木 有希子

sao

石垣 政裕

両國 剛

井形 賢司

宇野 亮一

日下田 泰子

菊田 吉宏

株式会社CSRインテグレーション 代表取締役

有限会社尾瀬小屋 支配人

孤高の二輪ジャーナリスト

アスター治療院 院長

こひつじる～む 代表

NPO法人劇団仙台小劇場

ファインサポート行政書士事務所

ＫＥＮ企画 ビジネスコーチ

図書館司書

SDGs講師

動きやすい服装、
飲料水持参

5

6

7

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

31

（水）

（木）

（金）

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

味噌汁で身体を作ろう!

新型コロナウイルスに対する薬物療法の基礎知識

家にいながら英語がしゃべれる：Stay-Home英会話術

今話題のSDGsの基礎を理解するには？

世界有数の高層湿原 尾瀬の楽しみ方と私達の取組み

スクーターのマスターピース『Vespa』についてのお話

世界一簡単なウイルス対策 あいうべ体操と口テープ

幕末と長唄 ～維新よもやま話～

赤ちゃんはなぜ泣くの ～マーラーの発達理論を読み解く～

筋膜リリースで全身をホカホカに!

地域をつなぐ舞台をめざして

自己肯定感が高くなると、いい“引き寄せ”が起きてくる

ボードゲームと図書館

マスクにつかない・崩れない! 敏感肌でも大丈夫♪
究極の手作りファンデーション

家族信託ってご存知ですか。
皆さん、これで老後のリスクを回避しています。

日常生活に潜む様々なリスクに備えるための
我が家のリスクマップの作り方

楽しく学ぼうSDGs 
～クイズやイラストで温暖化や海洋ゴミ問題を知ろう!

老後子供に迷惑をかけたくないと考えている方へ 
～税と社会保障のお話

お飾りもおしゃれ派に♪
和洋の絶妙なミックス感が素敵なお飾り。
約22㎝のサイズ感も汎用性がありそうです。
ソラフラワー結びリング 2,420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

ペットと一緒の年末年始に♪
年越しそば、お雑煮、おせち。家族の一員、わん
ちゃん・猫ちゃんと一緒にグルメなひと時を♪
①年越しそば（犬用・猫用） 583円
②お雑煮（犬用） 583円 
③おせち（犬用・猫用） 850円

［ペット］ 南館1F tel：022-342-7200
ペットエコ

長く楽しめる
和のドライフラワーアレンジ
お正月らしい升にアレンジした花々。
窓辺やテーブルのさりげない演出に。
ソラフラワー升飾り 2,860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

小さいけど存在感はばっちり
高さ約12㎝、かわいい木製の鏡もち。
玄関やリビングにどうぞ。
鏡もちオブジェ 1,100円

［インテリア、生活雑貨］ 南館1F tel：022-378-2031
ｓａｌｕｔ！

アートでお正月感を演出
毎年大人気。季節の刺繍パネル。
約15センチの正方形で、場所を取
らずに気軽に飾ることができます。
刺繍パネル（椿・正月モチーフ）
各550円

［インテリア、生活雑貨］ 
南館1F tel：022-378-2031

ｓａｌｕｔ！

ガーゼの
優しい手触りの干支タオル
干支をモチーフとしたガーゼタオルは毎年の
定番！ 箱入りで、年末年始のご挨拶にもおすすめ。
お年賀タオル 各550円

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

手作りおせちを
飾りでアップグレード！
盛り付けの工夫で、華やか
さをアップ。お正月らしい
モチーフを添えて。
南天セット、水引鶴、扇 
各110円

［100円ショップ］ 
北館２F tel：022-343-1566

ワッツウィズ

年代を問わず
おすすめのポチ袋
可愛い和風デザインの
ポチ袋。絵になるトラの
表情にもご注目！
ポチ袋 各330円（2枚入）

［書籍、文房具］ 
北館2F tel：022-377-8088

金港堂

トラ柄のおしゃれ手帳でHappyに♪
毎日手にするものこそこだわりのデザインを！ そんなあなたにおすすめ♪
①タイガーマンスリー手帳 各660円
②わたしの手帳 1,650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：022-777-8633niko anｄ…

魅せる！ お雑煮に♪
写真映えもばっちり。お雑煮やおしるこを、
かわいいお椀でどうぞ。
椿ふた付きおわん／大：880円、小：660円

［インテリア、生活雑貨］ 南館1F tel：022-378-2031ｓａｌｕｔ！

かわいいトラ柄ソックスはいかが♡
思わず2度見⁉ 癒し系のトラがタワーに！　
段 ト々ラソックス 各385円（３足 1,100円）

［ソックス、インナー、ウェア］ 南館2F tel：022-378-1134
チュチュアンナ

初春のテーブルにお似合いです
梅と鶯をモチーフにしたフェルトのランチョンマット。
透かし柄がおしゃれ♪
各110円

［100円ショップ］ 北館２F tel：022-343-1566ワッツウィズ

手づくりキットでお正月
干支置物の材料の他、金屏風やもうせんまで1セットに！ 
完成後、すぐに飾って楽しめます。
つまみ細工のかんざしは、和装のおしゃれに。
京ちりめん 干支キット 幸運の寅 1,210円
京ちりめん つまみ細工キット お花のかんざし 各1,155円

［毛糸、生地、手芸、服飾材料］ 北館2F tel：022-777-4147ユザワヤ

ご来館の際は
マスクを
着用ください

こまめに
手洗いや消毒を
しましょう

レジに並ぶ際は
距離をあけて
ください

新しい
生活様式
実践中 ご協力お願いします
大変恐れ入りますが、体調がすぐれない場合のご来館はご遠慮ください。

感染症対策へのご協力をお願い申し上げます。

ご来館の際は
マスクを
着用ください

こまめに
手洗いや消毒を
しましょう

レジに並ぶ際は
距離をあけて
ください

新しい
生活様式
実践中 ご協力お願いします
大変恐れ入りますが、体調がすぐれない場合のご来館はご遠慮ください。

感染症対策へのご協力をお願い申し上げます。

「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/ 21 金

アーティストコメント

17:00～

新しい年が始まりますね。いろいろな意味で、人生の新たな節目を迎える方もいらっしゃ
ることと存じます。今回は「新」と「人生」をテーマに、ボブ・ハガード『What’s New?』、
ミシェル・ルグラン『What Are You Doing The Rest Of Your Life?』などを演奏いたします。

2 0 2 2 . 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

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

毎回大人気♪ 卵・乳製品・白砂糖不使
用のヴィーガンスイーツ。身体に優しい、ヘ
ルシーな美味しさを新しい年の定番に！

1/19●水 
10：00～ ※なくなり次第終了

南館1F ノースコート

限定OPEN！

お茶のひと時に、そしてちょっとした手土産にも。ふっくら丸い、大玉のお団子はいかが？ 
みたらし、よもぎ等10種類以上の味が登場します。

1/21●金 ～30●日

tel：092-406-6742（北河）（株）Tグループお問い合わせ

「珀屋」和菓子販売
南館1F ノースコート
10：00～20：00

期間限定OPEN！

障がいのある子どもたちの可能性を応援したい、との想い
から三菱地所が2002年にスタートした絵画コンクール。全
応募1,147作品から審査を経て選ばれた優秀賞50作品
を展示します。会場ではコンクールへの応募をきっかけにプロ
の作家として活動している二人を取材した映像も公開！

10：00～20：00

1/8●土 ～10●月●祝 
南館1F センターコート

https://kira-art.jp/優秀賞および全応募作品はHPで！

キラキラっとアート
コンクール優秀作品展

第20回

「手のくらし」
おおみや
かずき さん
（17歳）

「蛇口」
わたなべ
じゅんや さん
(14歳)

moi! Tapio
M o n t h l y154vol.January 2022

手土産と、おもてなし
美味しさで、にっこり、初笑い

CONTENTS

1月のTapio
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MAAGO®
孫のことなら

WELCOME
Tapioさぁ、新しい1年の始まりです♪

2022お正月特集

ふんわり、優しい春色が嬉しい。

新年の宴にぴったりのテーブルウェアで

心華やぐひと時を演出しませんか。

縁起の良い金銀だるまの箸留にも

注目が集まりそうですね。

10：00～20：00

100年にわたるお祭りや伝統芸能の衣装制作で培った技術やノウハウを活かし、愛
着をもって末永く使える品 を々お届けします。好評いただいているSAPPAKAMAや
KAPPOGIのほか、新商品の受注会を行います。

1/8●土 ～10●月●祝 

期間限定OPEN！

お問い合わせ （株）京屋染物店 en・nichi tel：0191-23-5161

南館1F ノースコート

en･nichi 京屋染物店

12 31 1 2

1 31 1
〈一部店舗は営業時間が異なる場合がございます〉

全館休館 通常営業

初
売

年末年始
営業時間の
お知らせ

タピオ ジルベスターコンサート 2021
20：00～

トランペットとピアノによる大人のジャズをお届け

YouTubeで
ライブ配信!

12/31●金 

全国から集めたハンドメイドのセレクトショップ
Azukicafeが今年も南館２Fに期間限定オープン！ アク
セサリー、ファッション、インテリア、雑貨、イラスト、アート、
フードなど厳選された50名の作家の作品を販売いたし
ます。こだわりの一品、ここでしか出会うことができない
お気に入りの１点を探しに、ぜひお越しください！

1/2●日 ～3/27●日 

期間限定OPEN！ Azukicafe
南館2F

お問い合わせ Azukicafe tel：090-2987-2621

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

※館内での観覧は募集を締め切りました。
詳しくはタピオHPをチェック！ 

演奏

トランペット
類家心平

ピアノ
中嶋錠二

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

若狭塗 箸留ペアギフト 3,850円
萩焼 小鉢４点セット 2,750円
アフタヌーンティー・リビング
［インテリア、生活雑貨］ 
南館1F tel：022-355-7637

若狭塗 箸留ペアギフト 3,850円
萩焼 小鉢４点セット 2,750円

ショップ＆サービス

フードコート

レストラン
※フードコート・レストランともに18：00ラストオーダー

10：00～18：00
10：00～19：00
11：00～19：00

ショップ＆サービス

フードコート

レストラン

9：00～20：00
  9：00～20：00

11：00～20：00




