大崎市 鳴子温泉

塩竈市

冬本番、冷え込む日が続きますが、
この時期だからこそできる体験があります。
たびむすびでは、マチアルキ、伝統行事の体験、
スタディツアーなど、
今しかできない体験が詰まった旅をご用意しています。

福島県 いわき市

スペシャルマチアルキ

本誌巻頭でもご紹介している「塩竈ディスプレイコンテスト」開催店舗を歩いてめぐる、
マチアルキを行います。
テーマごとに、おすすめの2コースをご用意しました。てくてく歩いて、塩竈の魅力を発見してみませんか？

塩竈おやつさんぽ

塩竈おつまみさんぽ

塩竈といえば、
かまぼこ？お寿司？意外にも、おいしいおやつのお店が
たくさんあるのです。
ゴマ、
クルミなど、人気のタレをひと口ずつ楽しめる、
お
さんこ茶屋の「べつ腹だんご」つき。
■出発日 2015年
■参加費

お一人様

1月10日（土）日帰り
1,500円（税込）（べつ腹だんご、保険料を含む）

■集合場所・時間

塩竈観光物産案内所 13時45分

■解散場所・時間

JR本塩釜駅 16時45分ごろ
行

塩竈には蔵元もあり、
日本酒のおいしい街でもあります。おつまみを探
しながら
「酒屋飲み体験」ができる熊久商店を目指しましょう。
「酒屋飲
み体験セット
（日本酒1杯＋店主おすすめのおつまみ）」つき。
■出発日 2015年
■参加費

お一人様

（お酒1杯＋おつまみ、東塩釜→本塩釜までの片道切符代、保険料を含む）

■集合場所・時間

JR東塩釜駅改札前 13時45分

■解散場所・時間

熊久商店 16時45分ごろ

程

塩竈観光物産案内所
↓
菓匠 榮太楼、太田與八郎商店など
↓
おさんこ茶屋
↓
JR本塩釜駅

1月13日（火）日帰り
2,000円（税込）

行

程

JR東塩釜駅
↓

十字屋本店など
↓

JR仙石線（電車移動）
↓

JR本塩釜駅
べつ腹だんご

↓

荻原醸造、
阿部勘酒造店など
↓

熊久商店

熊久商店ご主人・熊谷典久さん

■定員 各コース 10名 ■参加費に含まれないもの 自宅から集合・解散場所までの往復交通費、
その他個人的な費用
■申込方法 予約必須 TELまたはメールでたびむすびまで
■ご注意 ※スタッフが同行します。 ※参加費は、当日現金でお支払ください。 ※集合場所までのJRのダイヤは、各自ご利用の前にご確認ください。

スタディツアー

いわきの夜明けを見に

スタディツアー in いわき
東日本大震災の地震被害、津波被害のほかにも原発事故の
風評被害で大きな痛手を受けた、福島県いわき市。そんな中、
い
わき駅前の一角に、震災後にできた飲食店街をご存知ですか？
「夜明け市場」
はUターン、Iターン、
そして震災により店を失った店
主が集まり、
オープンした復興飲食店街です。ここ夜明け市場か
ら、地域発の元気が生まれ始めています。
たびむすびでは、
いわきを訪れて学ぶ、
スタディツアーを企画中。
夜明け市場プロジェクトの中心、事務局長の松本さんにお話を伺
うほか、
いわき市内を訪問予定です。詳しくは決定し次第、
たびむ
すびのサイトに掲載いたします。
どうぞお楽しみに！

■出発日 2015年

2月21日
（土）日帰り

夜明け市場、現在の店舗数は11店舗
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募 集型 企 画 旅 行

なつかしい山里の慣わしに会いに行く

鬼首の小正月

地域に伝わる
行事と食文化

3月1日（日）日帰り
お一人様 7,000円（税込）

■出発日 2015年
■旅行代金

■集合場所・時間

仙台駅東口

観光バス乗場

9時20分

■添乗員 同行しません ■定員 25名（最少催行人員20名）
■旅行代金に含まれるもの
往復貸切バス代金、
イベント参加費（軽食含む）、保険料
■旅行代金に含まれないもの
自宅から集合・解散場所までの往復交通費、昼食代、
その他個人的な費用
「雪中田植」豊作を祈念します

行

旧暦1月15日は「女の年取り」
とも言われる小正月。鳴子温泉鬼首地区では、
地域に伝わる小正月の風習を残そうと、小正月体験イベントを毎年開催していま
す。かんじきをはいて雪の中を歩き、
その年の豊作を願う雪中田植など、小正月行
事の体験を通して鬼首地区を知り、地域の皆さんと交流を深めます。帰りたいふ
るさとがきっとひとつ増える、
そんなツアーです。

9:30 仙台駅発
（東北道）
↓
12:00 鬼首地区イベント会場
↓
19:30 仙台駅着

お泊りをご希望の方には、
オプションで温泉宿泊プランをご用意しています

東鳴子温泉 旅館大沼
■宿泊代金／お一人様

程

※下記プランは平日もご利用いただけます。
（ただし、祝日・振替休日・特定日は除きます）

鳴子温泉 登良家旅館

7,000円（税・サービス料込）

■宿泊代金／お一人様

※別途入湯税150円がかかります

6,480円（税・サービス料込）
※別途入湯税150円がかかります

■食事／夜食1回（おにぎり2個）、朝食1回。別途夕食をご希望の
場合1,800円（税込）追加。前日17:00までの予約。
■お部屋／本館又は湯治館利用
（いずれも原則バス・
トイレなし）
■チェックイン／14：00
（最終チェックイン20：00）
■チェックアウト／10：30
（通常10：00）
■お支払い／チェックアウト時に現金にてお支払いください。

■食事／夜食1回（おにぎり2個）、朝食1回。別途夕食をご希望の
場合2,160円
（税込）
追加。前日17:00までの予約。
■お部屋／和室6畳
（バス・
トイレなし）
■チェックイン／15：00
（最終チェックイン21：30）
■チェックアウト／10：00
■お支払い／チェックアウト時に現金にてお支払いください。

募集型企画旅行

国連防災世界会議に伴う

オプショナルツアー実施のお知らせ
2015年3月、仙台市で
「第3回 国連防災世界会議」
が開催されます。
国内外から多くの参加者が集まり、国際的な防災戦略について話し合われ
る国連主催の大きな会議です。第1回は横浜市で、第2回は神戸市で開催
され、第3回は東日本大震災の被災地である仙台で開催されます。
会議の期間中、
たびむすびでは
「震災について知る」
「 東北の魅力を再
発見する」
さまざまなツアーを企画しています。
会議で東北を訪れた方、東北にお住まいの方、
そしてそれぞれの地域で
復興に向けて活動されている方、
どなたでもお申込みいただけます。旅を
通して交流を深め、
これからの防災と地域について考えるまたとない機会
です。詳しい内容は、
たびむすびのWEBサイトで。

一関「世嬉の一酒造」

株式会社 たびむすび （一社）全国旅行業協会正会員
お申込み・
お問い合わせ

南三陸町語り部による学びのプログラム

宮城県知事登録旅行業2-344号

たびむすび営業部（㈱ゆいネット内） 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-14 花京院ビル12F TEL.022-748-6230 FAX.022-726-0343
営業時間：月～金 9:00～17:00 ※画像はイメージです。 ※事情により行程が変更になる場合がございます。 ※上記アドレスからのメールを受信できる状態でお問い合わせください。

取消料等詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しします。内容を事前にご確認の上、お申込みください。
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「いつか何かを始めよう」と考えていた皆さんや、震災をきっかけに「何かを始めたい」と決心した皆さんを応援する
「ちっちゃいビジネス開業応援塾」を開催しています。起業したばかりの先輩や、ベテラン起業家のお話を伺ったり、
自分の「ゆめ」をまとめたりする講座です。受講生の皆さんと一緒に、新たな一歩を見つけましょう
！

第3回 先輩起業家視察ツアー

マリアット

TRY6

EKTステーション

クロスロード

ガレリア・フェニーツェ

第3回 専門家懇談会

11月18日
（火）、
「 第3回先輩起業家視察」
を開催
し、仙台市中心部の雑貨店やギャラリーなどを視察しま
した。期間限定の1坪ショップが集まるTRY6チャレン
ジショップと、
そのTRY6を卒業した女性3名が運営す
るEKTステーション、個展や展示販売のために低料金
でギャラリーを貸し出しているクロスロード、
「ちっちゃい
ビジネス開業応援塾」の卒業生・佐藤貴子さんが11月
11日にオープンしたばかりのガレリア・フェニーツェ、東
日本大震災の津波被害から再起した麻創作服マリア
ットを訪問。それぞれのオーナーからビジネスへの熱い
想いや、起業する上でのポイントなどを伺いました。

第7回&第8回 ワークショップ

11月10日
（月）、鈴木利昭
司法書士事務所の鈴木利
昭先生を招き、第3回専門家
懇談会「ちっちゃいビジネスを
始めるために必要な会社設立
の知識」
を開催しました。主に
株式会社と合同会社の違いや
それぞれのメリット、設立までの
ステップなどを学び、懇談会で
鈴木利昭先生
は受講生からのさまざま質問を
鈴木先生に答えていただきました。
「法人化を検討するために、基本的
な知識を得られて良かった」
などの声が上がりました。

10月9日
（木）
、
「 第7回&第8回
ワークショップ～商品を魅力的に
撮る！～商品写真撮影講座」
を、
座学と撮影実習の2部構成で実施
しました。
フォトオフィス CHIBAの
千葉裕幸先生を講師に迎え、
前半
の座学ではシャッタースピードや絞 千葉裕幸先生
り、ISO感度などカメラの基礎知識を丁寧に説明していただきました。
後半は受講生が持ち寄った雑貨をテーマに、千葉先生がカタログ写
真とイメージ写真の撮影デモンストレーションを行いました。受講生から
「カメラの使い方はある程度知っていましたが、実例をもとに学び直せて
良かったです」
などの感想が寄せられました。

基本講座
「めざせ！ちっちゃなかわいいカフェ・飲食店」Part2
11月26日
（水）
より、
「めざせ! ちっちゃなかわいいカフェ・飲食店」Part2が始まりました。地
域の食材を使ったカフェやレストラン、
その他飲食店を始めたいという方々を対象に、12月17
日
（水）
まで全9回の講座で会社の形態や事業計画、売上、
マーケティングなど自分の「ゆめ」
をビジネスへとつなげるためのプロセスを学んでいます。また、希望者には事業化へ向けて事
業計画等を作成する
「設立講座」
も行なう予定です。
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受 講 生をご 紹 介します！
先の東日本大震災では雇用を生み出す企業も多く被災し、未だ多くの問題を抱えています。雇用される機会を待つのではなく、
自ら雇用の場を作る人を育てようと、仙台市では新たなビジネスを起こす「起業」へ導くための様々な支援を展開中です。
仙台市の委託事業「ちっちゃいビジネス開業応援塾」で学んだ受講生の皆さんの活躍ぶりをご紹介します。

癒しの美術館
「Galleria

Fenice ガレリア フェニーツェ」オープン！

油絵からパステルやアクリル画など、画家とし
て幅広く活躍してきたTAKAKOさん。小さいころ
からTAKAKO美術館を開くのが夢でした。
オープ
ン日を今年の11月11日と心に決め、起業準備の
ため
「ちっちゃいビジネス開業応援塾」の基本講
座を受講しました。物件探しから販売用の絵画や
天然石、ベネチアンガラスアクセサリーの準備を

急ピッチで進め、念願の美術館をオープンしまし
た。アニメーションやガラス工芸など美術の道に
進んだ娘さんたちの協力もTAKAKOさんの大きな
力です。TAKAKOさんの描く癒しの絵画と美しい
パワーストーン達がお客様をお迎えします。アート
教室やヒーリングなどワークショップの場としても
活用していくそうです。

TAKAKO

さん
（平成26年度受講生）

癒しの美術館

「Galleria Fenice ガレリア フェニーツェ」
住所／仙台市青葉区片平1-1-3 片平ホワイトレジデンス606号 TEL／090-9636-9064
営業時間／11：00～18：00（出張教室等で不在にすることもあります。ご来館の際はお電話にてご確認ください。）
定休日／水曜日午後と土・日曜日 http://webto.main.jp/takako/index.htm

起業を目指す皆さまのため、今後もさまざまな講座を開催いたします。
随時ホームページに掲載いたしますので、チェックしてください！
興味のある方なら、
どなたでも（年齢、性別、資格など問いません）、
どの講義でも受けられます。

お申し込みは、①ホームページ ②メール ③ＦＡＸのいずれかで

お名前、
ご連絡先、受講希望日をお知らせください。

②メールでのお申し込み
info@chiiki-biz-sendai.net

③ＦＡＸでのお申し込み
０２２-７２６-０３４３
詳細は、
ホームページにて随時お知らせいたします。 http://chiiki-biz-sendai.net

※本セミナーは、仙台市「地域ビジネス創出支援事業」の一環として実施されるものです。

東北電力
本社ビル

花京院
スクエア

パレス平安 アジュール

株式会社ゆいネット
仙台市青葉区花京院2-1-14
花京院ビル１２階
TEL.022-726-0341

アエル
さくら野

日本政策金融公庫「創業土曜相談」開催のご案内
日本政策金融公庫 国民生活事業 東北ビジネスサポートプラザでは、創業予定の方や公庫を利用したこと
がない事業者の方のご相談にお応えするため、毎月第１・３土曜日
（祝日を除く）
に、土曜相談を開催してい
ます。専任スタッフが、創業計画書の作成や融資制度に関するご相談をお受けします。相談は無料。事前
予約制です。平成27年1～3月の開催予定は、以下のとおりです。

■日 時 平成27年1月17日
（土） 2月7日
（土）、21日
（土） 3月7日
（土） ●相談時間…9：00～12：00、13：00～15：00
■場 所 日本政策金融公庫 仙台支店 国民生活事業 仙台市青葉区中央１-６-35 東京建物仙台ビル９階
■定 員 各日5名
■相談料 無料
創業に関するご相談は、電話でも受け付けています。
■お申込み・お問合せ
創業 ホッ とライン 0120-154-505
東北ビジネスサポートプラザ
（受付時間：平日9:00～17:00）
（受付時間：平日9:00～19:00）
TEL.022-222-5338
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仙台駅

①ホームページからのお申し込み
http://chiiki-biz-sendai.net

ENEOS

菅原学園

■ 申 込 み ・ 問 合 せ 「株式会社ゆいネット」

セブンイレブン

錦町公園

■受 講 参 加 対 象

会場案内

温泉と音楽を楽しむ宿泊プラン！

「仙台フィル
『東北の作曲家による新作展』
前夜祭！in 鳴子」
東鳴子温泉の「旅館大沼」
が、仙台を拠点とするプロオーケストラ
「仙台フィルハーモニー管弦楽団」
と提携して、宮城の味覚・温泉・
コンサートの予習ができるお楽しみ満載の宿泊プランをご用意しま
した。コンサートは、宮城在住の作曲家により書き下ろされた新作
のみの公演です。
この機会に、宮城をまるごと満喫してみませんか？

鳴子温泉で木に親しむ
はし

日 程

平成27年2月14日
（土）～ 15日
（日）
14日
（土）
14:00各自、
大沼旅館 チェックイン→
フリータイム
（温泉、
鳴子散策など）
→
18:30宮城の味覚を楽しみながら、
翌日のコンサートの予習
※オーケストラや本コンサート概要、
作曲者（大場陽子さん）
による作品小話

プログラム

15日
（日）
午前中～フリータイム→昼食～農家
レストラン
「土風里」
にて季節の野菜
を中心としたランチ
（昼食後、
送迎バス
で
「日立システムズホール仙台（仙台市
へ移動）
→14:30
青年文化センター）」
プレトーク→15:00仙台フィル演奏会
→17:00ホールにて自由解散

料 金

お申込・
お問合せ

「板倉構法の小屋見学会・MY箸作り＆
薪割体験プログラム」
まき わ り

平成26年、大崎市鳴子エ
リアで開催された「板倉マイス
ター講習」の受講生が、
自らの
力で、記念すべき第1棟目の
板倉構法の3坪小屋を完成さ
せました! 今回は、
この小屋の
見学会とMY箸作りのワーク
ショップ他、薪割り・石窯ピザ焼きなどの体験プログラムをご用意。
鳴子の森で木に親しんだ後は、温泉で温まりましょう。
日 程

平成27年1月10日、11日

場 所

宮城県大崎市鳴子温泉

お一人様 16,000円（税別）

10日
（土）参加費1,500円

※本館トイレなし
（2名様から）※1泊3食（夕・朝・昼）、
コンサートチケット代を含む
※本館トイレ付のお部屋をご希望の場合や１名様でご参加の場合はお問合せください

10：00鳴子御殿湯駅前集合→板倉小屋と湯治林の見学→
昼食（旅館大沼 山荘にて）※昼食代別途→国産材を使ったMY
箸作りワークショップ→環境セミナー上映会→１７：００終了

旅館大沼

■住所：大崎市鳴子温泉赤湯34 ■TEL：0229-83-3052
（代）
http://www.ohnuma.co.jp/plan/senphil.html

●１５日の昼食場所は変更の可能性もございます。
ご了承ください。
●コンサート情報 http://www.sendaiphil.jp/concerts/東北の作曲家によるオーケストラ新作展/

プログラム

※参加希望者のみ１８:３０より旅館大沼にて夕食会。
お食事代3,000円
（飲み物代別）
かかります。

11日
（日）参加費3,500円
９
：
００薪割り体験～石窯ピザ焼き～昼食→
木のコースター作り→１５
：
００終了
お申込・
お問合せ

餃子で仙台を盛り上げよう!

「仙台あおば餃子プレミニサミット」
餃子でまちおこしをしている団体を国に見立て、団体の代表である
「餃子国首脳」
が全国から集まる会議、
それが「餃子サミット」
です。
平成26年は10月に北九州市で開催、記念イベントでは二日間で15
万人超の来場者を集めるなど、年々注目度が高まっています。
今春、
東西線まちづくり市民応援部有志が、
八戸ブイヤベースフェス
タ実行委員会を招聘して開催した
「食のブランドシティづくりシンポジウ
ム」
の第2弾として、
平成26年11月20日、
壱弐参
（いろは）
横丁みやカ
フェにて、
仙台あおば餃子振興会と共催で
「仙台あおば餃子プレミニ
サミット」
が開かれました。宇都宮餃子国
（栃木県宇都宮市）
、浜松餃
子国
（静岡県浜松市）
、
津ぎょうざ国
（三重県津市）
から大統領や大臣
が来仙。自国で餃子が親しまれるようになった経緯や、
餃子によるまち
おこしの様子を、
いずれ劣らぬ熱弁で、
それぞれご紹介くださいました。
餃子による世界平和までうたった
「全国餃子サミット憲章」につい
て、面白いこと、
ばかばかしいことを
「真剣にやる」
ことで、
メディアを引
き付け・市民も来街者も集め、
まちおこしをするのだ、
とおっしゃってい
たのが印象的でした。
ミニサミット後の
“晩餐会”
では、仙台あおば餃子・宇都宮餃子・浜
松餃子・津ぎょうざの各国食べ比べもあり、東西線開業後に開催予
定の「餃子サミットin仙台」今から楽しみですね！

NPO法人しんりん（担当・田手）

■TEL：0228-22-6721 ■FAX：0228-55-2001
■携帯：090-2996-8776 mail：info@shinrin.org

●どちらか1日だけの参加も可能です
●11日のみ参加の方は川渡郵便局前集合・現地解散になります（希望者は最寄駅まで送迎あり※要連絡）
●宿泊先ご紹介可能です
（お早目にご連絡ください）
●翌12日にオプションで「冬の栗駒山ツアー」
も企画しております。

ひと足早い春をお届けします

「千葉県観光物産展開催 !」
まだまだ冬一色の1月。温暖
な千葉県にはひと足早く春が
訪れています。
そんな千葉県の
春の色と味覚に包まれてみま
せんか？ 千葉県の見どころを
たっぷりご紹介しながら、
ご来場の方に先着で毎日千葉のお花を
プレゼントするほか、千葉県で大人気の特産品を多数取り揃えた
物産展をイオンモール名取で開催します。千葉県マスコットキャラク
ターのチーバくんも登場。千葉の暖かさ・元気・魅力がギュッと詰ま
ったイベントにぜひご来場ください！
日 時

平成27年1月23日
（金）
・24日
（土）10：00～20：00
1月25日
（日） 10：00～19：00
※プレゼントの配布時間など、詳しくはお問い合わせください。

会 場

イオンモール名取 ウエストウイング
■住所：名取市杜せきのした5-3-1

千葉県観光誘致促進課

お問合せ
車座になって白熱の餃子プレミニサミット

左から、
浜松餃子、
津ぎょうざ、
宇都宮餃子、
仙台あおば餃子

■住所：千葉市中央区市場町1-1
千葉県マスコッ
トキャラクター
■TEL：043-223-2412
チーバくん
「まるごとe! ちば」 http://maruchiba.jp
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イベント企画情報
これから
参加できる！

■

せんだい商店街WEEKS「仙台初売り 案内展示」12月26日（金）～1月3日（土）

■

復興物産市 東北いいもんパーク 1月16日（金）～18日（日）

■

TRY6、ふくしま元気プラザ、復興グッズ初売り
1月2日
（金）～4日
（日）

■

■ 東北ろっけんパーク×エスパル仙台

作り手さん直売会

復興応援スマイルマーケット
1月16日
（金）～18日
（日）

1月10日
（土）
～12日
（月）

■

復興物産市 東北いいもんパーク

■

ふくしまフェア

1月23日
（金）
～25日
（日）

宇和島フェア

■

2月20日
（金）～2月22日
（日）

1月16日（金）～18日（日） 1月30日（金）～2月1日（日） 2月13日（金）～2月15日（日）
※詳細は仙台なびっく、東北ろっけんパークまでお問い合わせください。
イベントの開催内容などは変更になる場合もございます。

12月30日～1月1日までは休館致します。年末は12月29日17時までの営業。年始は1月2日
（金）7時30分から16時までの営業になります。

開始
（木）
共通駐車券事業本格実施!! 2015年1月1日

仙台市中心部商店街の利用をもっと便利に!
便利なまちくる無料アプリも公開中！

まちくる仙台
http://machi-kuru.com/

東北復興交流ツインステーション 仙台なびっく
仙台市中心部
商店街マップ

愛
宕
上

錦町公園

杉
通

本町商店街

小路

★

四丁
タワービル

店街

町通

目商

国分

住所／仙台市青葉区一番町4-4-35 TEL／022-748-5871 営業時間／10:00～19:00
●公式サイト▶http://sendai-navic.com/ ●E-mail▶info@sendai-navic.com
●Twitter▶@snavic ●Facebook▶sendai.navic

町
一番

稲荷

三越
定禅寺
通り館
三越

江陽
グランドホテル

東
番

★

丁
通

街
商店
番町
ール一
サンモ

クリ
店街
おまち商
ロードお
ダイエー仙台店
マーブル

スロ

藤崎

金港堂

青葉

ード

商店

街

ハピナ

商店
名掛丁

あおば通駅

地下鉄仙台駅

さくら野百貨店
仙台店

七十七銀行

仙台ロフト

仙台朝市
商店街

通

S-PALⅡ

JR仙石線

仙台駅前
商店街

通

南町

東北復興交流ツインステーション 東北ろっけんパーク

仙台パルコ

街

EBeanS

仙台駅

街
商店
番町
〜む一
んど
ぶら

藤崎
アネックス
kurax

電力ビル

AER

地下鉄広瀬通駅

二

通

FORUS

定休日／無休

アジュール仙台

東映プラザ

広瀬

仙台市中心部9商店街の情報受発信基地「仙台なびっく」。
この施設は仙台市中心部
9商店街がそれぞれに発信していた情報を一元化し、仙台市民の皆さんや観光客の方々
により身近な情報発信と、更なる中心部商店街のにぎわいの活性化を目的に平成23年
8月から運営がスタートしました。商店街を案内する
「商店街にぎわいガイドツアー」や、仙
台市中心部9商店街の魅力を伝える展示展「仙台なびっくWeeks」、復興物産市「東北
いいもんパーク」
などの催事が開催されています。
また、各商店街組合に加盟する店舗の
基本情報や、商店街で催されるイベント情報などのスケジュールなどもご案内しています。

S-PAL仙台
ホテル
メトロポリタン仙台

「東北ろっけんパーク」
は、
仙台市がすすめる
「仙台経済ステップアッププラン 2013」
の一環と
して、被災した東北各地の産業や観光の復興をバックアップする施設。1階
「東北ろっけんパー
ク」
では、
東北の復興商店街の情報発信や復興支援グッズを販売するほか、
毎週末の3日間は
復興物産市
「東北いいもんパーク」
を開催しています。2階は新たに事業を立ち上げ、
店舗出店
を目指す人を対象とした
「TRY6チャレンジショップ＆チャレンジボックス」
。6つの一坪ショップとボ
ックスには個性豊かな商品が揃います。 3階
「創業スクエア」
では、
起業や創業をめざす方々へ
の相談受付やアドバイスのほか、
各種セミナーの開催、
支援情報の発信などを行っています。

住所／仙台市青葉区中央2-5-8 TEL／022-395-6101 営業時間／10:00～19:00 定休日／無休
●公式サイト▶http://tohoku-rockenpark.com/ ●E-mail▶info@tohoku-rockenpark.com
●Twitter▶@trockenpark ●Facebook▶tohoku.rockenpark
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下記URLにアクセス。読者アンケートにご協力ください。

応募
方法

モバイル

一番五郎・仙台餃子酒場で利用できる
「仙台あおば餃子無料券（1皿分）」

衣食住のイイモノが月1回届く定期便
TOMORROW BOX（1箱分）

来年開催予定の「餃子サミットin仙台」
（p13エリアインフォメーション掲載）
にも登場

する
「仙台あおば餃子」
を無料で食べら
れるお得なチケット!「昼はラーメン、夜
は餃子居酒屋」で人気の一番町いろは
横丁「一番五郎」、祭りのにぎわいあふ
れるJR中野栄駅近くの「 仙台餃子酒
場」の両店舗でご利用になれます。
【提供】株式会社食むすび様

5

http://www.shokumusubi.com

名様

毎月1回、
日本各地の志ある生産者さんがつくっ
た、
カラダと自然にやさしい食品、
ボディケアグッズ、
日用品などを厳選してお届けする定期宅配便。環
境と暮らしについての解説や生産者のこだわりが
載った冊子もついてきて、
きっと、
毎月新しい視点と
の出会いがあります。月々3,240円（送料無料）。
日々の生活がもっと楽しくなる優れモノぞろいです。

名様

ゆいまーるオリジナル
春ウコンティー
寒さが苦手な女性にうれしい、体を温めてくれる
春ウコンティー。薬草ジャーマンカモミール・杜仲
茶・春ウコン・生姜・
ドクダミ・桂皮・琉球ヨモギ・
田七人参末、沖縄専門店ならではの8種類の
成分をほどよくブレンドしてあります。飲みやす
さ、香りをどうぞご堪能ください。

【提供】
ちばプロモーション協議会様
TEL.043-223-2412
（千葉県観光誘致促進課） http://maruchiba.jp

3

名様

【提供】
沖縄情報発信の店 ゆいまーる様
仙台市青葉区中央2-1-15 仙台マンション1F
TEL/FAX.022-221-1004
http://yuimaaru.shop-pro.jp/

じっぴコンパクト新書
宮城「地理・地名・地図」の謎

5

名様

瞬間補修&ダメージプロテクト
TSUBAKI ダメージケアウオーター

「戊辰戦争のせいで宮城・岩手県境が二転三転」
「北上川の流れは今と違っていた」
といった地理・地
形の話から、
「 18世紀末、
日本初の世界一周の船は
石巻から旅立った」
「 伊達正宗と真田幸村の意外な
友情」
といった歴史の話まで、宮城県
にまつわる意外なエピソードを満載。宮
城のことがもっと好きになる一冊です！
【提供】実業之日本社様
TEL.03-3535-4441 http://www.j-n.co.jp

3

【提供】株式会社エコトワザ様
TEL. 042-843-0214 http://tomorrowbox.net

ランチタイムが待ち遠しい!「千葉県マスコット
キャラクターチーバくん・ランチセット」
1月23日
（金）
～25日
（日）
まで、
イオンモー
ル名取で千葉県観光物産展（p13エリアイ
が開催されるのにあわ
ンフォメーション掲載）
せて、
今回は千葉県マスコッ
トキャラクター・
チーバくんのランチセットをプレゼント。
イベ
ントには、
千葉県から色とりどりのお花やご
当地の名産品が勢揃い。当日はチーバく
んも登場します。ぜひ、
足を運んでください！

※当選者は発送をもってかえさ
せていただきます。
※ご応募いただいた個人情報
（氏名、年齢、住所、
メールアド
レス等）
は、今後の誌面づくりの
参 考 及びプレゼントの発 送の
みに利用させていただきます。

PC

パサつく毛先までしなやかな艶髪へ導く、洗い流
さないヘアトリートメントです。冬は湿度の低下や
暖房の影響で、肌だけではなく、髪のパサつき・
乾燥や静電気も気になりますね。そんな時は朝
のスタイリング時に髪へひとふき。すみずみまで
浸透・補修、毛先までしっとりまとめてくれます。

3

【提供】
資生堂販売株式会社様
TEL.022-261-8421 http://www.shiseido.co.jp

名様

3

名様

※プレゼントの商品画像はイメージです。実際の商品と異なることがございます。

注目度高！

読 者プレゼント
提 供 協 賛 募 集

アクタレイアでは読者プレゼントへの商品ご提供・ご協賛を募集しております。読者注目度の高いプレゼントコーナーでは、
プレゼン
ト写真と共に新商品の情報やショップのセール情報などを盛り込むことができ、PRの場として大いに活用ができます。配布と同時に
Web掲載されるプレゼントは、応募時に商品に関するアンケートも可能です。詳しくは、下記お問い合わせ先まで、お気軽にどうぞ。
【お問い合わせ先】 株式会社ゆいネット アクタレイア編集部 Tel.022-726-0341

s t a ff
publisher
稲葉 雅子

［Actaleia・アクタレイア］とは…active（活発な）
と thaleia（ギリシャ神話における美と優雅の女神・
「花の盛り」の意）という2つの言葉を組み合わせた
造語。自分らしく輝きながら頑張る女性を応援し
たいという意味が込められています。

お問い合わせ
掲載記事内容・広告掲載・配布配本など

株式会社ゆいネット
仙台市青葉区花京院2-1-14 花京院ビル12階
tel.022-726-0341 fax.022-726-0343
e-mail.info@actaleia.com
URL.http://www.actaleia.com/
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占い師プロフィール

publishing
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占いカズ

○個人情報について…皆様からお預かりした個人情報については、取材、
プレゼント応募、今後の
誌面づくりの参考にのみ利用させていただきます。
お預かりした情報は、適正に管理いたします。
○その他…本誌記事・写真・イラストの無断転載を固く禁じます。
○本誌で掲載されている内容は、2014年12月1日現在のものです。
情報内容が変更されている場合もございますことを、
ご了承ください。

この印刷物は、環境にやさしい「水なし印刷」
「植物油インキ」
を使用しています。

心眼・カード占い
仙台在住、出張型占い
師。ブライダルサロン、
雑誌の占いも担当。

PC
モバイル

今すぐアクセス!

