
※対象機種を割賦契約（４８回）で購入頂くこと、旧機種の回収及び回収条件を満たすこと、機種変更後も本プログラム又は
　「機種変更先取りプログラム」に加入すること、機種変更時の対象機種等その他条件があります。詳しくはホームページまで。

12月8日（金）～ 31（日）
December 8 to 31, 2017 in SENDAI

http://www.sendaihikape.jp　

点灯時間：日～木17:30 ～ 22:00　金・土・24日17:30 ～ 23:00　31日17:30 ～ 24:00
会場：仙台市定禅寺通
主催：SENDAI光のページェント実行委員会

ページェント

みんなで灯す、
心の明かり

作品募集

募集

Access

各駅から会場の定禅寺通までの所要時間

自動車でお越しの方
東北自動車道［仙台宮城IC］より、

西道路を通り県庁･市役所方面へ

◎JR仙台駅より徒歩15分
◎地下鉄南北線仙台駅より勾当台公園駅まで約3分
◎勾当台公園駅より会場の定禅寺通まで徒歩1分
※おすすめルート：地下鉄「青葉通一番町駅」

学生
サポーター

（ボランティアスタッフ）

私たちと一緒に活動してくれる学生さん、清掃活動・写真撮

影のお手伝いしてくださるボランティアの方々を募集して

います。一緒に最高のイベントを創りあげましょう！

ご連絡お待ちしています。

2016年度グランプリ作品
「満点の星空の下で」

SENDAI光のページェント実行委員会

〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-9-10 仙台日の出ビル4F

Tel.022-261-6515   Fax.022-261-6516

e-mail. office@sendaihikape.jp

http://www.sendaihikape.jp

東北新幹線でお越しの方
JR東京駅よりJR仙台駅まで（最短所要時間）1時間36分

飛行機でお越しの方
仙台空港よりアクセス鉄道にてJR仙台駅まで約20分

詳細はWebサイトをご覧ください。 ページェント 検 索

Facebook

「写真コンクール」の作品を募集してい

ます。開催期間中の「SENDAI光のペー

ジェント」をテーマとした写真を広く

募集します。作品は次年度の広報活動

等に使用します。ふるってご応募くだ

さい。

地下鉄南北線

勾当台公園駅西公園駅

SENDAI
光のページェント会場

SENDAI光のページェントは、「冬の仙台を明るくしたい」「杜の都

を光の都へ」という想いで1986年に始まりました。

32回目を迎える本年のテーマは、「みんなで灯す、心の明かり」です。

第1回目から現在に至るまで、多くの皆様から温かな募金や協賛を

頂き、「みんなで灯してきた」ページェント。

定禅寺通に明かりが灯ることにより、多くの市民の皆様や来場した

方々の、「心に明かりを灯してきた」ページェント。

この、みんなで灯してきた明かりという想いで、2017SENDAI光の

ページェントを開催してまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2017SENDAI光のページェント実行委員会

ごあいさつ

佐々木 守世実行委員長

2017SENDAI光のページェント期間中の使用電力5,000kwhは、 
バイオマス発電によるグリーン電力を利用しています。

2017SENDAI光のページェントから排出された温室効果ガスは、 
東北地域で削減された排出権によりカーボン・オフセットします。



ウィンター・エンジェルス
～ supported by ムッシュマスノ アルパジョン～

ウィンター・エンジェルスとはSENDAI光のページェントをお手伝
いいただく子どもたちのことです。活動内容は、仙台市内各所での
PR活動や募金活動、「点灯式」や「サンタの森の物語」などイベントのア
シスタントです。ページェントをもっと夢と輝きに溢れるイベントにする
ため、そして仙台をもっともっと元気にするために、一緒に頑張ってくれる天使たちです！

募金のお願い
「SENDAI光のページェント」が、仙台の冬の風物詩となり、毎年多
くの方々に楽しんで頂けるのは、皆様の温かいお気持ち、ご支援の
おかげです。みんなの心が、一つの光となり仙台の街を輝かせます。
街頭募金に、ぜひご協力をお願いいたします。

光のページェント期間中は、るーぷる仙台が特別運行します。美し
いイルミネーションが創り出す光のトンネルをお楽しみください。

期　間／ 12月8日（金）～ 31日（日）※23日運休
時　間／ 17:20 ～ 19:00（20分間隔）合計6便※仙台駅前発車時刻
運　賃／大人200円、小児100円
ルート／仙台駅前（西口バスプール16番のりば）
　　　　→青葉通一番町駅→晩翠草堂前（西公園通経由）
　　　　→メディアテーク前→定禅寺通市役所前→広瀬通駅
　　　　→終点仙台駅前
所用時間／ 1周約50分
お問合せ／仙台市観光課  TEL.022-214-8260
　　　　　仙台市交通局案内センター  TEL.022-222-2256

るーぷる仙台 光のページェント号
2017SENDAI光のページェント

in泉パークタウン
泉パークタウン

泉パークタウンのセンターエリ
アのメインストリートが光の
ページェントに彩られます。華
やかな街並の演出と共に、お楽
しみイベントも多彩に。ぜひ、ヒ
カパへご来場ください。

★11月3日（金・祝）～ 2018年2月28日（水） 17：00 ～ 22：00
※2018年2月15日（木）を除く、詳細は［ヒカパ］検索

地下鉄東西線青葉通駅

一番搾りキッチン

暖のとれるスタンディングバー
形式のスペースで、旬の食材に
こだわったフード類や、体の芯
から温まるホットドリンクなど
を提供いたします。

12月8日（金）～ 25日（月）
17：00 ～ 22：00

点灯式

SENDAI光のページェントの初
日、カウントダウンとともにケ
ヤキ並木が一斉に点灯し、ペー
ジェントの始まりを華やかに演
出します。

12月8日（金）
17：10 ～（※点灯は17：30 ～）

光の歩道

定禅寺通国分町交差点に光り輝
く道が現れます。ページェント
期間中の17：20 ～ 20：30の間
は、交通規制が実施されますの
でご注意ください。

ページェントカー

陽気なサンタさんが乗っている
のは電飾された「ページェント
カー」。運がよければ大忙しのサ
ンタさんに出会えるかも!?

12月8日（金）～ 25日（月）
17：30 ～ 21：30頃

サンタの森の物語

たくさんの市民が、サンタクロースの格好
で定禅寺通をパレードします。前後半の2
回のパレードと、音楽演奏やダンスなどの
ブース演技もあり、見どころがいっぱいで
す。

12月23日（土・祝）　17：30 ～ 19：45
交通規制 17：00 ～ 20：00（車両通行止）

シンボルツリー・auツリー

勾当台公園市民広場にある、高
さ約30メートルのヒマラヤス
ギを電飾した、国内最大級のツ
リー。

12月8日（金）～ 31日（日）
日曜～木曜 17：00 ～ 22：00
金曜・土曜 17：00 ～ 23：00
8日17：30点灯　24日 23：00消灯　31日 24：00消灯

12/8

Re-Style FES!

環境省主催の「Re-Style FES!」
を２日間限定で同時開催。来場
者へのリユース食器の貸出しや
ステージイベントを通じて、３
Ｒへの理解と行動を呼びかけま
す。

12月23日（土・祝）・24日（日）

12月8日（金）～ 12月31日（日）
※23日を除く
17：30 ～ 20：30
※交通規制17：20 ～ 20：30 スターライト・ウインク

全ての灯りが約1分間消灯し、一
斉に再点灯するイベント。点灯
の瞬間は歓声があがるほどの情
景です。ぜひ、ご覧ください。

12月8日（金）～ 31日（日）
18:00・19:00・20:00の3回
※23日を除く

三井不動産リアルティ東北
presents

ライフサポートシステムpresents

SoftBank presents

キリンビール仙台工場

SENDAI光のページェント

詳細はウェブサイトをご覧ください

支援募金
街頭募金

至仙台駅

募金箱・ビン

エスカレーター工事中
工事期間中、階段の幅が
狭くなるなど注意が必要
です。

2017.11.29

YEBISU BAR

各地に店舗出店しているYEBISU 
BAR。今年も仙台で出店します！
スタンディングバー形式で大人
の安らぎ場所を提供いたしま
す。

12月8日（金）～ 27日（水）
平日 16：00 ～ 22：00
土・日・祝 15：00 ～ 22：00

かほピョンファンタジーパーク

親子が手をつないで歩ける光の
回廊をはじめ、白を基調とした
様々なイルミネーションをお楽
しみいただけます。

12月8日（金）～ 25日（月）
日曜～木曜 17：00 ～ 22：00
金曜・土曜 17：00 ～ 23：00
8日 17：30点灯
24日 23：00消灯

まちくるパフォーマーズ仙台

全国から、ライセンスを取得し
たパフォーマたちが仙台に集
結！ ページェント期間中、毎日
大道芸を披露します。

日～木／ 17:30 ～ 22:00
金・土／ 17:30 ～ 23:00

Sendai Winter Park

仙台はフィギュアスケート発祥
の地。今年も勾当台公園市民広
場のステージ前に、屋外アイス
リンクを設置いたします。

12月8日（金）～ 25日（月）
平日 15：00 ～ 21：00
土・日・祝 ・25日（月）12：00 ～ 21：00
協力金800円（貸靴利用含む）


