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オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）は、2014年 7月 22日（月）

にオープン 3周年を迎える、仙台駅前の都市型商業施設『EDEN（エデン）―THE 

LANDSCAPE VALLEY―』において、2014年 7月 19日（土）から 9月 28日（日）まで

『3周年記念フェスタ』を開催します。 

『3周年記念フェスタ』では、ビルの谷間の『EDEN』

の園で夜空を仰ぎながらビールと料理をお楽しみいた

だく「EDEN Beer Garden」 を開催します。さらに期

間中の 2ヵ月間、『EDEN』の飲食各店が期間限定で「特

別メニュー」をご用意し、皆さまのご来店をお待ちして

おります。 

7月 19日（土）から 7月 21日（月）は「オープン 3

周年祭」を開催し、昼の部(午前 11時より開始)として

1,000円以上お買上げいただいたお客さまのうち、3周

年にちなみ各日先着 333名さまに黄色い花鉢をプレゼ

ントします。夜の部として、7月 19日（土）と 7月 20日（日）はキリンビール仙台工場

が主催する「キリン一番絞りブランドセミナー」を開催します。キリン一番絞りの製法、

こだわりの解説や飲みくらべなど、普段はキリンビール仙台工場でしか体験できない大人

の社会科見学が『EDEN』でご体験いただけます。 

 その他にも、8月 5日（火）から 8月 8日（金）の「仙台七夕まつり」期間中、『EDEN』

内に七夕飾りを施し、クーポン付うちわを配布します。クーポン付うちわをご持参の上、

ディナータイムに飲食各店で対象商品をお買い上げいただいたお客さまのうち、3周年にち

なみ各日先着 33名さまを対象に 300円の割引を実施します。 

オープン 3周年を迎える『EDEN』は、ご家族からカップルまで楽しめるイベントを多

数開催し、仙台の夏の夜に魅力的な賑わいを創出し、今後も地域の皆さまに愛される商業

施設を目指します。 

以 上 

 

 

 

【開催概要】～『EDEN』3周年記念フェスタ～ 

7月 19日から仙台駅前『EDEN 3周年記念フェスタ』開催  

～ビルの谷間の『EDEN』の園で Beer Garden開催 

七夕飾りや黄色い花鉢プレゼント～ 
 

 

 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

オリックス株式会社 グループ広報部 永井・岡弘・石井 

TEL：03-5418-4313 

【EDENホームページ】URL：http://eden-sendai.jp/ 

 



 

『EDEN 3周年記念フェスタ』概要 

①「EDEN Beer Garden」 

開催期間：2014年 7月 19日（土）～9月 28日（日） 

開催時間：7時 00分（飲食各店の開店時間）～23時 00分 

メニュー：ビール、飲食各店の期間限定「特別メニュー」など 

主な内容：『EDEN』の飲食店 9店舗が、3周年を記念した期間限定「特別メニュー」 

をご用意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

飲食各店の期間限定「特別メニュー」 

 

 

 

 

 

ロゴ 店名 店紹介 特別メニュー 

 

TERRACE L 

極上のスイーツとシェ

フこだわりの料理をラ

グジュアリーな空間で。 

・ハム&サラミ コールスロー 

・小海老マリネ 

・ローストビーフ 

 

WABAR 
コンセプトはハイバリ

ュー×和洋創作WINE。 

・ワバル自慢のジューシー唐揚

げ&ポテト 

・ボルチーニ茸とトリュフのオ

ムレツ 

・牛ハラミのやわらかステーキ 

 

Tapas Blanco 

本場の味にこだわり、大

人が毎日通えるカジュ

アルスペインバル。 

・サーモンとアボガドのセビー

チェ 

・自家製ピクルス 

・ガーリックトースト 3P 

 

GLAMKITCHEN 

STAUBのココットで楽

しむビストロイタリア

ン。 

・骨付きチキン スパイシーチ

キン 

・本日のキッシュ 

・チョリソーのケサギージャ(ア

ボガドディップ添え) 

 

山形飛鳥 亞呉屋 

山形飛鳥のあごだしを

使用した、しっかり濃厚

味がやみつき。 

・肉餃子 

・モリモリもやし 

・チャーシュー 

 

キリン一番搾り  

ガーデン 仙台 

ビールと「おもしろい」

を体験できる場所。 

・3種のソーセージと乾塩ベー

コンのグリル 

・スタウト茹で枝豆 

・南三陸復興焼きタコのトマト

ブルスケッタ 

 

Mother Leaf Tea 

Style 

フルーツを使用したア

レンジティーとワッフ

ル、サンドイッチで話題

のカフェ。 

・ハイボール(スタンダード、ピ

ーチ、カシス) 

・フライドポテト 

・チキンバスケット 

 

とんかつ庄内 
素材と味にこだわった

とんかつ専門店。 

・カツサンド 

・ロースかつ 

・サーロインステーキ 

 

原価寿司 えびす 

寿司はもちろん、刺身

盛、一品料理等を、おも

てなしの心とともに。 

・牛タン 

・ほやの燻製 

・カリフォルニアロール 

 



 

 

②7月 22日 オープン 3周年祭 

 開催期間：2014年 7月 19日（土）～7月 21日（月） 

 昼 の 部：黄色い花鉢プレゼント 

開催時間：11時 00分～15時 00分 

開催場所：青葉通り側入り口にて配布 

主な内容：期間中『EDEN』にご来場いただいた方※のうち 3周年に 

ちなみ各日先着 333名さまに黄色い花鉢をプレゼントします。 

※当日、施設内で仙台にちなみ 1,000円以上お買い上げいただいたお客さまを対象。 

お一人さま 1点限りとさせていただきます。花鉢がなくなり次第終了とさせていただきます。 

 

夜 の 部：キリン一番絞り「ブランドセミナー」 

 開催期間：2014年 7月 19日（土）～7月 20日（月） 

開催時間：17時 00分～17時 30分、18時 00分～18時 30分 

開催場所：『EDEN』中庭 

主な内容：キリンビール仙台工場のエスコートガイドと一緒に、 

一番絞りの製法や原料へのこだわり、飲みくらべを 

ご体験いただきます。 

 

 

③仙台七夕まつり企画 

 開催期間：2014年 8月 5日（火）～8月 8日（金） 

 開催場所：『EDEN』飲食各店 

 主な内容：『EDEN』内が七夕飾りでデコレーションされます。 

また、配布するクーポン付うちわをご持参の上、ディ 

ナータイムに飲食各店で対象商品※をお買い上げいた 

だいたお客さまのうち、3周年にちなみ各日先着 33名 

さまを対象に、300円の割引を実施します。       

※対象商品は各店舗でご確認ください。 

 

 

 

④第 24回定禅寺ストリートジャズフェスティバル in仙台  

タイアップステージ 

開催期間：2013年 9月 13日（土）～14日（日） 

開催時間：11時 00分～20時 00分 

開催場所：『EDEN』中庭ステージ 

主な内容：昨年に引続き『EDEN』の中庭で、全国的イベント 

である「第 24回定禅寺ストリートジャズフェスティ 

バル in仙台」のタイアップステージを開催。地元で 

活躍中の音楽愛好家によるジャズライブをお楽しみください。 

 



 

『EDEN』施設概要 

名  称  ： EDEN(エデン) 

所 在 地 ： 宮城県仙台市青葉区中央一丁目 10 番 25 号 

交  通  ： JRおよび地下鉄南北線「仙台」駅より徒歩 1 分 

敷地面積 ： 約 2,744.61 ㎡ （約 830.24 坪) 

延床面積 ： 約 1,550.05 ㎡ （約 468.89 坪) 

店 舗 数 ： 16 店舗 

構造・規模： 鉄骨造／地上 1 階建 

施工会社 ： 鹿島建設株式会社 東北支店 

設計会社 ： 株式会社カフェ（基本計画・基本設計） 

      鹿島建設株式会社 東北支店（実施設計） 

開 業 日 ： 2011 年 7 月 22 日 

開館時間 ： 7時 00分～24時 00分 

営業時間 ： 飲食店 7時 00分～26時 00分、ショップ 10時 00分～21時 00分 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※各イベントの内容、実施日は天候などの影響により変更する場合があります。 

※プレスリリース内の画像はイメージです 

 


