
2013年 6月 28日

各 位

オリックス不動産株式会社

オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：山谷佳之）は、2013年 7月 22

日（月）にオープン 2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、2013年 6月 28日（金）から 9月 29日（日）まで

『2周年記念フェスタ』を開催します。

『2周年記念フェスタ』では、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 3ヵ月間、各店舗がお得なクーポンを

ご用意し、皆さまのご来店をお待ちしております。

また、仙台七夕まつりに先駆けて地元の幼稚園児、専門学

校生たちと「七夕飾り」や「短冊」を作成する「七夕飾りワ

ークショップ」を開催します。仙台七夕まつりの開催日であ

る 8月 5日（月）に向けて、一般のお客さまにも参加いただ

き、“仙台”にちなみ 1,000枚の「短冊」で笹竹を彩ること

を目指します。

その他にも、8月 5日（月）から 8月 8日（木）まで浴衣で『EDEN』にご来場のお客

さまを対象に無料の「浴衣写真撮影会＆展示会」の開催や、7月 20日（土）から 7月 22

日（月）は「オープン 2周年祭」を開催し、昼の部としてオープン日にちなみ 722円以上

お買上げいただいたお客さまのうち各日先着 100名さまに黄色い花鉢をプレゼントします。

夜の部として、期間中『EDEN』の飲食店をご利用いただき「飲食スタンプラリーカード」

にスタンプを 3つ集めていただくと、ビール 1杯無料券をプレゼントするスタンプラリー

を開催します。

オープン 2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

数開催するなど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】～『EDENEDENEDENEDEN』2222周年記念フェスタ～

仙台駅前 都市型商業施設『EDEN』

6 月 28 日から『2 周年記念フェスタ』開催

～地元の園児・学生による七夕飾りやビアガーデン、浴衣写真撮影会イベントなど～

【本件に関するお問い合わせ先】

オリックス不動産株式会社 社長室 永井・岡弘・石井

TEL：03-5418-4313

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



①「EDEN Beer Garden」

開催期間：2012年 6月 28日（金）～9月 29日（日）

開催時間：各飲食店舗の開店時間～23時 00分

メニュー：ビール、各店ビアナイト限定メニューなど

主な内容：『EDEN』の飲食各店による期間限定ビアガーデン。

期間中は「EDEN Beer Garden」の照明※で中庭をライトアップします。

※この照明は太陽光により発電するタイプのみを採用しており、環境にも配慮しております。

「EDEN Beer Garden」チラシ（『EDEN』飲食店頭にて配布）

「EDEN Beer Garden」中庭ライトアップイメージ



②『2周年記念フェスタ』各店舗のお得なクーポン概要

開催期間：2012年 6月 28日（金）～9月 29日（日）

クーポン券配布場所：『EDEN』飲食店舗の店頭

主な内容：『EDEN』の飲食店 11店舗が、2周年を記念したお得なクーポン券をご用意。

ロゴ 店名 店紹介 クーポン

伝説のすた丼屋

創業40年東京発祥のスタ

ミナ丼。大盛ご飯に卵を

のせて味噌汁も。

「半餃子」or「杏仁豆腐」

1品サービス

(お食事をされたお客様対象)

PIZZERIAPIZZERIAPIZZERIAPIZZERIACieloCieloCieloCielo
本格薪窯で焼いたアツア

ツでおいしいナポリピ

ザ。

アルコール類 1杯サービス

(ピザ 1品以上ご注文のお客

様対象。2名様まで)

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。

全トッピングの中から 1品サ

ービス

(お食事をされたお客様対象)

GLAMKITCHENGLAMKITCHENGLAMKITCHENGLAMKITCHEN
STAUBのココットで楽

しむビストロイタリア

ン。

ソフトドリンク 1杯無料

WABARWABARWABARWABAR コンセプトはハイバリュ

ー×和洋創作WINE。
フォアグラソテー

1280円⇒980円

TERRACETERRACETERRACETERRACE LLLL
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。

ランチ＆ディナータイム

両方使える!!お会計10％OFF

TapasTapasTapasTapas BlancoBlancoBlancoBlanco
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。

「自家製サングリア」・「ブラ

ンコスタイル」1杯ずつプレ

ゼント！！

MotherMotherMotherMother LeafLeafLeafLeaf TeaTeaTeaTea
StyleStyleStyleStyle

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。

セットドリンク無料券

中華料理 痩明樓

野菜を主役に薬膳を意識

した、バランスの良いメ

ニューが揃う。

ソフトドリンク 1杯無料

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。

ソフトドリンク 1杯無料

(料理 1品以上ご注文のお客

様対象)

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。

「スタウト茹で枝豆」をご注

文のお客様に、お会計 10％
OFF



③「七夕飾りワークショップ」

地元の園児と学生による「七夕飾りワークショップ」

展示期間：2013年 6月 28日（土）～8月 11日（日）

開催場所：『EDEN』中庭

主な内容：仙台市内の幼稚園児と専門学校生が「七夕飾り」

や「短冊」を作成し、飾りつけを行った笹竹を

展示。

『EDEN』で七夕飾りを作ろう！ワークショップ

開催期間：2013年 8月 3日（土）～4日（日）

開催時間：第 1回目 13時 00分～13時 50分

：第 2回目 14時 00分～14時 50分

展示期間：2013年 8月 4日（日）～11日（日）

開催場所：『EDEN』中庭

主な内容：専門学校生が講師となって、ご来場のお客さまと一緒に

「七夕飾り」を作るワークショップを実施。

※6月 28日（土）から 8月 4日（日）は、『EDEN』にご来場のお客さまも、

その場で「短冊」を作成し、笹竹に飾りつけを行うことが可能です。

④浴衣写真撮影会＆展示会

撮影期間：2013年 8月 5日（月）～8日（木）

撮影時間：17時 00分～20時 00分

撮影場所：「EDEN Beer Garden」

展示期間：2013年 8月 24日（土）～9月 1日（日）

展示場所：『EDEN』館内壁面

主な内容：期間中、浴衣姿でご来場のお客さまを対象に、写真

撮影会を実施します。撮影会にご参加いただいた

お客さま全員に「ドリンク 1杯無料券」をプレゼント。

⑤第 23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 7日（土）～8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：全国的イベントである「第 23回定禅寺ストリート

ジャズフェスティバル」のタイアップステージに

決定。地元で活躍中の音楽愛好家によるジャズ

ライブを開催します。



⑥週末ミュージックライブ＆発表会

開催期間：『2周年記念フェスタ』期間中の土曜日または日曜日（不定期）

開催場所：『EDEN』中庭ステージ

主な内容：地元で人気の「おひつじ座流星群」のトーク＆ライブ

（7月 27日・8月 17日開催予定）をはじめ、仙台で

活躍するプロ、高等学校、ボーカルスクールの生徒が

生演奏会(発表会）を行います。

⑦7月 22日 オープン 2周年祭

開催期間：2012年 7月 20日（土）～7月 22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※のうち各日

先着 100名さまに黄色い花鉢をプレゼントします。

※当日、施設内でオープン日にちなみ 722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。

夜 の 部：飲食スタンプラリー

開催時間：17時 00分～21時 00分

開催場所：各店舗にて「飲食スタンプラリーカード」を配布

『EDEN』内特設窓口にてドリンク券を引き換え

主な内容：『EDEN』の飲食店をご利用いただき、「飲食スタンプ

ラリーカード」にスタンプを 3つ集めていただくと、

ビール 1杯無料券をプレゼントします。

※お一人さま 1枚限りとさせていただきます。ビール無料券の有効期限は 7/23（火）～31(水）。

※スタンプカードの数には限りがございます。無くなり次第配布終了いたします。

「おひつじ座流星群」



【『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「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）

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、実施日は変更する場合がございます(雨天中止)
※プレスリリース内の画像はイメージです


