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エスパル仙台・福島・郡山・山形の

月末の金曜日は、エスパルで過ごそう。

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)が運営するエスパル仙台・福
島・郡山・山形では、4 月 28 日（金）のプレミアムフライデーに合わせ、各種イベントを開催いたします。
エスパルのプレミアムフライデーは、『月末の金曜日は、エスパルで過ごそう。』をテーマに、各館でさまざなイベントをご用
意いたします。プレミアムなワークショップや物販催事、エスパルお買い物券のプレゼント企画や、ちょっと贅沢なプレミアムフ
ライデー限定商品の販売など、月末金曜日のお買い物やお食事が楽しくなるイベントをご用意し、皆様のご来店をお待
ちしております。
各駅直結のエスパルは、お仕事帰りにもお気軽にお立ち寄りできますので、ぜひ、この機会にエスパル仙台・福島・郡
山・山形の各館をご利用くださいませ。
今後も、エスパルでは月末金曜日のプレミアムフライデーを皆様にお楽しみいただけるよう、さまざまなイベントを開催し
てまいります。

【イベント概要】
エスパル仙台
・イベントタイトル

プレミアムフライデー 版画ワークショップ メディウム剥がし刷り体験

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）①16：00～

・開催場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

・参加料

②17：30～

3,000 円（税込）※額代は別途

・人数

1 回に付き定員６名様

・作業時間

60 分～90 分程度 ※作品により個人差があります

・持ちもの

特になし ※下絵がある方は 128×182mm（B6）でご持参ください。

・事前申込先（講師連絡先）
講師：あるがあく（木版画）

【TEL】 080-3338-6498

【E-mail】arugaaku@gmail.com

・内容
版画技法のひとつ、「メディウム剥がし刷り」でオリジナル作品を作りましょう。凹版の 1 版多色刷りが可能です。
プレス機を使用しなくても本格的な凹版刷りが楽しめます。絵が苦手な方も、お子様も歓迎です。
作った作品を額に入れれば、ぐっと特別な装いに。手作りの作品を、お部屋のインテリアや、プレゼントにいかがでしょ
うか？プレミアムフライデーに、プレミアムな体験をお楽しみください。

・イベントタイトル

プレミアムフライデー ティージー オーセンティッククラシック 販売会

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）～30 日（日）10：00～21：00

・開催場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

・内容
ティージーは宮城県から日本の昔ながらの職人が作る「メイドインジャパン」の品質の高いカットソーブランドとして世
界に発信。2016 年日本初、カットソーでのグッドデザインアワードを受賞。
ティージーを代表とする【ORGANIC SRAB COTTON】は、大変品質の高い US オーガニックコットン（綿花）を
使用し、国内の紡績工場で糸にし、編み立て、染色、縫製にいたるまで全ての工程を東日本で行っております。
繊細で丁寧な日本の伝統技術を誇りに思い、皆さんの生活に馴染む、生地が良いシンプルなボートネックカットソー
をぜひこの機会にお買い求めください。

・イベントタイトル

プレミアムフライデー KELLY BOCK 販売＆刻印ワークショップ

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）～30 日（日）10：00～21：00
(ワークショップは各日 19：00 まで)

・開催場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

・内容
宮城県の北部 津山町から、山から木を伐採し、加工から制作まで、作り上げられたウッド食器「ケリーボック」。
「キャンプ時に落としても割れない、ゴミを出さずに美味しく外で気軽に食事を。」というコンセプトで始まったブランド。
頑丈で、味わいを楽しめる木製食器を是非お手にとってみてください。
お子様向けの焼印体験イベントも職人の高橋氏を迎え行います。

・イベントタイトル

プレミアムフライデー 藤原屋みちのく酒紀行 試飲イベント

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）～4 月 30 日（日） 各日 13：00～19：00

・開催場所

エスパル仙台 東館 2F 伊達のこみち前イベントスペース（仙台駅東西自由通路脇）

・内容
東北の美味しいお酒を取りそろえた試飲イベントを開催。プレミアムフライデーでお仕事を切り上げた後は、ご自宅で
ゆっくりとお酒をお楽しみいただくちょっと贅沢な時間を過ごされるのはいかがでしょうか？
お気に入りのお酒を見つけるお手伝いをさせていただきます。

エスパル福島
・イベントタイトル

月末金曜日はエスパルでお買い物

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00 ※無くなり次第終了

・対象店舗

エスパル福島 全店

・内容
当日 15：00 以降、合計 5,000 円（税込）以上お買上げのお客様、先着 50 名様に「エスパル福島
お買い物券（500 円分）」をプレゼント。
・引換場所

1F インフォメーション

・注意事項
※当日 15：00～20：00 までのお買い上げレシートのみ対象となります。
※当日お買い上げレシートのみ合算可
※インフォメーション営業時間中（15：00～20：00）のみお引換え可能です。
営業時間外・後日のお引換えはできません。
※お一人様、1 回限りのお引換えとさせていただきます。

・イベントタイトル

エスパルキッチンでちょっとプレミアムな商品を…

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00 ※無くなり次第終了

・対象店舗

エスパル福島内 エスパルキッチン対象店

・内容

エスパルキッチン対象店舗にて、プレミアムな商品や嬉しい特典をご用意。

エスパル郡山
・イベントタイトル

レストラン＆カフェ限定チケットプレゼント

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00 ※無くなり次第終了

・対象店舗

エスパル郡山本館・エキナカ 全店

・内容
当日 15：00 以降、合計 5,000 円（税込）以上お買上げのお客様、先着 100 名様に「プレミアム
レストラン＆カフェチケット（500 円分）」をプレゼント。
・引換場所

本館 1F インフォメーション

・注意事項
※当日 15：00～20：00 までのお買い上げレシートのみ対象となります。
※当日お買い上げレシートのみ合算可
※インフォメーション営業時間中（15：00～20：00）のみお引換え可能です。
営業時間外・後日のお引換えはできません。
※お一人様、1 回限りのお引換えとさせていただきます。

・イベントタイトル

月末金曜午後は嬉しいショップ特典

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00 ※無くなり次第終了

・対象店舗

エスパル郡山内 対象店舗

・内容

対象店舗にて、プレミアムフライデー限定のショップ特典を開催。

・注意事項
※一部店舗は終日開催している場合もございます。
※プレゼント施策については無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

エスパル山形
・イベントタイトル

月末金曜はエスパルでお買い物

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00 ※無くなり次第終了

・対象店舗

エスパル山形 全店

・内容
当日 15：00 以降、合計 5,000 円（税込）以上お買い上げのお客様、先着 50 名様に「飲食店限定
エスパル山形お買物券（500 円分）」をプレゼント。
・引換場所

2F インフォメーション

・注意事項
※当日 15：00～20：00 までのお買い上げレシートのみ対象となります。
※当日お買い上げレシートのみ合算可
※インフォメーション営業時間中（15：00～20：00）のみお引換え可能です。
営業時間外・後日のお引換えはできません。
※お一人様、1 回限りのお引換えとさせていただきます。

・イベントタイトル

プレミアムフライデーセール

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00

・対象店舗

エスパル山形 対象店舗

・内容
当日 15：00～20：00 まで、対象店舗にて限定セールを開催。
・注意事項
※一部対象店舗のみで開催となります。
※対象店舗は、店頭またはエスパル山形 HP からご確認ください。

・イベントタイトル

月末金曜日はプレミアムメニュー

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）15：00～20：00 ※無くなり次第終了

・対象店舗

エスパル山形 対象飲食店

・内容

対象店舗にて、プレミアムフライデーおすすめメニューの販売

エスパル仙台・福島・郡山・山形共通
・イベントタイトル

プレミアムポイントキャンペーン JRE ポイント 500 ポイントプレゼント

・開催期間

2017 年 4 月 28 日（金）～4 月 30 日（日） 3 日間

・対象店舗

エスパル仙台・福島・郡山・山形（JRE ポイント全加盟施設）

・内容
期間中に WEB からエントリーの上、合計 5,000 円（税別）以上お買上げの方に、もれなく『ＪＲＥポイント
500 ポイント(500 円相当)』をプレゼント
・注意事項
※複数店舗、複数の加盟店との合算可
（例）エスパル仙台で 3,500 円購入＋エスパル福島で 2,000 円購入もポイント付与対象
※事前エントリーも含め、キャンペーン期間中であれば、お買い物後のエントリーも対象です。
※エントリーには JREWEB 登録・メルマガ登録が必要となります。
※エントリーは JRE POINT WEB サイトからエントリーできます。

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

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

仙台ターミナルビル株式会社 ショッピングセンター事業本部 営業推進部 担当：服部・岩崎 ℡ : 022-267-2125

Fax : 022-227-3380

＜各館イベントに関するお問い合わせ先＞
●エスパル仙台：エスパル仙台営業部 佐藤・石墨 ℡022-267-2111

●エスパル福島：エスパル福島営業部 石垣 ℡024-524-2711

●エスパル郡山：エスパル郡山営業部 佐伯・加藤 ℡024-923-0333

●エスパル山形：エスパル山形営業部 紺野・村田 ℡023-628-1106

