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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、6 月 30 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、さまざなイベントをご用意いた
します。人気ショップのメニュー引換券のプレゼントや、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多数の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。また、今月はエスパル 4 館「サマー
バーゲン」も同時開催いたします。
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 SWEETS MENU プレゼント

・開催期間

2017 年 6 月 30 日（金）15：00～ ※なくなり次第終了

・対象店舗

エスパル仙台 全店

・内容
当日 15:00 以降、合計 10,000 円(税込)以上お買上げの先着 100 名様に J・S FOODEIS の
「『Flower Stand』引換券」をプレゼント。
・注意事項
※当日お買上げレシートのみ合算可能です。
※引換券有効期限:引換当日～7/9（日）まで
※有効期限を過ぎた引換券はご利用できません。
※写真はイメージです。
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エスパル福島
・イベントタイトル

今が旬！ナチュラルいたがき「プレミアムさくらんぼ」プレゼント

・開催期間

2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 2 日（日）各日 15：00～ ※なくなり次第終了

・対象店舗

エスパル福島 全店

・内容
当日、15：00 以降合計 3,000 円（税込）以上お買上げの先着 30 名様にナチュラルいたがきの
「プレミアムさくらんぼ」をプレゼント。
・引換場所

1F インフォメーション

・注意事項
※当日の 15：00～20：00 までのお買上げレシートのみ対象となります。
※当日のお買上げレシートのみ合算可能です。
※天候や仕入れ状況により商品を変更する場合がございます。
※インフォメーション営業中（15:00～20:00）のみお引換が可能です。
※営業時間外、後日のお引換は出来かねます。
※お一人様、１回限りのお引換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 6 月 30 日（金）※なくなり次第終了

・対象店舗

エスパル福島 エスパルキッチン一部店舗

・内容

エスパルキッチン対象店舗にて、プレミアムな商品を販売。

・注意事項
※一部対象店舗のみで開催となります。対象店舗は各店頭にてご確認ください。
※限定アイテム・メニューの内容は変更となる場合がございます。
※各店で限定数がなくなり次第終了させていただきます。

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 6 月 30 日（金）15：00～20：00 ※なくなり次第終了

・対象店舗

エスパル郡山 本館・エキナカ 全店
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・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 までのお買上げレシートのみ対象となります。
※当日お買上げレシートのみ合算可能です。
※インフォメーション営業時間中（15：00～20：00）のみお引換可能です。
営業時間外・後日のお引換はできません。
※お一人様、1 回限りのお引換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 6 月 30 日（金）15：00～20：00 ※なくなり次第終了

・対象店舗

エスパル郡山 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。
※プレゼントについては、なくなり次第終了となります。

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 6 月 30 日（金）15：00～20：00 ※なくなり次第終了

・対象店舗

エスパル山形 全店

・内容
当日 15：00 以降、合計 5,400 円（税込）以上お買上げのお客様、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 までのお買上げレシートのみ対象となります。
※当日お買上げレシートのみ合算可能です。
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※インフォメーション営業時間中（15：00～20：00）のみお引換可能です。
営業時間外・後日のお引換はできません。
※お一人様、1 回限りのお引換とさせていただきます。

・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 6 月 30 日（金）15：00～20：00 ※なくなり次第終了

・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

・注意事項
※当日の 15：00～ラストオーダーまで対象となります。
※内容は変更となる場合がございます。
※対象店舗は、店頭またはエスパル山形 HP をご確認ください。

エスパル仙台・福島・郡山・山形共通
・イベントタイトル

エスパルサマーバーゲン

・開催期間

2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 9 日（日） 10 日間

・対象店舗

エスパル仙台・福島・郡山・山形 対象店舗

・イベントタイトル

プレミアムポイントキャンペーン JRE POINT500 ポイントプレゼント

・開催期間

2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 2 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能です。
（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。
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※エントリーには JRE WEB 登録・メルマガ登録が必要となります。
※エントリーは JRE ポイント WEB サイトからエントリーできます。
※詳細は、JRE ポイント WEB サイトにてご確認ください。

・イベントタイトル

JRE POINT サマーボーナスキャンペーン

・開催期間

2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 31 日（月）

・対象店舗

エスパル仙台・福島・郡山・山形（JRE ポイント加盟店）

・内容
JRE POINT WEB サイトからエントリーの上、駅ビルおよびエキナカの JRE POINT 加盟店でお買上げいただくと、
期間中の累計購入金額 5,400 円（税込）以上で 500 ポイント（500 円相当）、10,800 円（税込）
以上で 1,000 ポイント（1,000 円相当）の JRE ポイントをプレゼント。
・注意事項
※JRE ポイント WEB サイトにてログイン後、エントリーできるようになります。
※期間中にエントリーいただければ、期間中のお買上げ金額は全て対象となります。
※ポイント対象外商品および 1 回のお買上げ金額が 100 円未満でポイント対象金額に満たない場合は、お買
上げ金額の合計には含まれません。
※プレミアムフライデーキャンペーンとの同時エントリーも可能です。
※ポイントは 8 月上旬に付与します。ポイントの有効期限は 9 月 30 日となります。
※詳細は、JRE ポイント WEB サイトにてご確認ください。

＜本プレスリリース・エスパル四館共通イベント関するお問い合わせ先＞
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

◎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/）
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