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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、

2023年 1月 2日(月･祝)あさ 8時より「2023年 エスパル仙台初売」を開催いたします。 

今年は、ホテルメトロポリタン仙台ロイヤルスイートルームペア宿泊付の福袋や、これまでも人気の「JR フルーツパーク仙台

あらはまの年間摘み取り体験チケット」など合計 11種のオリジナル福袋をはじめ、各ショップにおける総数 13,000個以上

の福袋販売や特典、エスパルで利用できる商品券が当たる抽選会など各種イベントを多数ご用意しております。 

同時開催で半期に一度のエスパルバーゲンも開催いたします。 

 

【開催概要】 

名   称：2023年 エスパル仙台 初売 

開催日時：2023年 1月 2日(月･祝) 8：00～19：00 

：2023年 1月 3日(火) 9：00～19：00 

開催場所：エスパル仙台 本館･東館･Ⅱ全店 

 

◆エスパルオリジナル福袋販売 

販売日時･場所：2023年 1月 2日(月･祝) 

8：00～15：00 本館 1F エスパルスクエア 

15：00～19：00 本館 2F インフォメーション 

2023年 1月 3日(火) 

9：00～19：00 本館 2F インフォメーション 

※お一人さま 1 ケまで･無くなり次第終了･事前予約不可 

 

販売内容 : 

1 仙台 TB満喫プレミアム福袋 

(1)販売金額：100,000円(税込) 【総額 260,900円相当】 

(2)販売個数：2 ケ 

(3)内   容：ホテルメトロポリタン仙台ロイヤルスイートルーム ペア宿泊(朝食付) 

レストラン「セレニティ」、中国料理「桃李」、日本料理･鉄板焼「はや瀬」から選べる 

ペアディナー(お一人さまドリンク 2杯付) 

ご宿泊日の駐車場 1台 

体験型福袋が満載！総数 13,000個以上の福袋をご用意！ 

2023年エスパル仙台初売開催！ 

2023年 1月 2日(月･祝) あさ 8:00開店 
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JR フルーツパーク仙台あらはま「ペアいちご狩り(食べ放題)」 

仙台ターミナルビル㈱共通利用券 10,000円分 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。) 

※2名さまでご利用いただけます。 

※ご利用期間：2023年 1月 10日(火)～5月 31日(水) 

 

2 鉄道開業 150年記念 子ども駅長プラン福袋 

(1)販売金額：30,000円(税込) 【総額 69,000円相当】 

(2)販売個数：3 ケ 

(3)内   容：子ども駅長の制服を着て仙台駅ホームで記念撮影 ※小学生以下限定 

ホテルメトロポリタン仙台イーストプレミアツインルーム 宿泊(朝食付) 

「フォレストキッチンウィズアウトドアリビング」ペアディナー 

お土産「くる東北 6県セット」 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます) 

※大人 2名さま･お子さま 1名さまのプランとなります。 

※子ども駅長の制服サイズは 90cm･110cm･130cm･150cmです。 

※ご利用期間：2023年 1月 10日(火)～3月 31日(金) 

 

3 スイートルーム＆ディナー 贅沢ホテルステイ福袋 

(1)販売金額：50,000円(税込) 【総額 135,000円相当】 

(2)販売個数：5 ケ 

(3)内   容：ホテルメトロポリタン仙台エグゼクティブスイートルーム ペア宿泊(朝食付) 

レストラン「セレニティ」、中国料理「桃李」、日本料理･鉄板焼「はや瀬」から選べる 

ペアディナー(お一人さまドリンク 2杯付) 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます) 

※2名さまでご利用いただけます。 

※ご利用期間：2023年 1月 10日(火)～5月 31日(水) 

 

4 Japanese スイートルームで優雅にホテルステイ福袋 

(1)販売金額：80,000円(税込) 【総額 160,000円相当】 

(2)販売個数：4 ケ 
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(3)内   容：ホテルメトロポリタン仙台ジャパニーズスイートルーム 宿泊(朝食付) 

レストラン「セレニティ」、中国料理「桃李」、日本料理･鉄板焼「はや瀬」から選べる 

ペアディナー(お一人さまドリンク 2杯付) 

「ブルガリ」 バスアメニティ 

「THANN」 フェイシャルアメニティ 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。) 

※4名さまでご利用いただけます。 

※ご利用期間：2023年 1月 10日(火)～5月 31日(水) 

 

5 ホテルメトロポリタン仙台イースト 満喫ステイ福袋 

(1)販売金額：40,000円(税込) 【総額 65,000円相当】 

(2)販売個数：5 ケ 

(3)内   容：ホテルメトロポリタン仙台イーストプレミアツインルーム ペア宿泊(朝食付) 

「フォレストキッチンウィズアウトドアリビング」ペアディナー 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。) 

※2名さまでご利用いただけます。 

※ご利用期間：2023年 1月 10日(火)～5月 31日(水) 

 

6 ご両家の絆をより深いものに お顔合わせプラン福袋 

(1)販売金額：72,000円(税込) 【総額 102,000円相当】 

(2)販売個数：5 ケ 

(3)内容：お料理（日本料理・フランス料理・中国料理よりお選びください） 

お飲み物 

個室 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。) 

※6名さまでご利用いただけます。 

※ご利用期間：2023年 1月 14日(土)～3月 31日(金) 

 

7 ふたりで叶える挙式福袋 

(1)販売金額：370,000円(税込) 【総額 585,000円相当】 

(2)販売個数：3 ケ 
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(3)内   容：チャペル挙式 

ドレス・タキシード 各 1 着 

着付け・メイク 

写真２カット 

介添え 

【注意事項】 

※挙式希望日の 90日前までにご予約をお願いいたします。 

※衣装合わせ、その他打合せを日程調整の上させていただきます。 

※ご利用期間：2023年 4月 1日(土)～8月 31日(木) 

 

8 ホテルメトロポリタン仙台プレミア付きレストラン利用券福袋 

(1)販売金額：①10,000円(税込) 【12,000円相当】  ②15,000円(税込) 【18,000円相当】 

③20,000円(税込) 【24,000円相当】  ④25,000円(税込) 【30,000円相当】 

(2)販売個数：①,②5個  ③,④3個 

(3)内容：ホテルメトロポリタン仙台の各レストランでご利用いただけるお食事券を 2割増でご提供いたします。 

【注意事項】 

※ご利用期間：2023年 1月 2日(月･祝)～5月 31日(水) 

 

9 ホテルメトロポリタン山形スイートルーム満喫福袋 

(1)販売金額：50,000円(税込) 【総額 127,400円相当】 

(2)販売個数：5 ケ 

(3)内   容：ホテルメトロポリタン山形スイートルーム ペア宿泊(朝食付) 

日本料理・鉄板焼「最上亭」で鉄板焼ディナー(乾杯用ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ付) 

エスパル山形厳選 お土産 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。) 

※2名さまでご利用いただけます。 

※ホテルメトロポリタン山形への交通費は含まれておりません。 

※ご利用期間：2023年 1月 10日(火)～5月 31日(水) 

 

10 祝！2023年 1月 15日開業 ホテル B4T いわき福袋 

(1)販売金額：17,000円(税込) 【総額 35,000円相当】 

(2)販売個数：3 ヶ 

(3)内   容：ホテル B4T いわきツインルーム ペア宿泊(朝食付) 
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スパリゾートハワイアンズ ペアご利用券 

仙台ターミナルビル㈱共通利用券 10,000円分 

【注意事項】 

※要予約(予約状況によってはご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。) 

※2名さまでご利用いただけます。 

※ホテル B4Tいわき･スパリゾートハワイアンズへの交通費は含まれておりません。 

※ご利用期間：2023年 1月 15日(日)～5月 31日(水) 

 

11 JR フルーツパーク仙台あらはま 年間摘み取り体験福袋 

(1)販売金額：10,000円(税込) 

(2)販売個数：10 ケ 

(3)内   容：JR フルーツパーク仙台あらはまで年間を通じて果物の摘み取り体験が出来るチケット 

1月～5月：いちご狩り(食べ放題)大人２名さま分 

7月～8月：ブルーベリー狩り(2パック分) 

9月：梨狩り(4～6個分)、いちじく狩り(1パック) 

10月：ブドウ狩り(シャインマスカット・オリエンタルスター各１房) 

11月：りんご狩り(4～6個分) 

   【注意事項】 

※栽培不良等により「摘み取り体験」をご利用いただけない場合は、一部料金をお返しいたします。 

※火曜日は定休日となります。 

※ＪＲフルーツパーク仙台あらはまへの交通費は含まれておりません。 

※摘み取り体験の際は「福袋引換チケット」をあらはまマルシェのレジへご提示ください。 

※福袋引換チケットは「摘み取り体験」のみのご利用となります。「レ・ポム」「あらはまマルシェ」などでのご利用は 

できませんのでご注意ください。 

※ご利用の際は、前日までにご予約をお願いいたします。 

 

◆各ショップ福袋販売 

【一部紹介】 

東館 2F コスメキッチン <2023 ラッキーバッグ> 

7,700円(税込) 2日/限定 130 ヶ 

シャンプー、コンディショナー、クレンジング、 

化粧水、ルージュ等 計 9点･20,000円相当 
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  ◆初売福引抽選会 

開催日時：2023年 1月 2日(月･祝)･3日(火) 

開催時間：各日オープン～17:00 まで (なくなり次第終了) 

開催場所：本館 1F エスパルスクエア 

内   容：期間中、館内にて 10,000円(税込)お買上げ毎に「エスパルで利用できる商品券」が 

当たる抽選会を開催。(お一人さまにつき最大 10回まで) 

景   品：①仙台ターミナルビル㈱共通利用券 50,000円分：2本 

        ②仙台ターミナルビル㈱共通利用券 10,000円分：10本 

        ③仙台ターミナルビル㈱共通利用券 1,000円分：1,000本 

        ④エスパルお買物券 100円分：5,000本 

        ⑤参加賞(ショップ特典)：なくなり次第終了 

   【注意事項】 

  ※抽選会は、景品がなくなり次第終了とさせていただきます。 

  ※当日のお買上げレシートのみ合算可。 

 

その他: 

 ※仙台ターミナルビル㈱共通利用券･レストランご利用券を含むエスパルオリジナル福袋のお支払いは現金のみ、JRE 

POINT付与対象外とさせていただきます。 

   ※仙台ターミナルビル㈱共通利用券はエスパル仙台の他、エスパル福島・郡山・山形、ホテルメトロポリタン仙台、ホテ 

ルメトロポリタン仙台イースト、ホテルメトロポリタン山形、JR東日本ホテルメッツ福島(宿泊及び飲食店でのご飲食 

代)、せんだい農業園芸センターみどりの杜、JR フルーツパークあらはま施設内にてご利用いただけます。 

 

◆エスパル仙台営業時間について                                                       

ショッピング 10：00～21：00（一部店舗を除く） 

飲食店   11：00～22：00（一部店舗を除く・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。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 10:00～21:00の時間帯で営業いたしております。 
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※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：村田･小野寺 

℡ : 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、2022 年 12 月 16 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。 

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

