
Press Release 

 

 

1 

2 0 1 7 年 1 1 月 3 0 日 

仙台ターミナルビル株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

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：松崎哲士郎)は、エスパル仙台にて、「― S-PAL presents 

― PREMIUM CHRISTMAS 『エスパルからの素敵なプレゼントを当てよう』」と題し、2017年 12月 1日（金）～12月 25日（月）

まで、クリスマスプレゼントキャンペーンを開催いたします。期間中、5,000円(税込)以上のお買上げで、シンガポールをはじめとした国内外旅

行や仙台牛の贅沢堪能コース、お買物券などのアイテムが合計 21,069 本、その場で当たるチャンス！ 

また、クリスマス期間中はエスパル館内にて限定イベントや催事などが盛りだくさん。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 

 

 

― S-PAL presents ―PREMIUM CHRISTMAS 『エスパルからの素敵なプレゼントを当てよう』 

開催期間：2017 年 12 月 1 日(金)～2017 年 12月 25 日(月) 

参加方法：期間中、お買上げ 5,000 円(税込)ごとにスクラッチカードを 1 枚進呈。また、1,000 円(税込)ごとに補助券 1 枚進呈。 

補助券 5 枚でスクラッチカード 1枚とお引換えいたします。当たりが出たら賞品とお引換えいたします。 

※レシートの合算はできません。※本キャンペーンはエスパル仙台のみ対象となっております。 

 賞品一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当選本数 21,069 本！  

PREMIUM CHRISTMAS 
『エスパルからの素敵なプレゼントを当てよう』 

【キャンペーン概要】 

内容 本数

Ａ賞 シンガポール　3泊5日　ペアご招待券 1

B賞
ホテルメトロポリタン仙台または

イースト特別宿泊プラン　ペアご招待券
3

Ｃ賞 東北の厳選宿　1泊2日ペアご宿泊券 5

Ｄ賞
欲張りふぐ＆仙台牛すてーきコース

ペアご招待券
10

Ｅ賞 仙台うみの杜水族館　特典付きペア入館券 50

Ｆ賞 エスパル仙台お買物券500円分 2,000

Ｇ賞 エスパル仙台お買物券300円分 3,000

Ｈ賞 エスパル仙台お買物券100円分 16,000
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【イベント一覧】 

■名称    HANDMADE マルシェ 

■日時    12 月 2 日（土）～12 月 3 日（日） 

【２日 10：00～17：00 ３日 10：00～16：00】 

■場所    本館 1Ｆ エスパルスクエア 

■内容    ハーバリウムやクリスマスワークショップなどのワークショップ    

 

■名称    ハンドメイドアクセサリーフェア 

■日時    12 月 4 日（月）～12 月 10 日（日） 10：00～21：00 

■場所    東館 3F 特設会場 

■内容    ハンドメイドアクセサリーの販売会 

 

■名称    C×Clabo(シーバイシーラボ)  

■日時    12 月 6 日（水）～12 月 26 日（火）  10：00～21：00 

■場所    本館 3F中央エスカレーター脇 

■内容    革小物雑貨販売 

 

■名称    クリスマスワークショップ 

■日時    12 月 16 日（土）～12 月 17 日（日）   

■場所    本館 1Ｆ エスパルスクエア  

■内容    ディンプルアートやクリスマスらしいリースを作るクリスマスの限定ワークショップを開催。 

         また同会場にて無印良品によるワークショップも開催いたします。 

         ※ワークショップは有料となります。ブースにより実施時間が異なります。 

 

■名称    Knot(時計) POP UP STORE 

■日時    12 月 14 日（木）～1 月 21 日（日） 10：00～21：00 ※年末年始の営業時間は一部変更あり。 

■場所    Ⅱ内通路 

■内容    東北初開催。 

時計本体とベルトを豊富なバリエーションの中からお好みの組み合わせで 

カスタム・オーダーでき、その日にその場でのお渡しができます。 
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【クリスマス食物販イベント】 

■名称    キットカット ショコラトリー 

■日時    12 月 8 日（金）～12 月 21 日（木）  10：00～20：30 

■場所    本館Ｂ1Ｆ インフォメーション前催事場 

■内容    「キットカット ショコラトリー」は、2003 年以来、「キットカット」の開発に携わり、これまで数々の監修商品の開発を通じて  

「キットカット」の新しい魅力を発掘してきた「ル パティシエ タカギ」のオーナーシェフ高木康政が全面監修した 「キットカット」。 

定番商品の他クリスマス限定のパッケージもご用意しています。 

  

■名称    クリスマスパーティーフェア 

■日時    12 月 22 日（金）～12 月 25 日（月）  10：00～20：30 

■場所    本館Ｂ1Ｆ インフォメーション前催事場 

■内容    クリスマスの食卓を彩るケーキやピザ、スープなどの販売いたします。 

         【参加店舗】 

          杜の館、ロワイヤルテラッセ、モロゾフ、森のピザ工房ルヴォワール、スープストックトーキョー     ※写真はイメージです 

 

【エスパル仙台×仙台パルコ 合同企画】 

■名称    フィンランド+SENDAI クリスマスマーケット 

■日時    12 月 8 日（金）～12 月 12 日（火）  10：00～21：00 

■場所    本館 1Ｆ エスパルスクエア・東館 3F 特設会場 

青の葉デイリーマーケット通路・Ⅱ内通路 ＆ 仙台パルコ２2F通路  

■内容    北欧の伝統的なオーナメントやアンティーク、リースや工芸品、焼き菓子やジャム、クリエイターの作品、 

そしてフィンランドの伝統的な文化や暮らしが体験できるワークショップなど約 50 ブースが登場します。 

 

■名称    クリスマススタンプラリー 

■日時    12 月 23 日（祝・土）～12 月 24 日（日） 

■引換場所 エスパル仙台 本館２Ｆ インフォメーション ・エスパルⅡ インフォメーション 

仙台パルコ 本館＆２ インフォメーション 

■内容    期間中各施設で 3,000 円（税込）以上お買上げで 1 スタンプ押印。 パルコとエスパルのスタンプを１つずつ揃えると、 

    各日先着 500 名（各施設で先着 250 名）、2 日間で合計 1,000 名様に、クリスマスにちなんだ賞品をプレゼントいたし 

ます。 

※それぞれの館内での当日のレシート合算は可能です。（エスパル仙台とパルコのレシートの合算は不可） 

           ※スタンプは各施設の各ショップにて押印いたします。 

 
＜本プレスリリースに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 エスパル仙台 担当：佐藤・石墨  

℡ : 022-267-2111  Fax : 022-227-3380 

◎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/） 

◎本プレスリリースは、2017年11月30日(木)時点となります。今後、変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

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

