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Woman

椅子を修理する仕事
店の裏手には鹽竈神社。多 くの観光客
バンクはあります。店先には櫻井さん夫妻

が行き交うメインストリート沿いに、チェアー
が修理した椅子が並び、道行く人が目を止
めたり、手で触れてみたり、実際に座ってみ
オープンからまだ か月ほど。それでも、

たり…、自然にお客様との会話も弾みます。

に加え、自分の看護技術が追い付いていない

難しさがあります。命を預かる現場の重圧

が必要だったり、看護にも一般の病院と違う

ったため、注射や点滴などにも細心の注意

様々。長いこと体を動かせず血管が細くな

センターへやってくる子供たちの症状 も

抱える子供たちの看護にあたってきました。

療育センターに勤務。心身に様々な障がいを

うです。大学を卒業後、仙台市の拓桃医療

れず、医療福祉の道を目指す決心をしたそ

触れ合ったときの楽しかった思い出が忘れら

のとき、養護学級を訪れた際に障がい者と

そんな邦子さんの前職は看護師。中学生

「命」を支える仕事

しいです」と夫婦で喜びをかみしめています。

たり、わぁと驚いてくれて笑顔になるのが嬉

手に渡すと、キレイになったねと言ってくれ

ない工具 を 手に奮闘。
「 修理してお客様の

シートを留め付けるエアータッカーなど慣れ

み入れました。裁断用のハサミやロックミシン、

ため、今月から椅子張り職人の道へ足を踏

子育てをしながら、多忙なご主人を手伝う

とには、次々と修理の依頼が。邦子さんは

子張技能士
＂の国家資格を持つ優さんのも

宮城県内では数人しかいないという ＂
一級椅
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Working × Woman ／櫻井 邦子

幸せを運ぶ
「椅子の看護師」
平成26年8月、鹽竈神社の表参道そばにオープンした

椅子の張替・製作・修理の専門店「CHAIR BANK（チェアーバンク）」。
ダイニングチェアやソファ、長年保管してきた形見の椅子、

使い古してボロボロになった車のシート、歯科医の診療用ユニット、

海の街・塩竈ならではの船舶シートなど、ありとあらゆる椅子の修理依頼が舞い込みます。
今回は、椅子張り職人の櫻井優さんとともに、

チェアーバンクを支えている奥様の櫻井邦子さんにお話を伺いました。

profile

櫻井 邦子（さくらい くにこ）さん
昭和57年7月2日生まれ、秋田県
出身。地元の大学を卒業後、拓桃
医療療育センター（仙台市）に看
護師として勤務。その後、椅子張
り職人の道を歩み始めた夫・優さ
んと、埼玉へ。チェアーバンクの
開店に伴い、平成26年12月から
優さんの手伝いを始める。また、
2歳の息子さんの母でもある。

1

期もあったそうです。それでも、
「 看護の技

のではないかという 不安 を 抱え、悩んだ時
術はいつでも身に付けられるけど、人との関
わり方を学べるのは今しかない」という先輩
の言葉を励みに、親身になって患者と接し
てきました。

塩竈への想い
結婚後 もしばらくは看護の仕事 を 続け
なり、邦子さんは夫の仕事を支えていこう
私たちも一緒に盛り上げたいですね」と目を

という 取り 組みは素 晴 らしいと 思います。

てきましたが、優さんがお店 を 開 くことに
と心に決めました。塩竈とはほとんど縁が
輝かせます。

椅子張り職人へ

なかった二人でしたが、松島町出身の優さん
は、塩竈市に商店街活性化事業 ＂
シャッター
邦子さんは「 神社のライトアップとか、毎朝

オープン・プラス事業
＂があることを知り応募。

今年、＂
開店
＂ という人生の転機を迎えた
邦子さんにとって、平成

聞こえてくる笛の音とか、お祭りでねり歩
く 山車など、塩竈はとても賑やか。このよ

人として飛躍する年。優さんからも、＂
一級

年は椅子張り職

うな場所にお店を構えられたのは、何かの

「塩竈復興 ! 新春ディスプレイコンテスト」は、平成26
年12月27日から平成27年1月14日まで塩竈市内で
開催されます。詳しくは、次のページをご覧ください。

椅子張技能士
＂の取得を目指して欲しいと

住
所／塩竈市西町3-17
T E L ／022-794-7688
定 休 日／日曜日
営業時間／9：00～18：00

縁だと思います」と街の魅力を存分に感じ

CHAIR BANK

お願いされています。
「 今はまだ、夫が夜通

（チェアーバンク）

ています。今では二人とも塩竈のファン、地

う 少し力になれるよう、しっかり仕事 を 覚

、たく
かりですが
ば
た
し
ン
りがた
まだオープ
てくれて、あ
来
が
様
客
さんのお
を 開け た の
塩竈でお 店
。
す
で
と
いこ
地域の方々
うので、
思
と
だ
縁
も何かの
ができれ
のお手伝い
化
性
活
に
と一緒
います。
ばと思って

しで作業をすることもあるので、来年はも

年末年始に開催される「 塩竈復興！ 新

for W

域活性の役に立ちたいと考えています。
春ディスプレイコンテスト」を控え、チェアー

を増やしていきたいです」。人の命を支える
看護師から、椅子に新しい命を吹き込む「椅

えたいです。もっと腕を磨いて、できること

竈神社を訪れる観光客向けの休憩スペース

子の看護師 」へ。邦子さんは大きく 羽ばた

バンクでは椅子を作る教室や、正月中に鹽
の設置、正月らしい椅子の展示などを企画。
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こうとしています。

椅子の修理・製作・張替

店 舗
DATA

邦子さんは「 街をあげて、人を呼び込もう

ge an
Meosrksina
g × Wom
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前回、大盛況に終わった「塩竈復興! 新春ディスプレイコンテスト」
を、今回は参加店を40店舗に拡大し開催します! 塩竈のまち歩
きをしながら、新春の彩りをした専門店を巡ってみませんか？
新春の塩竈へお越しいただくお客さまに、復興に向けて力強く歩んでいる姿を見て
いただこうと、参加各店が店頭のショーウィンドウや店内に
“新しい年・希望の春の
彩り”
を演出し、お客さまをお迎えします。各店それぞれ工夫を凝らした演出となって
おりますので、ぜひ参加店に立ち寄って、お気に入りの演出に人気投票ください！
2014年

2015年

12/27（土）～1/14（水）

期 間

塩竈市内の参加各店

会 場

※参加店は次ページから6ページにかけて掲載しています。
※参加店の営業時間・休業日をご確認のうえご来店ください。

投票方法

参加各店に備え付けの投票用紙に得点を
記入し、
その店の投票箱にご投函ください。

1店でも
投票いただくと
抽選で下記を
プレゼント！

※写真は前回のディスプレイの様子です。

参 加 店 を め ぐっ て 楽 し み な が ら 得 し ち ゃ お う！
お店めぐり特典③

お店めぐり特典①

投票特典:特別賞 ご投票者から抽選で
お菓子の詰合せや蒲鉾詰合せ・塩竈地酒セットなど、

参加各店の自慢の景品を40名様へ進呈！
味噌・醤油セット

靴下セット

蒲鉾の詰合せセット

アクタレイア（本誌）ご持参特典

各店お得な特典が盛りだくさん! この機会に是非
いろんなお店をめぐって塩竈の魅力を体感ください！

次ページから6ページに記載のある各店情報の■は、
コンテスト期間中のアクタレイア42号
（本誌）
ご持参特典
ですので、
ぜひ本誌を持って参加店へお越しください！
※ご持参特典がない店舗もございます。

お店めぐり特典②

※写真は景品のイメージです。

あきんど

投票特典:商人賞 ご投票者から抽選で
参加各店で使用できる
お買物券1,000円分を

100名様へ進呈！

※お買物券はイメージです。

※当選の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。
※記載内容は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

塩竈観光物産案内所に、コンテスト情報
を掲示していますので、ぜひご覧ください！
JR仙石線:本塩釜駅前
の「塩竈観光物産案内
7 」
所
（参加店●）
にコンテ
スト情報を掲示していま
す。
また、塩竈の観光ス
ポットやイベント情報な
ども充実しておりますので、
ぜひお立ち寄りください！

《塩竈市 平成26年度商業復興加速支援業務委託事業》
3

12 ・
●ラ
ムスタッシュ（足と靴の専門店）

6
●しおがま
・まちの駅（地元物産）

足のトラブルのことなら、
当店にご相談ください！

藻塩や海苔など、
しおがまの
名産品や市民の手づくり作
品などを多彩に取り揃えた
物産館です。みなさまのお
越しをお待ちしております。

全品5%引き

13
●まちカフェ
竹下園

DATA

DATA

住所／塩竈市本町1-1 壱番館1F
☎022-365-2910
営業時間／10:30～19:00（土・日・祝は18:00まで）
休業日／12/30～1/1

住所／塩竈市海岸通5-6
☎022-367-9651
営業時間／9:30～17:00
休業日／なし

7
●塩竈観光物産案内所

美味しいコーヒーと素敵な
作品、楽しい講座があるカ
フェです。

子供靴・婦人靴・紳士靴を
各種取り揃えておりますの
で、
ぜひご来店ください。

住所／塩竈市海岸通10-18 小松ビル1F
☎022-365-4334
営業時間／10:00～売切れ次第終了
休業日／12/28、
30～31、
1/2～4、
8、
11～12

3
●クロスサイ
ト塩釜店（セレクトショップ）
オトナの女性がもっとステ
キに輝くお手伝いをするセ
レクトショップです。

全品8%引き

コーヒーサービス

DATA

DATA

DATA

住所／塩竈市尾島町28-5
☎022-362-4301
営業時間／9:30～18:00
休業日／12/31～1/1

10
●旬舞
（酒と料理）

住所／塩竈市海岸通10-1
☎022-367-3396
営業時間／10:00～18:00
休業日／12/28～1/4

4
●エルフィン
（Lサイズサロン）
お昼はリーズナブルなラン
チ、夜は牛たんと旬の肴が
食べられる居酒屋です。

ミセスのLサイズを中心に
品揃えしたブティック。自分
に似合う洋服・小物が見つ
かりますよ！

ドリンク一杯サービス

DATA

DATA

DATA

住所／塩竈市海岸通1-21
☎022-367-3371
営業時間／11:30～14:00、18:00～22:00
休業日／12/28、1/4、11

11
●メガネギャラントリー塩釜本店

猫雑貨に囲まれて、和やか
なティータイムをお楽しみく
ださい。

トラベル
レンズペーパー進呈

粗品進呈

DATA

DATA

住所／塩竈市海岸通1-16
☎022-362-4358
営業時間／10:00～18:00（日曜は17:00まで）
休業日／12/30～1/1

住所／塩竈市海岸通8-10
☎022-365-5550
営業時間／10:00～18:00
休業日／12/28～1/4

5
●にゃんこ日和
（喫茶・猫雑貨）

「視る、聴く」のサポートで、
毎日を積極的に楽しむ皆
様を応援します。

次ページにも
参加店情報と
参加店マップが
掲載されています！
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お買上1,000円以上で
オリジナルラスク1袋進呈

おしゃれ大好き主婦の店。
大人カワイイ、
ゆったりサイ
ズもございます。

潮の香りがする港町の場
末の酒場です。辛いオリジ
ナル料理が自慢です。是
非、
お越しください。

住所／塩竈市本町2-4 福釜ビル1F
営業時間／18:00～22:30
休業日／12/31～1/1 ※変更の場合あり

しっとり・モチモチの食感が
美味しい、ヘルシーな米粉
パンの専門店。

DATA

9
●キクヤ洋品店
（婦人服）

全品5%引き
（一部除外品あり）

16
●さらい
（塩竈オリジナル料理）

2
●ロティエナ
（米粉パン）

住所／塩竈市尾島町1-10
☎022-362-3226
営業時間／10:00～20:00
休業日／1/1～2

改装後の店内で、
ごゆるり
とおくつろぎください。

住所／塩竈市宮町2-42
☎022-362-0035
営業時間／9:00～17:00
休業日／1/3～5、11 ※変更の場合あり

住所／塩竈市北浜1-6-3
☎022-361-1411
営業時間／9:30～18:00
休業日／12/30～1/3

海事図書は東北一の品揃
えと実績。料理本の充実
はプロも一見の価値あり
ですよ！

DATA

DATA

15
●太田與八郎商店
（みそしょうゆ）

ちぎり天1個進呈

DATA

住所／塩竈市海岸通5-7
☎022-362-2525
営業時間／10:00～16:00（土・日・祝は9:00から）
休業日／なし

8
●嶋屋書店

住所／塩竈市本町1-1 壱番館1F
☎022-362-0291
営業時間／10:00～18:00
休業日／1/1

蒲鉾の水野は創業以来、
安心できる素直なおいしさ
を作り続けています。

塩竈のゆるキャラ
缶バッチ進呈

DATA

DATA

14
●兄弟屋靴店

1
●蒲鉾の水野
本店

塩竈の観光名所や美味し
いお店、
イベント情報などを
ご案内いたします。

ブレンドコーヒー
50円引き

住所／塩竈市本町1-1 壱番館1F
☎022-365-1041
営業時間／11:00～16:00
休業日／12/28～1/4 ※変更の場合あり

総勢40店舗
で開催!

住所／塩竈市海岸通6-14 新橋ビル1F
☎022-367-5040
営業時間／10:00～18:00
休業日／1/1、5、12

前ページにも
参加店情報と
コンテスト概要が
掲載されています！

参 加 店 を め ぐっ て 楽 し み な が ら 得 し ちゃ おう！
27
●チョコレート工房
クレオバンテール

22
●さかもとミシン
（ミシンと生地）

塩竈の藻塩を使用したチョ
コレート、焼き菓子、
ケーキ
もございます。

手づくり和柄バンダナ進呈

住所／塩竈市南町3-12
☎022-362-3073
営業時間／9:30～18:00
休業日／12/28～1/1、7、14

DATA

DATA

DATA

コ

ホ テ イヤ

コ

28
●ＫＯＣＯ
（理・美容室）

ロングセラーの「 東 太 平
洋 」、藻 塩・ギバサを練り
込んだ
「藻なかさぶれ」、老
舗の味をご賞味ください。

家庭用ミシンと、生地・手
芸用品の専門店。生地の
ことなら、
お気軽にご相談く
ださい。

チョコロン1個進呈

住所／塩竈市本町6-4
☎022-781-8301
営業時間／9:30～18:00
休業日／12/30～31、1/6～8

17
●梅花堂
（和菓子）

18
●すずらん本町店
（婦人服）

23
●布袋屋
（きものと帯）
理容・美容・ブライダル・フ
ォトスタジオ完備の地域密
着ファミリーサロンです。

住所／塩竈市本町2-5
☎022-366-1173
営業時間／9:00～18:30（土・日・祝は18:00まで）
休業日／1/1

着物の染抜、
染替え見積り
無料。布袋屋きものクリニ
ック開催中！

ミセスのトータルファッシ
ョンはお任せください! 旬
の装いのお手伝いをいた
します。

お茶または
コーヒーサービス

住所／塩竈市佐浦町7-12
☎022-366-2356
営業時間／8:30～18:00
休業日／12/31～1/1、4～7

DATA

DATA

DATA

住所／塩竈市本町3-7
☎022-365-3760
営業時間／9:00～18:30
休業日／1/1～3、5、12

24
29
α
●ユアシセイ
ドウ ひらやま（化粧品） ●カフェ＋
ちょっと寄っていい感じ。化
粧品と化粧小物の専門店。

四季折々の季節の果実と
珍しい果 物までいろいろ
取り揃えております。

20
●エレガンス荒井
（アクセサリー）
楽しい雑貨・天然石の専門
店。時計・宝飾品の修理も
承ります。
お買上総額から10%引き
（一部除外品あり）

DATA

住所／塩竈市本町6-9
☎022-362-4527
営業時間／10:00～18:30
休業日／なし

26
●ひろ埜
（伊万里焼・有田焼）

小さなビーズの粒が大人の
アクセサリーに大 変 身 !
修理・リメイクも承ります。

住所／塩竈市本町5-25
☎022-362-3782
営業時間／10:00～18:00
休業日／12/31～1/1

21
●八百市商店
（青果と日用食品）
ご注文金額の多少に関わ
らず商品配達してくれる町
の八百屋さん。

伊万里・有田焼の専売店。
手 描きの品に拘り名 匠・
作家の品を数多く揃えて
おります。

お買上500円以上で
ラベンダーのサシェ進呈

全品15%引き（特価品除く）

住所／塩竈市本町3-4
☎022-367-7901
営業時間／9:30～17:30
休業日／12/31、1/4

DATA

DATA

DATA

住所／塩竈市本町12-6
☎022-352-4077
営業時間／11:00～18:00
休業日／12/31～1/4

住所／塩竈市本町4-5
☎022-362-0235
営業時間／9:00～18:00
休業日／なし

温かい人間味、
こだわり、
古き良きなつかしいお店
です。あなたにとっての
“こ
だわりの宝物”
をみつけて
ください。

DATA

DATA

31
●オフルーム
（天然石・アクセサリー）

ほうじ茶サービス

DATA

住所／塩竈市錦町4-3
☎022-366-6711
営業時間／11:30～17:00
休業日／12/29～1/6、13

25
●タンヨ玩具店

住所／塩竈市本町9-28
☎022-364-0562
営業時間／9:00～18:30
休業日／1/1、11～12

おいしい「なまどら焼」
と多
彩な菓子でご来店をお待
ちしております。

ミニデザートサービス

DATA

DATA

30
●渡辺果実店

19
●菓匠
榮太楼
美味しいお食事と寛ぎの
空間、
そして大人の習い事
もお楽しみください。

お茶とハンドマッサージ

住所／塩竈市本町10-4
☎022-362-0465
営業時間／9:30～18:30
休業日／12/28、1/1、11

住所／塩竈市本町4-3
☎022-362-3032
営業時間／10:00～18:30
休業日／12/31～1/1、4、11

住所／塩竈市南町1-13
☎022-362-1252
営業時間／8:30～18:30
休業日／1/1～4、11

5

38
●十字屋本店
（珍味）

35
●荻原醸造
（みそしょうゆ）
地酒の肴の一品に。
ほやの
塩から創製61年目。

味噌と醤油の専門店。江戸
時代の店舗でホッコリしま
せんか。

新商品の試食サービス

チェア ー

バンク

美と健康の素、発酵・酵母
菌の健康食品専門店です。

33
●おさんこ茶屋本店
（だんご）
昔ながらの竈で炊き上げた
お米でつくるだんご、
五色の
味をご堪能ください。
べつ腹だんご＋甘酒で
50円引き
（店内飲食のみ）

ダイニングチェア張替え20%引き

DATA

DATA

DATA

住所／塩竈市西町3-17
☎022-794-7688
営業時間／9:00～21:00
休業日／12/28、1/5～7、11

37
●ドッグステーション
マンダリンオレンジ

餃子にこだわり50余年。
野菜や豚肉は宮城を中心
に厳選して作っています。
直売価格でご提供！

住所／塩竈市本町11-12
☎022-362-0946
営業時間／9:00～17:00（売切れ次第終了）
休業日／12/27～28、30、1/5

34
●阿部勘酒造店

ストレスなく過ごせる愛犬
ルームが広く明るいお店で
す。他とは違うドッグランも
好評です。

おまけの餃子進呈

手間暇を掛けて丁寧な酒
造りを心がけています。塩竈
の食材と合わせてお召し
上がりください。

愛犬用おやつ進呈

住所／塩竈市藤倉3-12-12
☎022-794-7331
営業時間／10:00～17:00
休業日／12/31～1/8

DATA

DATA

DATA

住所／塩竈市貞山通3-3-27
☎022-364-8211
営業時間／10:00～18:00
休業日／12/30～1/4

住所／塩竈市本町11-5
☎022-362-0441
営業時間／9:00～19:00（日・祝は18:00まで）
休業日／1/7、14

椅子の修理・張替えの専門
店。座り心地のよい椅子を
お求めの方は是非お立ち
寄りください。

お買上1,000円以上で
粗品進呈

40
●はちやの餃子
（餃子の直売所）

全品5%引き
（一部除外品あり）

DATA

トヨフサト

住所／塩竈市西町3-12
☎022-362-0453
営業時間／10:00～17:00
休業日／12/30～31、1/4～5

39
36
●豊富郷
マリンゲート塩釜本店（地元物産） ●CHAIR
BANK（椅子の修理・張替）

住所／塩竈市港町1-4-1 マリンゲート塩釜1F
☎022-343-9310
営業時間／9:00～17:00
休業日／1/1、6、13

塩 竈 の 蔵 元 地 酒を全て
取り揃え、試飲や飲み会も
できる酒店。

玉こん進呈

DATA

DATA

住所／塩竈市藤倉3-5-7
☎022-362-1231
営業時間／9:00～17:00
休業日／1/1～3 ※変更の場合あり

32
●熊久商店
（地酒・銘酒）

住所／塩竈市西町3-9
☎022-362-0251
営業時間／8:30～17:30
休業日／12/28～1/4、10～12

※記載内容は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。《塩竈市 平成26年度商業復興加速支援業務委託事業》
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開催
株式会社ゆいネットが運営している「ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ」では、将来カフェや飲食店を開きたいと考えている人たちの
スキルアップを応援する施設として利用者を募集しています。多人数分作ってみたい! お店で実際に給仕してみたい!
自分の料理への意見がほしい! 実践の場がほしい、
と飲食店を目指すあなたにとって必要な実践の学び場をみやカフェがご提供します。
※「チャレンジカフェの予定はWEBにて。」 http://www.miyacafe.net/

チャレンジカフェ 第5・6・7弾
今回のチャレンジカフェは特別編。第5・6・7弾と3回シリーズで
福島県南相馬市のお母さん方をお招きし、地域の食材を使ったお
惣菜の作り方を教わりました。
海と山に囲まれた土地柄、地域よって惣菜も様々。今回は鹿島地
区にある漁協婦人部のお母さん「からすやがまし姫」にお越しいただ
き、
つぶ貝の生姜煮やヒラメのから揚げなどを、
北郷地区のお母さんた
ちからは、
「北郷弁当」
にも登場したメニューを教えていただきました。
講義の後は試食タイム。冗談好きなお母さんたちで終始なごやか
なムード。南相馬に縁のある方も参加してくださり、美味しく、楽しい
講座となりました。

チ ャレ ン ジ カ フ ェ 第 8 弾
参加者募集のお知らせ

第8弾 「広報やPRのコツを学ぼう」

いつかカフェを開きたい・
・
・
そんな夢をもっている人たちの勉強の場をつくります
「いつかは自分のお店を開きたい、
そのためにはもう少し実務を
知りたい」
そんな方への勉強会のお知らせです。ブログやフェイス
ブックで自分の料理をPRしたい、簡単にワードでチラシをつくりた
い…そんなPRの場に必要な
「商品（料理）写真」。お店を開く前に
知っておきたい、お店を開いたからこそ勉強したい、皆さんと学ぶ
勉強会を
「チャレンジカフェ」
と題して開催します。

チャレンジカフェ
勉強会

～スマホで撮る料理写真、おいしく見せるコツを学ぶ～
今回は、WEB制作会社ミライトス株式会社 代表取締役の鈴木圭介さんに、
スマートフォンで料理
写真のコツを伝授していただきます。講座終了後は、鈴木さんを囲んで食事をしながら懇談会を。

■日
付
■会
場
■参 加 費
■問 合 せ

平成27年1月19日
（月） 18時～20時
ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ 仙台市青葉区一番町2-3-30 壱弐参(いろは)横丁
2,000円（税込）食事代込 ■定員 10名 ■持参物 スマートフォン
地域ビジネス創出支援チーム
（株式会社ゆいネット）
TEL.022-726-0341 E-mail info@chiiki-biz-sendai.net

1日だけ自分のお店をやってみたい! そんなチャレンジカフェ出店チャレンジャー募集

地域ビジネス創出支援チーム
（株式会社ゆいネット）
TEL.022-726-0341 E-mail info@chiiki-biz-sendai.net

① ゆうCafé
地下鉄富沢駅から徒歩10分。大野田小学校
の隣にある「ゆうCafé」。気の合う仲間が集ま
る店にしたいと2組の同級生夫婦がオープンし
たカフェ。10種類以上の香辛料を独自にブレン
ドしたチキンカレーはお店の看板商品。イタリ
アで焙煎したコーヒー「ローマの休日」をもじっ
て、薪火で焙煎したコーヒー「太子堂の平日」
など、オーナーの遊び心が見え隠れ、夜はアル
コールも飲める大人な空間です。

② ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ

Wメインset

お店を

気になる

CHECK！
冬本番! 澄んだ空気に星が
よく見える季節ですね。
冷えた体にホッと
一息できるカフェをご紹介します。

◎ゆうCafé

住所／仙台市太白区大野田六反田35-1 TEL／022-796-0266
営業時間／月・火・水11：30～18：00 木・金・土11：30～21：00
（夜Café17：30～21：00） 定休日／日・祝

※営業時間等、
確認のうえ訪問してください。

お得なセットが出来ました。

みやカフェは、宮城の食材を取り入れて作ったおかずを、チョッとずつお
皿に並べて、見た目にも健康を意識できるようなランチを提供します。
さらに、みやカフェではお得なランチセットが登場。１つめは「手作
りデザートset」。2つめは「Wメインset」、メインのお肉とお魚の両方を
プレートに乗せたよくばりセットです。どちらも、通常のランチ（750円）
に＋250円で召し上がれます。あなたはどちらを選びますか？
忘新年会などの宴会のご予約も5名様から受付しております。
（要予約・
料理8品、3,000円～、飲み物別）

◎みやカフェ

住所／仙台市青葉区一番町2丁目3-30
壱弐参横丁内
TEL／022-738-8278
営業時間／ランチ11:00～15:00
夜café17：00～21：00 L.O.20：30
（夜caféの営業は水・木・金）
定休日／12/30～1/1
http://www.miyacafe.net/
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TRY6チャレンジショップには

期間限定商品がもりだくさん!

出店 期 間

2015年

3/25（水）
まで

季節に合わせて新アイテムが続々登場!! ６ショップの個性豊かなこだわり商品を販売中！
デリバリー ロシア料理

ハンドメイドアクセサリー＆小物

umi

スラヴ料理
アリョンカ

ウミ

冬のおしゃれアイテム
として１つは持っておき
たい毛糸のターバン☆
暖かみのあるツイード
毛糸で仕上げました♪

日替わりロシア料理のお弁
当とスープのランチセットを
お届けしています
★ロシア料理のお弁当＆スープの
デリバリーランチ 750円
※料理写真はイメージです

（スープをボルシチに変更すると900円）
※店頭でも販売しています

詳細はこちらまで→090-9035-0626

★ウール１００％手編みの
あったかルームシューズ
3,500円

★ツイード毛糸で編んだ
冬のおしゃれターバン 1,500円

オリジナルの絵画と雑貨

アトリエ KAORI
カオリ

カジュアルバッグ＆小物雑貨

Paddy's Front Store
パ ディズフロントストア

A3サイズもすっぽり
入って荷物の出し入
れ簡単、
ジップ開閉
式のシンプルなトート
BAG！

スマホケース

MATA
handmade cases
マタ ハンドメイド ケーシーズ

MATAのスマホケースは、USA
コットン等を使用したオリジナル&
１点もの。
フルオーダーも受付中。

オリジナルキャラク
ター・想像の翼で羽
ばたく東北出身の
こけし
“ぴーこけ”
★ストラップ 540円
★缶バッジ 260円

★オリジナルポストカード 160円

仙台を中心に活動するファンタジー画家・石川かおりが
描く絵画がポストカードに。絵柄は約30種類！

★Rename
ビッグスクエア
トートバッグ
3,024円

バルーンアレンジメント

カラービンズ
マーケット

ウェディングや開店祝い・記念日
等のお祝いとして、バルーンをプ
レゼントしてみませんか？ ご予算
に合わせて、
ご相談承ります。

★EBANCE
リュックサック
3,888円
★gym master
カエル刺繍スウェット
フラップリュックサック
6,372円

★iPhone6ケース 5,000円
★iPhone6Plusケース 5,500円
※フルオーダーの場合は上記金額に＋1,000円

★アニバーサリーラブリーハートブーケ
5,400円～
※写真はイメージです
※表示価格はすべて税込です。 ※予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

ト ラ イシ ック ス

イベントINFORMATION
■

初売り※１階店頭で販売

1月2日（金） 7:30～16:00
1月3日（土）10:00～19:00

■

バレンタインフェア（予定）
1月下旬～2月14日
（土）
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仙台市青葉区中央2-5-8 東北ろっけんパーク2階 TEL／022-395-6121
営業時間／10:00～19:00（日曜日は17:00まで） 定休日／木曜日

http://tohoku-rockenpark.com/try6/

