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スターライトリンク1
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します。

12月6日（金）～ 25日（水）　
平日15:00 ～ 21:00  土・日 12:00 ～ 21:00　
協力金900円（貸靴利用含む）

2 クリスマスマーケット
華やかに飾られた木の小屋（ヒュッテ）にホットチョコ
レートやシチューなど暖かで素敵なお店が軒を連ねます。

12月6日（金）～ 25日（水） 
平日16:00 ～ 21:00 土・日 12:00 ～ 21:00
 ※12月9・10・11・12・16・17日は休業日

3 おもてなしステーション
学生ボランティアが道案内・質問対応・リーフレット配
布・公式グッズ「ひかりんぐ」の販売を行います！

12月6日（金）～ 25日（水）17：30 ～ 21：00

2019SENDAI光のページェント
 　　　　　　　　in 泉パークタウン

今年も、泉パークタウンのタピオとア
ウトレットの間のメインストリートで

「ヒ カ パ」を 開 催 し て お り ま す。ペ ー
ジェントの“光の株分け”を受けて、物
語のような光の世界が繰り広げられま
す。ぜひお楽しみください。

★11月1日(金) ～ 2020年3月31日(火)
※2020年2月20日(木)を除く、詳細は［ヒカパ]検索

7 YEBISU BAR
各地に店舗出店しているYEBISUBAR。今年も光のペー
ジェントで出店いたします。スタンディングバー形式で
大人の安らぎ場所を提供します。

12月6日（金）～ 25日（水） 
平日16:00 ～ 22:00　土・日・祝15:00 ～ 22:00

8 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ーたちが仙台に集
結！！光のページェント期間中、毎日大道芸を披露いたします。

12月6日（金）～ 31日（火） 
日～木17:30 ～ 22:00　金・土17:30 ～ 23:00
31日（火）17:30 ～ 24:00

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6日（金）17：10 ～（※点灯は17：30 ～）

12 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。

12月6日（金）～ 12月31日（火）※22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

三井不動産リアルティ東北
presents

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6日（金）～ 31日（火）
18：00・19：00・20：00の3回  ※22日を除く

サンタの森の物語

たくさんの市民やマーチングバンドの方々
が、サンタクロースやトナカイに変装して
定禅寺通をパレードします。前後半の2回
のパレードと各ブースでは、音楽演奏やダ
ンスなどの演技も行われ見どころもいっぱ
いです。愉快なサンタクロースたちが冬の
街を明るく楽しく盛り上げます。

日時／12月22日（日）17:30 ～ 19:45
交通規制／17:00 ～ 20:00
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フォトスポット

1

5 一番搾りキッチン
キリンビール仙台工場

暖のとれるスタンディング形式のスペースで、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6日（金）～ 25日（水） 
平日17:00 ～ 22:00　土・日 15:00 ～ 22:00
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おもてなし
ステーション

写真撮影ブース

4 写真撮影ブース
撮影した写真の入ったポストカードを無料で配布します。
希望の方には大きな写真の販売も行なっております。

 12月6日（金）～ 25日（水）17:30 ～ 22:00
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勾当台公園駅出口1

勾当台公園駅出口2

Sendai Winter Park

Sendai Winter Park

B

B

イベント内容は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

12/6（金)点灯初日や土・日、クリスマス

などの点灯時間は、一番町四丁目商店街

からの定禅寺通りへの進入が大変込み合

います。混雑時には、できるだけ国分町

通りや晩翠通りへ迂回していただき

ますよう、皆様のご協力を

お願いいたします。

A

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。今年は伊達武将隊が乗車す
る特別便※も運行予定です。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。※詳しくは伊達武将隊ホームページをご確認ください。

期間／12月6日（金）～31日（火）※22日（日）を除く

時間／仙台駅前西口バスプール16番のりば発17：20 ～ 18：40　20分間隔で運行

ルート／仙台駅前→青葉通一番町駅→晩翠草堂前→（西公園経由）→メディアテーク前→定禅寺通市役

所前→広瀬通駅→仙台駅前（全便仙台駅前止まり）　運賃／大人200円、小児100円

所用時間／1周約45分　お問合せ／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

スターライト
リンク
スターライト
リンク
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12月6日（金）～ 31日（火）   

日曜～木曜 17：30 ～ 22：00　金曜・土曜 17：30 ～ 23：00

※22日（日）24日（火） 23：00消灯/31日（火）24：00消灯

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。

シンボルツリー
スーモわくわくツリー bySUUMO

STARLIGHT☆WINK CONCERT
定禅寺通のイルミネーションを見ながらピアノ演奏が聴
ける、一日限定のロマンティックなコンサート。冬の特別
な一日を演出します。

12月15日（日） 1回目18時～ 2回目19時～ 3回目20時～
場所：仙台定禅寺ビル

ラプラス＋宮城巡りin 2019SENDAI光のページェント
日本初！約6mのラプラスの巨大バルーンが勾当台公園に登場するよ！ライトアップされるラプラスをお楽しみに！

★｢日本初！」約6mラプラスバルーンが登場！
12月13日（金）～ 25日（水）15:00 ～ 22:00　※14日（土）15日（日）は13:00 ～ 22:00
★POKEMON with YOU コーナー
12月13日（金）～ 15日（日）13日（金）15:00 ～ 20:00、14日（土）15日（日）は13:00 ～ 20:00
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