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クリスマスはエスパル仙台で過ごそう
【プレゼントキャンペーン概要】

～クリスマスにぴったりな期間限定イベントを実施～

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)が運営
するエスパル仙台では、12 月 16 日（月）より、クリスマスリースのワークショップをはじめとした期
間限定催事やコンサートなど、クリスマスにぴったりなイベントを多数開催いたします。
さらに、クリスマスの館内装飾展開を一新。「-S-PAL Dressed in Green Christmas-」と
題し、優しくあたたかいグリーンの装飾が、クリスマスシーズンの館内を彩ります。
また、2019 年 12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)の期間中、合計２0,000 名様にペア台
北旅行やメトロポリタン仙台イースト ロイヤルスイートペア、JRE POINT など、豪華賞品が当たる
クリスマスプレゼントキャンペーンも開催いたしております。

【期間限定催事・イベント一覧】
■名称

AZUKI カフェ 「White Marche」

■開催日

2019 年 12 月 9 日(月)～12 月 15 日(日)

■時間

10：00～21：00

■場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

■内容

クリスマスを彩るハンドメイドアクセサリー販売やクリスマスリースのワークショップなどを実施。

■名称

女子バレーボールチーム 「リガーレ仙台」 クリスマス特別トークショー

■開催日

2019 年 12 月 15 日（日）

■時間

14：00～15：00

■場所

JR 仙台駅２F 東西自由通路 杜の陽だまりガレリア 特設会場

■内容

V リーグ参入を目指す仙台のバレーボールチーム「リガーレ仙台」によるスペシャルイベント。
元全日本代表 佐藤あり紗監督によるトークショーを開催いたします。選手とのじゃんけん大会では、エスパル仙台お買物券や
サイン入りバレーボールをプレゼント。
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■名称

ギフトオブクリスマス～冬のオルゴールフェア～

■開催日

2019 年 12 月 16 日（月）～12 月 20 日（金）

■時間

10：00～21：00

■場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

■内容

日本電産サンキョーによる東北「初」のオルゴールフェア。
クリスマスプレゼントに最適なオルゴール、羽生結弦選手の監修
オルゴール、高音質の高級オルゴール「オルフェウス」、貴重なアンティークオルゴール
などが一斉に集い、展示や販売を実施いたします。

■名称

クリスマス・ゴスペルライブ

■開催日

2019 年 12 月 21 日（土）

■時間

14：00～15：00

■場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

■内容

恒例のクリスマス・ゴスペルライブ、仙台で結成された最響の

〈the voice of LOVE〉

ゴスペルグループ the voice of LOVE とクラーク記念国際高等学校の
高校生が、エスパルスクエアに聖なるゴスペルを響かせます。
ふれあい企画の音楽クイズでは、正解したお客様にクリスマスプレゼントを
進呈いたします。

〈クラーク記念国際高等学校〉

■出演者

the voice of LOVE 、クラーク記念国際高等学校

■名称

青葉ロータリー presents クリスマスコンサート

■期間

2019 年 12 月 22 日（日）

■時間

①13：00～13：20 ②14：00～14：20

■場所

エスパル仙台 本館 1F エスパルスクエア

■内容

ピアノ・フルート・声楽によるクリスマスコンサートを開催いたします。

■出演者

赤間夏海、原田満梨奈、佐々木舞

〈赤間夏海〉 〈原田満梨奈〉

〈佐々木舞〉

その他 展開中の施策について
【館内イルミネーション概要】
■デザインコンセプト

― S-PAL Dressed in Green Christmas―

■期間

11 月 1 日（金）～12 月 25 日（水）

■場所

エスパル仙台館内各所

■内容

心安らぐグリーンと優しい光に満ちたクリスマスを、イルミネーションとと

〈本館１F エスパルスクエア〉

もに展開しております。エスパル仙台Ⅱエントランスでは、初の試みと
して通行反応センサー付きイルミネーションを実施。
お客様がエントランス通行時、人感センサーが反応し、夜空から光が
降り注ぐような音と光のイルミネーションを目と耳両方で楽しんでいただ
けます。

2

〈エスパル仙台Ⅱ エントランス〉
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【プレゼントキャンペーン】
■名称：― S-PAL Dressed in Green Christmas ―Present

Campaign.

■開催期間：2019 年 12 月 1 日(日)～2019 年 12 月 25 日(水)
■参加方法：期間中、JRE CARD または JRE POINT カードご利用の上、合計 10,000 円(税込)お買い上げごとに 1 口、自動エント
リー。抽選でペア台北旅行やホテルメトロポリタン仙台イースト宿泊券、JRE POINT50,000 ポイントなど総勢 20,000 名様に当たります。
また、お買い上げ時に JRE CARD または JRE POINT カードへ新規ご入会いただいた場合もご参加いただけます。
※本キャンペーンはエスパル仙台のみ対象となります
■賞品一覧

A
B
C
D
E
F
G

賞品
ペア 台北旅行2泊3日
ペア ホテルメトロポリタン仙台イーストロイヤルスイート

エスパルで過ごすスペシャルデイチケット
JRE POINT50,000ポイント
JRE POINT10,000ポイント
JRE POINT1,000ポイント
JRE POINT100ポイント
本数合計

〈A 賞：ペア台北旅行 2 泊 3 日〉

本数
3
5
10
5
30
1,000
18,947
20,000

〈B 賞：ホテルメトロポリタン仙台イースト ロイヤルスイートペア宿泊〉

＜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：内海・村田・佐々木
℡ : 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、2019 年 12 月 6 日(金)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。
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