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仙台・松島
エリア

瑞鳳殿
伊達政宗公が眠る霊屋。桃山
文化の遺風を伝える豪華絢
爛な廟建築は見ごたえ十分。

P.028

仙台
すずめ踊り
お囃子に合わせ飛び跳ねる
踊り。仙台・青葉まつりでの
乱舞は圧巻。

るーぷる仙台
仙台市中心部の観光スポットを巡る循環バ
ス。レトロなバスに乗って効率良く市内観光
ができる。

P.029

伊達武将隊
伊達政宗公を中心とするおもてなし集団。
仙台城跡を拠点に、仙台の魅力や歴史を伝
える。

P.028

仙台
七夕まつり

豪華絢爛な笹飾りが街を彩る夏
の風物詩。アーケード街のほか、
市内各所で飾りが掲出される。

SENDAI
光のページェント
仙台のシンボルロード･定禅寺通が
光のトンネルに。幻想的な姿は必見。
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仙台駅
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仙台・松島
エリア

瑞鳳殿
伊達政宗公が眠る霊屋。桃山
文化の遺風を伝える豪華絢
爛な廟建築は見ごたえ十分。

P.028

仙台
すずめ踊り
お囃子に合わせ飛び跳ねる
踊り。仙台・青葉まつりでの
乱舞は圧巻。

るーぷる仙台
仙台市中心部の観光スポットを巡る循環バ
ス。レトロなバスに乗って効率良く市内観光
ができる。

P.029

伊達武将隊
伊達政宗公を中心とするおもてなし集団。
仙台城跡を拠点に、仙台の魅力や歴史を伝
える。

P.028

仙台
七夕まつり

豪華絢爛な笹飾りが街を彩る夏
の風物詩。アーケード街のほか、
市内各所で飾りが掲出される。

SENDAI
光のページェント
仙台のシンボルロード･定禅寺通が
光のトンネルに。幻想的な姿は必見。
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028 仙台駅周辺

　伊達政宗公や片倉小十郎、支倉常長な
ど伊達家ゆかりの武将が、仙台城跡で観光
客をおもてなし。全国のイベントなどにも出陣
し、人気を博している。

●奥州・仙台おもてなし集団 
　伊達武将隊

　仙台市博物館から国の史跡である仙台
城跡へと通じる道には、1967年に再建され
た大手門脇櫓があり、春には桜の名所とも
なる。るーぷる仙台や徒歩で仙台城跡への
坂道をのぼれば、伊達政宗公が400年以上
前に築いた仙台城石垣が東日本大震災の
被災から修復されて美しい姿を見せている。
ライトアップにも注目。
交141P参照

●大手門脇櫓

MAP P.24
青葉区歴史・文化 仙台城跡（青葉城址）

資料展示館のCG
映像で城内を体感
　伊達政宗公が天然の要
害の地に築いた仙台城（青
葉城）。明治のはじめに、
本丸が取り壊され、現在は
石垣と再建された大手門脇
櫓が往時を偲ばせる。本丸
跡の伊達政宗公騎馬像近
くから仙台市街を一望でき、
仙台の街並みの奥から昇る
朝日は特に美しい。
★見学自由 P 150台（有料） 
交141P参照 ☎022-268-6251

（仙台観光国際協会）

　仙台城のガイダンス施設。伊達政宗公
が造営した本丸大広間の模型や、上段の
間の床の原寸再現模型を通して、大広間の
豪壮華麗な様子などを紹介する。

9〜17時 休無休 料無料 交141P参照 
☎022-214-8544（仙台市文化財課）

●仙台城見聞館

　青葉城本丸跡にあり、青葉城の再現
CG、伊達家に伝わる品などが見学でき
る。新しいCG映像は、世界最高レベルの
高精細映像で、城内の様子を詳しく紹介。

9〜17時（12〜3月は〜16時） 休無休 料700円  
交141P参照 ☎022-227-7077

●青葉城資料展示館

　仙台の藩政時代などの歴史的建造物や
街並みをVR(バーチャル･リアリティ)で再
現。大橋、大手門跡、仙台城跡、芭蕉の
辻、陸奥国分寺、仙台駅の昔の様子を体感
できる。
☎ 022-214-3018（仙台市観光課）

●伊達な歴史の新体験
　Sendai VR TOUR

　瑞鳳殿の再建に先立ち、1974年（昭和
49）から発掘調査が行われ、初代〜三代藩
主までの遺骨と多くの副葬品が発見され
た。資料館では出土品をはじめ、発掘調査
の結果を展示、解説している。
交 141P参照 ★1月1日休 

●瑞鳳殿資料館

　土・日曜、祝日を中心に、紫色の「五色乱
星模様」陣羽織を着て待機し、個人でも団体
でも無料で分かりやすく案内する。日時指定
の場合は下記番号へ要問い合わせ（有料）。
☎ 022-266-5650（NPO法人シニアネット仙台事
務局）
★新型コロナウイルス感染症の流行状況によって
はガイド休止の場合もあります。

●瑞鳳殿ガイドの会

歴史・文化 仙台駅 杜の都・仙台の玄関口

　東北新幹線やJR各線が集結する、東北最大の駅。構内にはみやげ店や多彩な飲食店
が充実する。西口にはペデストリアンデッキが広がり、直結のショッピングビルも多い。東口
は近年開発が進んでおり、駅ビルやホテルなどがオープンしている。
所仙台市青葉区中央1-1-1

MAP P.25
青葉区

歴史・文化 瑞鳳殿 伊達家三代の霊屋

　伊達政宗公が眠る廟所。政宗公自らの遺言により建てられ、桃山の遺風を伝える絢爛た
る廟建築として国宝に指定されたが戦災で焼失、その後再建された。政宗公の瑞鳳殿のほ
か、二代忠宗公の感仙殿、三代綱宗公の善応殿がある。

9〜16時30分（12・1月は〜16時） 休 12月31日休 料一般・大学生570円、高校生410円、小・中
学生210円 P 20台 交 141P参照 ☎ 022-262-6250（瑞鳳殿管理事務所）

MAP P.24
青葉区
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歴史・文化 るーぷる仙台

MAP P.24
青葉区歴史・文化 仙台市博物館

伊達家や仙台・宮城の歴史、文化を学べる
　常設展では6つのゾーンで仙台や伊達家の歴史を伝え
る。「支倉常長像」などユネスコ記憶遺産３点を含む、国宝

「慶長遺欧使節関係資料」なども収蔵・展示している。
9〜16時45分（入館は〜16時15分） 休月曜休（祝休日の場合

は開館）、祝休日の翌日休（土・日曜、祝日の場合は開館） 料460
円 P 50台 交141P参照 ☎022-225-3074※館内改修工事中
のため休館予定。詳しくはお問い合わせください。

仙台観光国際協会

レトロなバスで市内観光
　瑞鳳殿や仙台市博物館、仙台城跡な
ど、仙台市中心部の主要観光地を結ぶ循
環バス。仙台駅前始発の9時から最終の
16時まで、平日は20分間隔、土・日曜、祝
日と8月（全日）は15分間隔で運行してい
る。1日で市内の観光地を巡る場合は「一
日乗車券」がおすすめ。

平日20分間隔、土・日曜、祝日は15分間隔  
料 1回乗車大人260円、小児130円、一日乗車
券大人630円、小児320円、るーぷる仙台･地下
鉄 共 通 一日乗 車 券 大 人920円、小 児460円  
☎ 022-222-2256（仙台市交通局案内センター）
ホームページ（http://loople-sendai.jp/）

青葉区

MAP P.25
青葉区歴史・文化 せんだいメディアテーク

定禅寺通の名所の一つ
　カフェや図書館、ギャラリ−がある公共施設。
建築としても世界的に有名。

9〜22時（ギャラリーは催し物により異なる）市民図書
館は9時30分〜20時、土・日曜、祝日は〜18時 休第4
木曜休。市民図書館は月曜、祝日の翌日、第4木曜休 
料見学無料 P 64台（有料） 交141P参照 
☎022-713-3171

MAP P.24
青葉区歴史・文化 宮城県美術館

宮城・東北ゆかりの多彩な美術品が楽しめる

　宮城県大和町出身で日本を代表する彫
刻家・佐藤忠良の作品を収蔵。『群馬の人』

『帽子・夏』など彫刻の代表作をはじめ、素
描や絵本原画も展示している。宮城県美術
館のコレクション展示（常設展）の一部として
観覧ができる。
★宮城県美術館と同じ。

●佐
さ

藤
とう

忠
ちゅう

良
りょう

記念館

　宮城や東北ゆかりの作品をはじめ、カンディンスキー、クレーなどの海外作品も収蔵してお
り、作品を定期的に入れ替えながら特色ある展示を行っている。随筆『気まぐれ美術館』で
知られる随筆家・洲之内徹が収集した洲之内コレクションも人気。

9時30分〜17時（発券は〜16時30分） 休月曜休（祝日の場合は翌日休） 料 300円 P 100台 
交 141P参照 ☎ 022-221-2111

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_6072/12　89mm×85mm

カメイ美術館 蝶・こけし・絵画

世界各地の蝶標本
約14,000頭を常設展
示。ここと大英博物館に
だけ収蔵されている貴
重な蝶も展示。

東北地方固有の民芸品
である、表情豊かな伝統
こけしを展示。

国内外の近現代美術を
代表する作家の絵画作
品を展示。

〒980-0022 仙台市青葉区五橋1丁目1-23　カメイ五橋ビル7F
TEL 022-264-6543　http://www.kameimuseum.or.jp

開館時間

休 館 日

入 館 料

毎週月曜日（祝日は開館）
12月28日～1月4日

一般300円 65歳以上・高校生以下は無料

●JR仙台駅・西口から徒歩10分
●仙台市地下鉄五橋駅・
　北4出口から徒歩3分

開館状況をHPでご確認下さい。
※当面の間、下記の通り開館時間が変更となります。
　11：00～16:00（入館は15：30まで）

交通のご案内

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_0592/12　89mm×85mm

hikari1989@wish.ocn.ne.jp

晃学園仙台校
〒980-0012 仙台市青葉区錦町1丁目6-17

体験
レッスン
実施中！

トライアルレッスン
同時受付中。
（入会金なし・4回コース）
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

0歳からの
能力開発

七田式 晃学園 検 索検 索

認めて ほめて 愛して 育てる

晃学園泉校
〒981-3117 仙台市泉区市名坂字石止7

体
験
予
約
・

お
問
い
合
わ
せ

赤ちゃんコース
英語コース

胎教コース
小学生コース

幼児コース
特別支援コース

ひかり

ひかり

しちだっくTM
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030 仙台駅周辺

歴史・文化 北山五山
伊達家ゆかりの名寺を訪ねる

　江戸時代初期、仙台藩祖伊達政宗公の仙台移封に伴って、現在の地に5つの寺が移
され「北山五山」と呼ばれるようになった。約800年前に伊達家の菩提寺として創建された
5つの寺（光明寺、満勝寺、東昌寺、観音寺、光福寺）に由来し、その後、廃された寺、新た
に加わった寺などもあり、現在の五山は、光明寺、満勝寺（青葉区柏木への移転に伴ない、
輪王寺を含める場合もある）、東昌寺、覚範寺、資福寺となる。 交141P参照 

MAP P.24
青葉区 歴史・文化 大崎八幡宮

桃山建築様式の国宝建造物

　胡粉極彩色などの、豪華な装飾が施された権現造りの社殿は桃山様式の貴重な建造
物。社殿が国宝、長床は国の重要文化財に指定されている。毎年1月14日には、300年
以上続く松焚祭（どんと祭）が行われる。
★境内自由 9〜17時 P 70台 交141P参照 
☎022-234-3606

MAP P.24
青葉区

MAP P.22
青葉区自然 仙台市天文台

宇宙を身近に感じる郊外の天文台
　館内の展示室では、CG映像や模型・解説パネルを
通じて、宇宙の広がりを体感できる。口径1.3mの「ひと
み望遠鏡」や大きなプラネタリウムもある。

9〜17時（土 曜は〜21時30分、展 示 室は〜17時）  
休水曜・第3火曜休（ただし学校の長期休業時は開館）、 
年末年始（12/29〜1/3）
料展示室・プラネタリウム（1回）それぞれ610円、セット券

（展示室とプラネタリウム1回）は1000円 P 125台 
交141P参照 ☎022-391-1300

歴史・文化 輪王寺
庭園に四季折々の花が咲き誇る
　伊達家十七代政宗公の仙台入城とともに現
在地に移った由緒ある寺。九代政宗公夫人の
菩提寺でもある。境内には池泉回遊式庭園（見
学300円、8〜17時）があり、三重塔を背景に、
アヤメやスイレンの花々や、雪吊りの景色など、四
季折々の風情が楽しめる。

8〜17時 料300円 交141P参照 ☎022-234-5327

MAP P.24
青葉区

歴史・文化 仙台東照宮
伊達文化の粋を今に伝える
　1654年（承応3）、二代藩主忠宗公が伊達家
の財力をあげて造営。金箔を施した浮き彫り、七
宝の金具など豪華な造りで、本殿、石鳥居、隨身
門、唐門、透塀は国の重要文化財。
★境内自由  P 100台 交 141P参照 ☎ 022-234-
3247

MAP P.24
青葉区

歴史・文化 青葉神社
政宗公を祭神として祀る社
　1874年（明治7）創建、伊達政宗公を祭神とし
て祀る。毎年5月の仙台・青葉まつりは、この神
社の大祭が由来。参道を囲む木々の緑が美しく、
春には花見のスポットとなる。
★境内自由 交141P参照 ☎022-234-4964

MAP P.24
青葉区

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_094記事体広告　88.5mm×80.8mm

伊達政宗公霊屋

DATA
9〜16時50分、最終入館16時30分

（12･1月は〜16時20分、最終入館16時） 
休 12月31日休（資料館は1月1日休） 料
570円、高校生410円、小・中学生210円 
P 20台 交 JR仙台駅前西口バスプール

から「るーぷる仙台」バスで15分、瑞鳳殿前
下車、徒歩7分。または、仙台市営バス八
木山南行きで15分、霊屋橋・瑞鳳殿前入
口下車、徒歩10分 ☎ 022-262-6250 
http://www.zuihoden.com

　1636年（寛 永13）に70歳
で生涯を閉じた仙台藩祖伊達
政宗公の霊屋。昭和初期に桃
山の遺風を伝える豪華絢爛な
廟建築として国宝に指定された
が、戦火に遭って惜しくも焼
失。現在あるものは1979年

（昭和54）に再建されたもの。
二代藩主忠宗公、三代藩主綱
宗公の霊屋のほか、往時を偲
ぶ貴重な資料を見ることができ
る資料館も併設している。

瑞鳳殿歴史・文化 青葉区

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_0742/12　89mm×85mm

初
代
の
味
が
八
十
三
年

伝
統
を
引
き
継
い
で 

仙
台
牛
た
ん「
老
舗
の
味
」

TEL.022-262-2539 FAX.022-214-5498
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歴史・文化 東北大学理学部自然史標本館（東北大学総合学術博物館）
 「学都仙台」のシンボルの一つ
　青葉山の東北大学理学部キャンパス内。地球
誕生以来の化石や岩石、鉱物、イワシクジラの骨
格や縄文時代の人骨、土器など、研究のために収
集された貴重な資料約1200点が展示されている。

10〜16時 休月曜休（祝日の場合は翌日休）、お盆、
電気点検日休（要問合せ） 料150円 P 15台 交141P
参照 ☎022-795-6767

MAP P.24
青葉区

歴史・文化 仙臺箪笥歴史工芸館
「伝統的工芸品」に指定された仙台箪笥を知る
　江戸時代末期から受け継がれる伝統工芸
品。2015年6月に国の「伝統的工芸品」に指定
された「仙台箪笥」が時代別に展示されており、
歴史や製作工程を知ることができる。ワークショッ
プや販売会などが行われるほか、修理の相談など
も受け付けている。

11〜18時 休火曜日 交141P参照 ☎022-225-8368

MAP P.25
青葉区

歴史・文化 三居沢電気百年館
電気の歴史と三居沢の自然がわかる
　東北の電気誕生100周年を記念して、1988年

（昭和63）に建てられた。日本の水力発電発祥
の地である三居沢の歴史や電気事業の歩みを
紹介。隣接する三居沢発電所は東北初の「機
械遺産」に認定された。

10〜16時 休月曜休（祝日の場合は翌日休） 料無料  
P 7台 交141P参照 ☎022-261-5935

MAP P.24
青葉区

歴史・文化 鉄道交流ステーション・鉄道模型館
鉄道の歴史やしくみを展示と模型で
　JR仙山線「東北福祉大前駅」と直結した同大学駅前キャ
ンパス3階にある鉄道資料館。年3回の企画展を基本に仙山
線など東北内外の鉄道にまつわる歴史や文化を紹介。土曜
には日独のHOゲージ模型が併走する鉄道模型館も開館。

10〜16時 休日・月曜、祝日休。展示替え・大学行事
等により不定休あり 料無料 交141P参照 ☎022-728-
6612
鉄道模型館… 企画展開催期間の土曜10時30分〜16時

MAP P.24
青葉区 自然 定禅寺通

ケヤキがつくる緑のトンネル
　仙台・青葉まつりやSENDAI光のページェント
をはじめ、仙台のイベントの中心となる通り。中
央分離帯には遊歩道があり、エミリオ・グレコ作

「夏の思い出」を含め3体のブロンズ像を展示。
ベンチやミニステージがあり、散歩も楽しめる。
交141P参照

MAP P.25
青葉区

自然 広瀬川
仙台の中心部を流れる清流
　仙台市を西から中心部へ流れる広瀬川は、都市
河川でありながら貴重な動植物が生息する。その
清流を守るための市民活動や、カヌーなどのスポー
ツが盛ん。灯ろう流しや花火大会の会場として利
用されるほか、秋には芋煮会の会場となり、多くの
人 で々にぎわう。広瀬川ホームページ（https://
www.hirosegawa-net.com/）
交141P参照

MAP P.25
青葉区

歴史・文化 晩翠草堂
『荒城の月』の作詞者を偲ぶ
　詩人・英文学者であり、『荒城の月』の作詞者としても有
名な仙台出身の土井晩翠が晩年を過ごした居宅。愛用した
ベッド、写真、書画などを展示。当時の晩翠を偲ぶことができ
る。庭に設置された晩翠のブロンズ像も必見。

9〜17時 休月曜休（祝日の場合は翌日休）、12月29
日〜1月3日休 料入館無料 Pなし 交141P参照 
☎022-224-3548

MAP P.25
青葉区

自然 東北大学植物園
国の天然記念物「青葉山」
　青葉山はモミの原生林が残る貴重な場所。大
部分が東北大学の植物園となっており、植物園と
して日本で初めて国の天然記念物に指定され
た。貴重な植物を観察できるほか、展示ホールで
は仙台市付近に見られる動植物などを紹介。

9〜17時（入園は〜16時） 休月曜休（祝日の場合は翌
日休）、12月〜春分の日前日休 料230円 P 28台 
交141P参照 ☎022-795-6760

MAP P.24
青葉区

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_0964/12　187mm×85mm

熟練の職人が焼き上げる
こだわりの牛タン

牛タン焼専門店 司　本店
〒980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目13-27 瀬戸ビル1F

TEL.022-265-6029

牛タン焼専門店 司　虎横店
〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目4-6

TEL.022-266-3944

牛タン焼専門店 司　東口ダイワロイネットホテル店
〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡一丁目2-37 ダイワロイネットホテル仙台1F

TEL.022-298-7388

牛タン焼専門店 司　西口名掛丁店
〒980-0021 仙台市青葉区中央一丁目8-25 マジェスティビル2F

ハピナ名掛丁アーケード内
TEL.022-797-0265

【URL】http://www.gyutan-tsukasa.co.jp/
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レジャー・ショッピング AER展望テラス
仙台市街の眺めを楽しむ
　仙台駅に隣接するガラス張りのビル。31階の
無料展望テラスから四季折々の仙台のパノラマ
が楽しめる。昨年に引き続き、コロナウイルス感
染症拡大防止策として、2階アトリウムの椅子・テ
ーブル撤去。

10〜20時 休1月1日休 料無料 P有り（有料） 
交141P参照 ☎022-724-1111

MAP P.25
青葉区

レジャー・ショッピング 錦ケ丘ヒルサイドモール
家族で楽しめるモール
　おもちゃや雑貨店、いろいろな生きものに出会
える水族館、木の室内あそび場、牛たん料理店
をはじめとした飲食店など約30店舗が入り、親子
で楽しめる複合商業施設。

10〜19時（一部店舗を除く） P 1000台 交 141P参
照 ☎022-392-0585

MAP P.22
青葉区

　クリスロード商店街にある、不動明王を祀
る祈願の寺院。商売繁盛と開運の福の神･
仙臺四郎も安置されている。本堂の左手に
大きな四郎像が鎮座。さまざまな四郎グッズ
を販売しており、仙台の名物みやげとして人
気だ。入口には茶屋もありひと休みできる。

10〜18時 休無休 Pなし 交 141P参照 
☎ 022-221-3056

●三瀧山不動院

歴史･文化 仙臺四郎
実在した商売繁盛･開運の神様

MAP P.25
青葉区

　仙臺四郎は江戸末期から明治初期
にかけ仙台に実在した人物。彼が自ら
選んで立ち寄った店は必ず繁盛したと
いう。以来、ご利益にあずかろうと彼の
写真を飾る商店が増えていった。現在
は「三瀧山不動院」に祀られている。

歴史･文化 杜の都れんが下水洞窟
現役で使われる貴重な下水洞窟
　明治30年代に、西公園内に煉瓦で造られた下
水道管。今でも使用され、その歴史的価値から土
木学会選奨土木遺産に認定された。映画「ゴー
ルデンスランバー」のロケ地にもなり、一般公開さ
れている（要予約）。
☎022-214-8812（仙台市経営企画課）
交141P参照

青葉区
MAP P.24

レジャー・ショッピング Route227's Cafe
勾当台公園の新スポット
　2019年8月、市民の憩いの場として知られる勾
当台公園にできたオープンテラスのあるカフェ。店
名になっている「227」とは、東北の全市町村の
数。店では東北各地のさまざまな料理が楽しめる
とあって、大きな話題となっている。

11〜22時 休無休 交141P参照 ☎022-796-9770
 

青葉区
MAP P.25

歴史・文化 フィギュアスケートモニュメント

五色沼近くの地下鉄東西線の国際センター駅前には、フィギュアスケート発祥の地にちな
み、荒川静香さんと羽生結弦選手のモニュメントがある。

MAP P.24
青葉区

　オリンピックで金メダルを獲得した荒川静
香さん、羽生結弦選手はいずれも仙台出
身。そんな仙台には、日本のフィギュアスケー
トの始まりの地とされる五色沼がある。
★見学自由 交 141P参照　

●五色沼

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_0782/12　89mm×85mm

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_0792/12　89mm×85mm

愛 子 店

松島海岸駅前店

松 島 五 大 堂 店
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仙台駅周辺

仙台まちなかぶらぶら歩き
　仙台まちなかでは、仙台駅西口前から定禅寺通までつながるアー
ケード街をチェックしたい。青葉通には仙台市地下鉄東西線の青葉
通一番町駅ができ、交通にも変化が生まれている。百貨店などが並
ぶアーケード通りを上手に利用して、お気に入りを探すのも楽しい。

　美しいケヤキ並木と、その間の
彫刻のある遊歩道が印象的な「杜
の都仙台」の象徴的存在。5月の
仙台・青葉まつりや9月の定禅寺ス
トリートジャズフェスティバル in 仙
台、12月のSENDAI光のページェ
ントなど、イベントの中心地としても
利用される。

定禅寺通

　南は中央通、北は広瀬通りに接
し、中央通と交差する十字路付近
には百貨店やブランドショップが立
ち並ぶ。アーケードの横丁にはア
パレル・雑貨のセレクトショップも
多数。
☎022-265-5146（一番町一番街商店
街振興組合）

ぶらんど～む一番町

　定禅寺通と広瀬通の間にある
商店街。仙台三越を擁するショッ
ピングエリアで、歓楽街の国分町
や地下鉄勾当台公園駅も近い。
☎022-223-2366（一番町四丁目商店
街振興組合）

一番町四丁目商店街

　仙台駅前から西にのびるアーケ
ード。洋品店や飲食店などが建ち
並ぶ。商店街名は「HAPPY（幸
福）」に日本語の形容詞「～な」を
つけた造語から。
☎ 022-222-2075（名掛丁商店街振
興組合）

ハピナ名掛丁

　東五番丁通から東二番丁通ま
で通じるアーケードの商店街。
中央通の中心にあり、東北一円か
らの買い物客、観光客で一日中に
ぎわう。
☎ 022-223-2894（クリスロード商店街
振興組合）

クリスロード
　東二番丁通から東一番丁通ま
で通じる商店街。東二番丁側のア
ーケードにはオルガンが設置され、
毎月2回（土曜、不定）生演奏され
ている。
☎ 022-225-0227（おおまち商店街振
興組合）

マーブルロードおおまち

　伊達政宗公が城下町を建設す
るときに城下町の中心地と定め、
町割りに使用した縄を埋めて建立
したと伝えられる野中神社がある。
商店街事務所では縁結びグッズを
販売。
☎ 022-227-4851（サンモール一番町
商店街振興組合）※平日10～17時

サンモール一番町商店街

サービス利用で仙台の観光をもっと楽しもう
　コミュニティサイクル「DATE BIKE」、観光のポイントをまちなかでも気軽に教えても
らえる「仙台街角案内所」、ホテル・旅館に荷物を届けるサービス「手ぶらで観光便」
など、手軽で身軽な旅行を可能にするサービスがある。上手に利用して、行動範囲を
広げてみよう。

仙台コミュニティサイクル「DATE BIKE（ダテバイク）」

　市内100ヵ所以上（令和2年12月現在）に設けられたポート（専用駐輪場）で自由
に電動アシスト付自転車を借りて返せるので移動に便利。最初の1時間165円（税
込）からと、気軽に利用できる料金になっている。街中への買い物や市内の観光な
ど、ちょっとした場面に自転車を有効に使える。

24時間 ☎ 0570-783-677

⑯仙台駅東口
⑰北仙台駅
⑱仙台合同庁舎
⑲錦町公園
⑳仙台市民会館
㉑ガスサロン
㉒NTT青葉通ビル
㉓NTT五橋ビル
㉔仙台福祉プラザ
㉕瑞鳳殿
㉖宮城県美術館
㉗博物館・国際センター前
㉙ホテルパレス仙台
㉚仙台市交通局 （H29.12現在）

■DATE BIKEサイクルポート設置場所

※携帯電話等での事前登録が必要［https://docomo-cycle.jp/sendai/］

DATE BIKEに関する最新の情報は　　　　　　　でダテバイク 検索

・仙台市役所
・宮城県庁
・ハヤサカサイクル仙台中央店
・AER前
・仙台トラストシティ
・ホテルセントラル仙台
・JR仙台病院前
・仙台駅東口
・北仙台駅
・仙台合同庁舎
・錦町公園
・トークネットホール仙台
・ガスサロン
・仙台福祉プラザ
・瑞鳳殿
・宮城県美術館
・博物館・国際センター前
・ホテルパレス仙台

・仙台市交通局
・仙台サンプラザ
・東北大学片平キャンパス
・東北大学病院前
・戦災復興記念館
・花京院スクエア・緑地
・JR仙台駅西口
・地下鉄仙台駅西１出入口

・地下鉄薬師堂駅
・若林区役所
・東二番丁スクエア
・地下鉄五橋駅
・地下鉄国際センター駅

　　　　　　　　　　など
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　中心部に位置するイン
ターナショナルホテル。
28～36階にある全292
室のゆとりある客室から
は、仙台市街、蔵王連峰
など美しい眺望が楽しめ
る。3つのレストラン、9つ
の会議・宴会場を備える。
☎ 022-722-1234

●ウェスティンホテル仙台

　広瀬通沿いの市の中心部にあ
り、東北の迎賓館的な存在。優雅
で心地よい空間とおもてなし、贅を尽
くした和洋中の料理が魅力。特製
英国パンの洋朝食・旬の和朝食も
好評で宿泊もリーズナブル。ナポレ
オンの愛用した壺をはじめ、欧州、中
国の美術調度品等々は必見。
☎ 022-267-5111

●江陽グランドホテル
　仙台駅東口から徒歩6分。
2010年にANAホテルとの共
同ブランドホテル第1号として
新たに生まれ変わった。世界基
準のホスピタリティと広 と々した
室内、快適な睡眠環境など、宿
泊客がリラックスして滞在でき
ることを最優先にしている。
☎ 022-256-5111

●ANAホリデイ・イン 仙台
　青葉通より南側の静か
な環境にある。仙台駅から
徒歩約5分という立地は、
観光やショッピングに便
利。バラエティ豊かな和洋
食バイキングの朝食も評
判だ。また、お得な連泊プ
ランもあるので問合せを。
☎ 022-224-1050

●ホテルグリーンマーク

　中欧の都プラハを
思わせる異国情緒あ
ふれるアンティークや
調度品などが洗練され
た雰囲気を醸し出す
仙台駅前のホテル。
天然温泉のスパ施設
もある。
☎ 022-265-7110

●ホテルモントレ仙台

ホテル 仙台の中心部に泊まる 杜の都の景観を眺めながら MAP P.25
青葉区

　仙台駅隣接。東北の
四季を体感できるコンセ
プトフロアや七夕まつりに
まつわる星物語をイメー
ジしたエグゼクティブフロ
アなども。地産食材をは
じめ、旬にこだわった多
彩なレストランも好評。
☎ 022-268-2525

●ホテルメトロポリタン仙台
　高さ13mの一枚ガラ
スと大理石に囲まれた
明るく開放的なロビー。
和洋中のレストラン＆バ
ー、国際会議にも対応
できる大宴会場など充
実した施設をもつ本格
的シティホテルだ。
☎ 022-268-1111

●仙台国際ホテル

宮城県のみやげを買おう宮城県のみやげを買おう

　世界の一流ブランドからファッション、ギフトアイテムまで、
豊富に揃う老舗百貨店。本館地下1階には、宮城・東北
の名産品や銘菓が充実。

10～19時（変更の場合あり） ☎ 022-261-5111（代表）

　一番町買物公園と東二番丁通・定禅寺通に位置する。
地下1階フードガーデンに、仙台銘品、仙台の銘菓などが
並ぶ。

10～19時30分 ☎ 022-225-7111（代表）

●藤崎 ●仙台三越

　仙台駅に直結し、ファッションや雑貨、コスメ、レストラン、
惣菜や生鮮食品まで揃う、充実の約330店舗。

本館・東館・Ⅱ10～21時、本館エキチカおみやげ通り9～21時、
本館レストラン街・東館杜のダイニング11～23時※一部店舗を除く 
☎022-267-2111

●エスパル仙台

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_0534/12　187mm×85mm

日本生命保険相互会社 仙台支社 仙台市青葉区上杉1-6-11日本生命勾当台ビル8階 930-20-456
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仙台駅周辺

もの知リーズ
人から街へ、新発見、新体験 !

宮城

仙台雑煮にハゼのだしを
使うのはなぜ？

「八木山動物公園駅」は日本一標高が
高い場所にある地下鉄の駅

今はなかなかお目にかかれないが、仙
台周辺地域では、仙台雑煮のだしとして
焼きハゼが使われて
いた。鮎がとれ
なくなって、ハ
ゼに代わっ
たとの説もあ
るとか。

仙台駅の
ペデストリアンデッキ
の規模は日本一
ペデストリアンデッキとは、広場と横断歩道橋の機
能を兼ねた道路のことで、全国の駅などにある。仙
台駅西口駅前では、北は広瀬通、南は南町通を
越えて、駅とオフイスビルや商業施設などを結んで
おり、仙台駅周辺の発展に大きく貢献してきた。

仙台市の地下鉄、東西線はまさに山あり谷あり。広瀬川を渡り、竜ノロ渓谷
を越え、八木山を登るという全国でもまれにみる”山登り”地下鉄である。

（2020年3月時点）

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_105記事体広告　88.5mm×80.8mm

本格スープカリィ＆カフェを楽しむ

DATA
平 日・土 曜10〜21時

（LO.20時）、日曜・祝日10
〜20時（LO.19時） 休 無
休 P AER・MARK ONE
パーキングサービスを利用 
交 JR仙台駅から徒歩3分 
☎022-265-0551
URL:http://www.vajra
road.com/

　仙台では数少ない本格スー
プカリィとルーカレーが楽しめる
カフェ。スープカリィは、特製ブ
イヨンに十数種類のスパイスを
合わせたコクのある味わいで、
具材や辛さなども選べる。たっ
ぷりと野菜が食べられるのも魅
力のひとつ。ルーカレーは、宮
城県産の「伊達の純粋赤豚」と
野菜をたっぷり煮込み、オリジ
ナルスパイスで仕上げた特製
のポークカレー。どちらも、一度
食べると癖になるおいしさだ。カ
ウンター席もあり、落ち着いた
雰囲気で1人でも気軽に利用
できる。

ヴァサラロード 仙台アエル店食べる 青葉区

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_1062/12　89mm×85mm

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_1072/12　89mm×85mm

与
五
郎
寿
司
は
、大
正
10
年（
１
９
２
１
年
）創
業
以
来
、江
戸
前
に
ぎ
り

寿
司
一
筋
に
当
店
の
旗
印『
眼
楽
舌
喜
』の
も
と
、社
員
一
丸
と
な
っ
て
和

食
文
化
の
創
造
に
邁
進
し
て
き
ま
し
た
。

寿
司
を
目（
眼
）で
楽
し
み
、口（
舌
）で
喜
ぶ
と
い
う
、「
見
た
目
」と

「
味
」を
代
々
の
モ
ッ
ト
ー
に
受
け
継
い
で
き
て
お
り
ま
す
。

〒980-0803
仙台市青葉区国分町2-15-20
よごろうビル一階
TEL.022-215-4224

【営業時間】
17：00～L.O23：00

【定休日】日曜・祝日

東
二
番
丁
通
り

一
番
町
通
り

稲
荷
小
路

国
分
町
通
り

フォーラス

広瀬通り
ホテル
グランテラス
仙台国分町

スマイル
ホテル

三越

勾当台
公園

定禅寺通り

与五郎寿司

おかげ様で、

創業100周年。

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '21
WG21_610記事体広告　88.5mm×80.8mm

支倉焼

DATA
9〜17時 休土曜 Pあり 

交 JR仙台駅から徒歩5分 
☎ 022-222-5305　本店　
仙台市青葉区中央4-7-18
市内店舗　仙台三越店（地
下1階）･藤崎店（地下1階）、
エスパル店（地下1階）、ザ・モ
ール店（1階）
URL:https://www.fujiya-
senshu.co.jp/

　「支倉（はせくら）」とは、伊達
政宗の命により仙台領月ノ浦か
ら船出した慶長遺欧使・支倉
常長のこと。東西交流に奔走
した常長の偉業を思い、この菓
子に支倉焼（6個入1209円ほ
か）と名付けられた。一つひとつ
手作りで餡を包み、くるみの香り
と食感が上品な甘さの中でほど
よいアクセントになっている。ク
ッキー生地とくるみ風味の白餡
は、和洋の垣根を越えた独特
の味わい。

奥州仙臺銘菓 ふじや千舟ショッピング 青葉区
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040 仙台旅先体験コレクション

わたしの“したい”がきっとみつかる
仙台・宮城の楽しい体験が満載の情報サイト

仙台旅先体験コレクション=「旅コレ」って？
豊かな自然や祭り、歴史・文化、食など、様々な魅力にあふ
れる仙台・宮城。せっかく行くなら、楽しい体験で想い出に
残る旅にしたいですよね。「旅コレ」は多彩なプログラムがコ
レクションされた「わたしの“したい”がきっとみつかる」
ウェブサイトです。

気になる体験を探す
エリア、ジャンル、キーワード
など、お好みの条件から体験
プログラムを検索できます。

体験を申し込む
参加したいプログラムが
決まったら、直接、各事業者に
申し込みます。

体験プログラムを楽しむ
各事業者とは、事前にメールな
どで相談ができます。とってお
きの体験をお楽しみください。

3STEP

体験プログラムを
楽しむまでの

ジャンルから探す エリアから探す 条件で絞り込む

気になる体験を探すSTEP1

体験を申し込むSTEP2

❶TOPページ左上にあるBOXの中から、
　「ジャンル」をクリック。

❷タブの中から興味のあるジャンルを
　選んで、「この条件で検索」をクリック。

❶TOPページ左上にあるBOXの中から、
　「エリア」をクリック。

❷タブの中から調べたいエリアを
　選んで、「この条件で検索」をクリック。

❶気になる体験の個別ページで、
　右上にある「申込はこちら」をクリック。

❷申込方法が表示されるので、希望の方法で
　申し込みをする。

❶TOPページ左上にあるBOXの中から、
　「追加条件」をクリック。

❷調べたい項目にチェックを入れて、
　「この条件で検索」をクリック。

体験プログラムを楽しむSTEP3

ジャンルや
エリアで
検索が出来て、
見やすく便利♪

作並こけし 絵付け体験
作並こけしは江戸時代の末期、南條徳右衛門によって
作り始められたといわれ、160年程の歴史がありま
す。昔は子供のおもちゃだったとよく伝えられています
が、現在では大人の鑑賞用として親しまれています。
ミニこけしやサンタクロースこけしなど、バラエティ豊
かなこけし作りにも取り組んでおりますので、自分だ
けのオリジナルのこけし作りに挑戦してみませんか？

平賀こけし

着物で街歩き～仙台でレンタル着物体験～ 
伊達の城下町「仙台」の街中や郊外で着物を着て歩きませんか？レンタル
着物梅らぶでは、着物の着付けにバッグや草履もついているので、手ぶ
らでOK。街中のアーケード街や定禅寺通りの街路樹、観光バス“るーぷ
る仙台”で瑞鳳殿や仙台城址などを巡れば、インスタ映えするお写真がた
くさん撮れます。杜の都仙台の新緑や紅葉など季節に合わせた観光もお
勧めです！

レンタル着物梅らぶ

せんだい農業園芸センター
みどりの杜トマト摘取体験
せんだい農業園芸センターでは、ミニトマト等18種類
を栽培しており、すべての種類を試食後、指定の袋に
お好きなトマトを詰め持ち帰るシステムで、トマト狩り
を楽しむことができます。最新の養液栽培システムを
取り入れたトマトハウスは寒い冬でも快適。靴や洋服
もそのままでＯＫ！樹上で完熟したトマトを食べるとそ
の美味しさに驚きますよ。

仙台ターミナルビル(株)荒井事務所

茂ヶ崎庵にて～日本伝統文化体験～ 
仙台藩主伊達家歴代の聖地である太白区の大年寺山公園の中に、風格
ある日本建築「茂ヶ崎庵」があることをご存知ですか？市内でも数少ない
明治期の建物として保存と活用を図るため1967年に定禅寺通りから移
築されました。歴史薫る『茂ヶ崎庵』と隣接する名席「仙庵」で日本伝統文
化、仙台の文化、茶道等を体験していただけるプログラムを毎月開催し
ております。

城下町せんだい　日本伝統文化未来プロジェクト 

宮城の大自然を満喫！！仙台市秋保の
二口峡谷シャワークライミングツアー 
シャワークライミングとは日本語でいうと沢登りのこ
とです。本ツアーではウエットスーツを着て、専用の
ブーツを履き、ヘルメットとライフジャケットを装着し
ます。コース内には天然のウォータースライダーや岩
登り等の遊びも満載。また渓谷がつくり出した絶景に
心が癒されます。自然と一体になって水遊びができる
のがシャワークライミングの醍醐味です！

なないろアウトドア

仙台旅先体験コレクションには、仙台・宮城の四季を楽しめるプログラムがたくさん！
その一部をご紹介します。（プログラムは随時更新中です）

https://sendai-experience.com/ja/

仙台旅先体験コレクション 検索

Instagram
はこちら

facebook
はこちら
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041仙台旅先体験コレクション

わたしの“したい”がきっとみつかる
仙台・宮城の楽しい体験が満載の情報サイト

仙台旅先体験コレクション=「旅コレ」って？
豊かな自然や祭り、歴史・文化、食など、様々な魅力にあふ
れる仙台・宮城。せっかく行くなら、楽しい体験で想い出に
残る旅にしたいですよね。「旅コレ」は多彩なプログラムがコ
レクションされた「わたしの“したい”がきっとみつかる」
ウェブサイトです。

気になる体験を探す
エリア、ジャンル、キーワード
など、お好みの条件から体験
プログラムを検索できます。

体験を申し込む
参加したいプログラムが
決まったら、直接、各事業者に
申し込みます。

体験プログラムを楽しむ
各事業者とは、事前にメールな
どで相談ができます。とってお
きの体験をお楽しみください。

3STEP

体験プログラムを
楽しむまでの

ジャンルから探す エリアから探す 条件で絞り込む

気になる体験を探すSTEP1

体験を申し込むSTEP2

❶TOPページ左上にあるBOXの中から、
　「ジャンル」をクリック。

❷タブの中から興味のあるジャンルを
　選んで、「この条件で検索」をクリック。

❶TOPページ左上にあるBOXの中から、
　「エリア」をクリック。

❷タブの中から調べたいエリアを
　選んで、「この条件で検索」をクリック。

❶気になる体験の個別ページで、
　右上にある「申込はこちら」をクリック。

❷申込方法が表示されるので、希望の方法で
　申し込みをする。

❶TOPページ左上にあるBOXの中から、
　「追加条件」をクリック。

❷調べたい項目にチェックを入れて、
　「この条件で検索」をクリック。

体験プログラムを楽しむSTEP3

ジャンルや
エリアで
検索が出来て、
見やすく便利♪

作並こけし 絵付け体験
作並こけしは江戸時代の末期、南條徳右衛門によって
作り始められたといわれ、160年程の歴史がありま
す。昔は子供のおもちゃだったとよく伝えられています
が、現在では大人の鑑賞用として親しまれています。
ミニこけしやサンタクロースこけしなど、バラエティ豊
かなこけし作りにも取り組んでおりますので、自分だ
けのオリジナルのこけし作りに挑戦してみませんか？

平賀こけし

着物で街歩き～仙台でレンタル着物体験～ 
伊達の城下町「仙台」の街中や郊外で着物を着て歩きませんか？レンタル
着物梅らぶでは、着物の着付けにバッグや草履もついているので、手ぶ
らでOK。街中のアーケード街や定禅寺通りの街路樹、観光バス“るーぷ
る仙台”で瑞鳳殿や仙台城址などを巡れば、インスタ映えするお写真がた
くさん撮れます。杜の都仙台の新緑や紅葉など季節に合わせた観光もお
勧めです！

レンタル着物梅らぶ

せんだい農業園芸センター
みどりの杜トマト摘取体験
せんだい農業園芸センターでは、ミニトマト等18種類
を栽培しており、すべての種類を試食後、指定の袋に
お好きなトマトを詰め持ち帰るシステムで、トマト狩り
を楽しむことができます。最新の養液栽培システムを
取り入れたトマトハウスは寒い冬でも快適。靴や洋服
もそのままでＯＫ！樹上で完熟したトマトを食べるとそ
の美味しさに驚きますよ。

仙台ターミナルビル(株)荒井事務所

茂ヶ崎庵にて～日本伝統文化体験～ 
仙台藩主伊達家歴代の聖地である太白区の大年寺山公園の中に、風格
ある日本建築「茂ヶ崎庵」があることをご存知ですか？市内でも数少ない
明治期の建物として保存と活用を図るため1967年に定禅寺通りから移
築されました。歴史薫る『茂ヶ崎庵』と隣接する名席「仙庵」で日本伝統文
化、仙台の文化、茶道等を体験していただけるプログラムを毎月開催し
ております。

城下町せんだい　日本伝統文化未来プロジェクト 

宮城の大自然を満喫！！仙台市秋保の
二口峡谷シャワークライミングツアー 
シャワークライミングとは日本語でいうと沢登りのこ
とです。本ツアーではウエットスーツを着て、専用の
ブーツを履き、ヘルメットとライフジャケットを装着し
ます。コース内には天然のウォータースライダーや岩
登り等の遊びも満載。また渓谷がつくり出した絶景に
心が癒されます。自然と一体になって水遊びができる
のがシャワークライミングの醍醐味です！

なないろアウトドア

仙台旅先体験コレクションには、仙台・宮城の四季を楽しめるプログラムがたくさん！
その一部をご紹介します。（プログラムは随時更新中です）

https://sendai-experience.com/ja/

仙台旅先体験コレクション 検索

Instagram
はこちら

facebook
はこちら
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