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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:松﨑哲士郎)が

運営するエスパル仙台では 2008 年の開業から 13 年となるエスパル仙台Ⅱがこの度 2021 年

11 月 19 日(金)にリニューアルオープンいたします。また、2021 年 11 月 26 日(金)には同エリ

アへ株式会社ベイクルーズ (本社:東京都渋谷区、取締役 CEO:杉村茂)が運営するオンラ

インストア「ベイクルーズストア」が、初のオフラインストアとして出店します。リニューアルに合わせて、

記念イベントを開催いたします。 

 

◆エスパル仙台Ⅱリニューアルオープン記念イベント                                                          

 

1. 先着プレゼント  

①「青山フラワーマーケット」オリジナルフラワーアレンジメントプレゼント 

◆期間:2021 年 11 月 19 日(金)～21 日(日) 

◆内容:エスパル仙台Ⅱで当日合計 5,000 円(税込)以上お買上げのお客さま 

各日先着 50 名さまにレシート提示でプレゼント      

◆配布場所:エスパル仙台Ⅱメインエントランス付近ロンハーマン脇特設会場 

◆備考:当日のみ合算可能です 

 

 

  ②「ブールアンジュ」クロワッサン＆仙台店限定生搾りクリームドーナツ 

(蔵王クリームチーズ)をセットでプレゼント 

◆期間:2021 年 11 月 26 日(金)～28 日(日) 

◆内容:エスパル仙台Ⅱで当日合計 5,000 円(税込)以上お買上げの 

お客さま各日先着 50 名さまにプレゼント 

◆配布場所:エスパル仙台Ⅱメインエントランス付近ロンハーマン脇特設会場 

◆備考:当日のみ合算可能です     

 

 

                                              

“BRAND NEW ME. BRAND NEW Ⅱ.” 

2021 年 11 月 19 日(金) エスパル仙台Ⅱ RENEWAL OPEN! 

2021 年 11 月 26 日(金) ベイクルーズストア NEW OPEN! 
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2. JRE POINT ポイントアップキャンペーン 

  ◆期間:①2021 年 11 月 19 日(金)～21 日(日) 

        ②2021 年 11 月 30 日(火)～12 月 2 日(木) 

◆対象店舗:①エスパル仙台全館 

         ②エスパル仙台Ⅱのみ  

  ◆内容:通常お買い上げ原則 100 円(税抜)につき 

【JRE POINT カード】1 ポイント付与のところ期間中は原則 100 円(税抜)で 3 ポイント付与 

【JRE CARD】3 ポイント付与のところ期間中は原則 100 円(税抜)で 5 ポイント付与 

                  

  ◆ポイント有効期限:2022 年 1 月 31 日(月) 

                ※ポイントアップ分のポイントのみ有効期限がございます。原則 100 円(税抜)につき、 

JRE POINT カードは現金決済 3 ポイント中 2 ポイント、JRE CARD はクレジット決済 

5 ポイント中 2 ポイントが期間限定ポイントとなります。 

                 

3. エスパル仙台東口駐車場 駐車料金サービス 

◆期間:①2021 年 11 月 19 日(金)～21 日(日） 

      ②2021 年 11 月 26 日(金)～28 日(日) 

◆対象店舗:エスパル仙台 全館  

◆内容:各日先着 100 名さまエスパル仙台東口駐車場駐車料金をサービス 

      通常 3,000 円(税込)のご利用で 1 時間無料が 2 時間無料 

      通常 10,000 円(税込)のご利用で 2 時間無料が 3 時間無料 

      通常 30,000 円(税込)のご利用で 3 時間無料が 4 時間無料 

 ◆有効期限:お買上げ当日限り 

 ◆追加サービス券配布場所:エスパル仙台本館 2F インフォメーション 

 

4. JRE POINT 利用キャンペーン 

◆期間:2021 年 11 月 26 日(金)～28 日(日) 

◆対象店舗:エスパル仙台 全館 

◆内容:期間中、500 ポイント以上 JRE POINT をご利用いただいたお客さまから 

抽選で 500 名さまへ JRE POINT1,000 ポイントプレゼント。 

1,000 ポイント以上ご利用いただいた方は当選率 2 倍となります。 

 

5. ショップ特典 

◆期間:2021 年 11 月 19 日(金)～30 日(火)エスパル仙台参加店舗 

◆対象店舗:エスパル仙台 ショップ特典参加店舗  

◆内容:リニューアルオープンを記念した限定品やノベルティ、各種サービスのご提供 

◆注意事項:特典内容は各店舗により異なります。無くなり次第終了となります。 
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世界で 19 カ国、1500 店舗を展開するグローバルティ

ーブランドです。お茶本来の味わいと香りにこだわり、上質

の茶葉を使って、店舗で毎日お茶を淹れています。一番

人気は「ブラック（紅茶）ミルクティー」にパール（タピオ

カ）のトッピング。お茶は 5 種類から選べ、トッピングや甘さ

の調整など、カスタイマイズでお好みのお茶を見つけてくださ

い。 

 

 

 

◆NEW＆RENEWALSHOP 概要  【2021 年 11 月 19 日(金)オープン】                          

 

【東北初出店】 

ロンハーマン 

 

 

1976 年、カリフォルニアで誕生したスペシャリティスト

ア。「ロンハーマンに訪れる全てのお客様に心地よくお買い

物を楽しんでいただきたい」という想いのもと、世界中から

集めたウエアやジュエリー、インテリア雑貨などを展開してい

ます。 

限定商品 

【ウィメンズ】 別注メキシカンパーカー、SZ ブロックプリント

ブランケット 2 型等 

【メンズ】ジ エルダーステイツマン別注ニット、ブルックス ブ

ラザーズ 別注オックスフォードシャツ等       

 

【東北初出店】 

アットアロマ  

全世界 5,000 箇所以上の施設で天然アロマを演出

する香りの専門ブランド。業界初のサービス「アロマオイル

ブレンダー®」によるオリジナルアロマ制作はもちろん、香り

を空間に広げて試すことができる「アロマテスター」など、体

験型サービスを充実させています。 

ショップ特典 

5,500 円(税込)以上お買上げでいただいた先着 150

名さまへ「ノベルティ」プレゼント。 

限定商品 

ディフューザーとオイルがお得に買えるアロマスターターセット

の販売等 

 

 

 

 

【新規出店】 

ゴンチャ  

 

 

 

 

 

 

 

【新規出店】 

青山フラワーマーケット  

 

Living With Flowers Every Day をコンセプトに、

花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルをご提案する

フラワーショップです。店内には産地にこだわった旬の花が

満開。お好きな花を自由に手にとってお選びいただけま

す。 

ショップ特典 

1,650 円(税込)以上お買上げいただいた先着 100 名

さまに「オリジナルフラワーベース(写真)」をプレゼント。 
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【リニューアル】 

シップス  

トラディショナルな要素を現代的な形で表現した

「STYLISH STANDARD」をコンセプトに、トレンドを感

じながらもこだわりのスタイルを提案いたします。 

リニューアルを機に WEB 接客およびご来店頂いた顧客

様用の接客スペースを設置します。 

ショップ特典 

25,000 円(税込)以上お買上げの先着 200 名さまへ

「オリジナル T シャツ」をプレゼント。 

限定商品 

【ウィメンズ】ロゼモンオーダー 

【メンズ】スーツカスタムオーダー、ポルペッタシューズ＆バッ

グオーダー

 

【リニューアル】 

ドレステリア 

ファッションは英国の伝統的な物、イタリア職人気質や

バランスの良いモダン、単に物では表現できないフランスの

エスプリなどをミックスし、品の良いコーディネートを提案い

たします。 

ショップ特典 

2021 年 11 月 19 日(金)～30(火)お買上げ金額に

応じてガラガラ福引きイベントをご用意しております。景品

は「星野リゾート宿泊券」や「パナソニックヘアドライヤー」、

「吊り裏毛トレーナー」などはずれなしでご用意しておりま

す。 

 

 

 

 

 

【リニューアル】 

アフタヌーンティー・リビング 

 

 

何気ないふとした瞬間に心地いい香りに包まれたり、い

つもの食卓に美しく佇まいのいい器と季節の花をかざって

みたり、ちょっとした感謝と祝福の気持ちを相手に伝えて

みたり。そんな一日一日を積極的に愉しむ気持ちとちょっ

とした演出、心地よい刺激と彩のある生活「spice of a 

day」を提案します。 

ショップ特典 

① お楽しみバック:3,300 円(税込)数量限定 50 個 

② 3,300 円(税込)お買い上げのお客さまにミニミニロゴ

バックプレゼント。数量限定 300 個 

限定商品 

キャンパスロゴバック:1,100 円(税込)数量限定 100

個 

【リニューアル】 

アフタヌーンティー・ティールーム 

 

 

ポットにたっぷりの紅茶をまんなかに、幸せがひろがるス

イーツやパスタなどを囲んで。午後のお茶の時間を演出す

る、ゆったりとした空間と、きめ細やかなサービス。

Afternoon Tea TEAROOM が、日常のなかに心地よ

い刺激をもたらします。 

限定商品 

ティータイムトートバッグ 2,000 円(税込) 

数量限定 50 個 

【内容】アフタヌーンティーブレンドバッグ 3g×6 個入) 

アールグレイ(ティーバッグ 3g×6 個入)、ミルクバウムクー

ヘン 1 個、アップルチーズケーキ 1 個、ディアマンバニラ 1

個(6 個入)  
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◆NEW＆RENEWALSHOP 概要 【2021 年 11 月 26 日(金)オープン】                       

【オフライン初出店】 

ベイクルーズストア 

 

 

 

 

「BAYCREW’S STORE」のオフラインストアとして初オープン。東北エリア初出店となるフレームワーク、ジャーナル ス

タンダード レリュームをはじめ、ブール アンジュを含むベイクルーズが誇る 12 ブランドが集結。フロア内にはポップアップス

ペースを併設し、様々なブランドの出店やイベント企画も実施。地域のお客様との繋がりを大切にし、発信するクリエー

ションを通じて、オフラインならではの体験をお楽しみいただけます。 

 

展開ブランド 

【東北初出店】 

1．フレームワーク             2．ジャーナル スタンダード ファニチャー     3．レショップ              

4．ルタロン                     5．ジャーナル スタンダード レリューム 

【リニューアル＆ニューブランド】        

6．イエナ                  7．エディフィス                   8．スピック＆スパン         

9．417 エディフィス           10．スローブ イエナ               11．ブール アンジュ  

12．ジャーナル スタンダード 

 

限定商品 

イ エ ナ:仙台限定カラーのコート全 4 型発売 

ブール アンジュ:「クロワッサンコロネ」「牛タンキューブ」「クリームドーナッツ」の仙台限定メニュー発売 

※その他にも各ブランドより限定品や限定カラーアイテムなど、全 30 点以上を発売

 

 

 

 

 ◆オープン当日について                                                                          

1.メディアによる撮影については、2021 年 11 月 19 日(金)、26 日(金) 各日:受付 8:50～ 開場 9:00～  

9:40 終了となります。 

2.2021 年 11 月 19 日(金)は整列入場となります。 

3.エスパル仙台は、2021 年 11 月 19 日(金)より時短営業から、通常営業 10:00～21:00(※一部店舗を除く)と 

 なります。 
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◆エスパル仙台営業時間について ※2021 年 10 月 29 日(金)時点                                

ショッピング 10:00～20:00（一部店舗を除く） 

飲食店   11:00～22:00（ラストオーダーは各ショップにお問合せください） 

※各店営業時間詳細はエスパル仙台ホームページ内の「エスパルニュース」をご参照ください。一部店舗は、23:00 まで営業 

いたします。営業時間等に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大の状況及び「国・県・市」からの要請により今後変更とな

る場合がございます。 

 

※エスパル仙台では新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、館内の定期的な換気、従業員のマスク着用や体調管

理など安全安心への対応を徹底し、一部店舗を除き 10:00～20:00 の時間帯で営業いたしております。 

※各入口には、アルコール消毒の設置やポスターによる注意喚起を行い、来店されるお客さまにも感染拡大防止にご協力を

お願いしております。 

 

 

 

 

＜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 プロモーション戦略グループ 担当:小野寺・村田・甲田 

℡ : 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、2021 年 10 月 29 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。 


