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仙台ターミナルビル株式会社(本社：宮城県仙台市、代表取

締役社長：新妻博敏)は、2016年 3月 18日（金）の JR仙

台駅の駅ビル「エスパル仙台」新館（以下、「東館(呼称：ひがし

かん)」）及び本館のグランドオープンに合わせ、記念イベントを開

催いたします。 

目前に控えた北海道新幹線開業に合わせ函館旅行が当たる

抽選会のほか、5年の節目を迎える東日本大震災の復興応援を

目的として被災地である石巻と女川の企業とコラボレーションし製

作したオリジナルノベルティのプレゼント、本館、東館、Ⅱで開催する

ショップ特典など、特別な企画をご用意いたしました。 

 

生まれ変わった「エスパル仙台 東館&本館」へ是非ご来店くださ

い。エスパル仙台スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしてお

ります。 

 

 

 

◆GRAND OPEN記念イベントについて 

■GRAND OPEN記念先着プレゼント  

・開催期間  2016 年 3 月 18日（金）～21 日（月・祝） 

・対象店舗  エスパル仙台全店舗（本館、東館、Ⅱ） 

・引換場所  各インフォメーション（本館 B1F・2F、Ⅱ） 

・内   容  期間中、エスパル仙台での当日お買い上げ合計 8,000 円（税込）以上の方、各日先着 300 名様にグランドオープン 

記念オリジナルノベルティをプレゼント。今回、エスパルは石巻と女川の企業とコラボノベルティを製作しました。 

新しい仙台がはじまる 

エスパル仙台 東館&本館 

GRAND OPEN記念イベントを開催!! 



 

           3 月 18 日（金）・19 日（土） 石巻「ReMake クラッチポーチ」  製造元･販売元 Fun Creation.inc 

 

 

 

 

 

 

      

 

3 月 20 日（日）・21 日（月・祝） 女川「onagawa fish キーホルダー」  株式会社 onagawa factory 

 

 

 

 

 

 

       ※当日レシート合算可。 

 

■総勢 1,520名様に当たる!!GRAND OPEN記念抽選会 

・開催期間  3 月 22 日（火）～31 日（木） 

・対象店舗  エスパル仙台全店舗（本館、東館、Ⅱ） 

・抽選会場  本館 B1F レストラン街エレベーター脇、本館 1F エスパルスクエア、Ⅱインフォメーション 

・抽選時間  10：00～21：00 

・内   容  期間中、当日エスパル仙台でのお買上げ合計 10,000 円（税込）毎に 1 回抽選のチャンス!!抽選で北海道新幹線の 

旅やお買物券など、うれしい景品が当たります!! 

 

 

 

 

       

          ・北海道新幹線で行く函館旅行 2 泊 3 日ペア 

          ・BRUNO ホットプレート 

          ・新規出店ショップのおすすめ商品 

          ・杜のダイニング お食事券 3,000 円分 

          ・SWEETS GARDEN&伊達のこみち お買物券 1,000 円分 

          ・エスパル仙台お買物券 500 円分  

 

          ※抽選会場にて、当日レシートをご提示ください。 ※当日レシート合算可。 

5 組 10 名様 

10 名様 

150 名様 

50 名様 

100 名様 

1,200 名様 

ウェットスーツ製作時に廃棄される端材を製品に作り変えることをコンセプト

に、震災後、ReMake（リメイク）が誕生いたしました。微力ながらも自立

再建の一助と壊れてしまった“石巻カルチャー”の一部を、「もう一度作り変え

よう!」という思いが詰まっています。 

「魚が獲れないなら作ってしまえ!」をコンセプトに、物作りを通した経済的

自立支援を目的としたプロジェクトから生まれたキーホルダー。そしてこのプ

ロジェクトは今、こだわりのプロダクトを創りだす女川の新たなブランド作りを

目指しております。 

※写真はイメージです。 

※写真はイメージです。 

※写真はイメージです。 



■GRAND OPEN記念特典フェア 

・開催期間  3 月 18 日（金）～21 日（月・祝） 

・対象店舗  エスパル仙台全店舗（本館、東館、Ⅱ） 

※一部対象外の店舗もございます。詳しくはホームページをご覧ください。 

・内   容  各店舗にて限定商品の販売やノベルティプレゼント等の特典をご用意しております。 

 

■HELLO!!NEW DAY!! HELLO!! NEW S-PAL インスタグラムキャンペーン 

・開催期間  3 月 18 日（金）～5 月 8 日（日） 

・内   容  エスパル仙台にてご購入されたアイテムやご飲食されたメニューなど「あなたがエスパル仙台で出会った新しいお気に入り」の 

写真を“#newspal“とご利用ショップ名をつけて Instagram に投稿してください。投稿された方の中から抽選で 30 名様 

に「エスパル仙台お買物券 2,000円分」をプレゼントいたします。 

※エスパル仙台の Instagram アカウント（@spalsendai）をフォローの上、ご投稿ください。 

※投稿された写真は特設サイト（http://www.s-pal.jp/sendai/hellonewspal）に掲載いたします。   

※本キャンペーンに応募の方は、特設サイト内の応募要項と利用規約をよくお読みいただき、同意の上応募してください。 

本キャンペーンに”#newspal“を付けて投稿された場合には、利用規約に同意したものとみなします。 

 

■エスパルカード新規入会キャンペーン 

・開催期間  3 月 18 日（金）～22 日（火） 

・内   容  期間中のご入会で以下の特典をプレゼントいたします。 

［特典 1］ エスパル仙台お買物券 2,000 円分プレゼント 

［特典 2］ ビューサンクスポイント 800 ポイント（2,000 円相当）プレゼント 

他にも、お得なビューカード特典をご用意しております。 

 

■仙台ものづくりワークショップ 

・開 催 日  3 月 19 日（土）・20 日（日）・21 日（月・祝） 

・会   場  本館 1F エスパルスクエア 

・内   容  東館 OPEN を記念し、“杜の都 仙台”をテーマにしたワークショップを開催します。エスパル仙台での当日お買上げレシート 

をご提示いただいた方、各日先着 50 名様に無料でご参加いただけます。 

※各回、開催 30 分前に会場にて整理券を配布いたします。 

※レシート金額はいくらでも可。 

※お１人様１日 1 回限り。 

 

3月 19日（土） 『柳生和紙のランプシェード作り』 

①11：00～（15 名） ②14：00～（20 名）③16：00～（15 名） 

柳生和紙は仙台藩の御用和紙として伊達政宗にも愛された、伝統的な手漉 

き和紙です。その和紙を規則的に 

折って中に明かりを灯せばおしゃれなランプシェードの出来上がりです。 

 

即日発行、即日ご利用OK!! 

ポイント還元率約 5%!! 

※写真はイメージです。 

http://www.s-pal.jp/sendai/hellonewspal


          3月 20日（日）『杜の香りのルームスプレー作り』 

①11：00～（15 名） ②14：00～（20 名）③16：00～（15 名） 

お部屋を爽やかな杜の香りにしてみましょう。リフレッシュして気分も元気に。欅から香りの商品「ページェント」を制作 

している霧鹿香草店の宍戸多恵子氏が講師をいたします。 

 

3月 21日（月・祝）『モザイクアート鍋敷き作り』 

①11：00～（15 名） ②14：00～（20 名）③16：00～（15 名） 

小さなパーツを組み合わせてデザインを作るモザイクの技法で、宮城県産の間伐  

材を使った鍋敷き作りなど宮城県産の木材を活用することは、森の環境を守るこ 

とにもつながります。 

       

■GRAND OPEN記念オブジェ展示 

・開催期間  3 月 18 日（金）～5 月 8 日（日） 

・展示場所  東館 2F 伊達のこみち前イベントスペース 

・内   容  昨年 10 月から実施しているインスタグラムキャンペーンで集まった「あなたが好きな仙台の日常」写真を使ったオブジェを展 

示いたします。 

また、3月 15 日（火）～31 日（木）の期間は本館 1F エスパルスクエアにて仙台の伝統和紙とのコラボレーション 

オブジェも展示いたします。 

 

■エスパル仙台 Ⅱ × アクアリウム～春～  

・開催期間  3 月 18 日（金）～31 日（木） 

・展示場所  Ⅱ内通路 

・内   容  春の訪れを表現した水槽内に、色とりどりの鮮やかな魚が泳ぎまわるアクアリウムを展示いたします。 

 

■電車・バスに乗って仙台駅へ行こうキャンペーン  

・開催期間  3 月 18 日（金）～4 月 17 日（日） 

・内   容  公共交通機関を利用して仙台駅へお越しの方を対象に、びゅう商品券や飲食店クーポン等が当たるキャンペーンを実施し 

ます。仙台駅及びエスパル仙台に設置する専用端末に IC カード乗車券をタッチし、スロットゲームの絵柄が揃ったらプレゼ 

ント。 

※タッチ端末設置場所 ①本館 B1F インフォメーション付近 ②本館 2F 南エスカレーター休憩スペース裏 

※タッチ端末ご利用時間 10:00～21:00 

※写真はイメージです。 

※画像はイメージです。 



新しい仙台がはじまる 

この度、エスパル仙台 東館＆本館 NEW＆RENEWAL のＴＶＣＭを制作するにあた

り、たくさんの仙台在住の皆さん、仙台の名所、仙台のカフェや店舗の皆さまにご協力、ご参

加頂きました。 

仙台の素敵な暮らし、仙台の美しい町並み、そして仙台に生きる皆さまの輝かしい笑顔。 

そんな仙台の街と共に、新しく生まれ変わるエスパル仙台が、皆さまの日常をより輝かしいも

のにしていけるよう、これからも精一杯皆さまと共に日常を築いていければと思います。 

Hello New Day , Hello New S-PAL 

■東北のおみや 新 東北みやげコンテスト受賞商品販売会 

・開催期間  3 月 18 日（金）～21 日（月・祝） 

・会   場  本館 B1F インフォメーション前広場 

・内   容  厳選された東北生まれの新しいおみやげが勢ぞろい!「新 東北みやげコンテスト」を受賞した商品（食品や雑貨等）の販 

売会です。大切なあの人や自分へのご褒美に、新生活を彩る逸品を見つけてみませんか？ 

 

 

◆オープン当日について 

・ 3月 18日（金）は東館・本館全店舗 10:00 に開店いたします。 ※本館一部店舗は除きます。 

・ 3月 18日（金）開店時は、整列入場となります。 

・ ご来館の際は周辺道路の混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。 

 

◆GRAND OPEN特設サイトについて 

本日、GRAND OPEN特設サイトが OPEN いたします。詳しくは下記 URL をご覧ください。 

http://www.s-pal.jp/sendai/grandopen0318 

 

 ◆GRAND OPEN CM について 

 本日より、東北 6県にて、順次 GRAND OPEN CM を放映いたします。 

※上記特設サイトでもご視聴いただけます。 

 

 

 

 

 

本プレスリリースは、エスパル仙台 HP（http://www.s-pal.jp/sendai/news-release/）でもご覧いただけます。 

※本日、14：00～掲載予定です。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 仙台ターミナルビル株式会社 エスパル仙台 営業部 担当：齋藤・鴫原
し ぎ は ら

 

 Tel : 022-267-2580  Fax : 022-227-3380 

http://www.s-pal.jp/sendai/grandopen0318

