
地下鉄東西線「国際センター駅」２階	

『青葉の風テラス』 	イベントスペースのご案内	

2020.4.1	
国際センター駅上部施設管理運営事業共同企業体	



■概要	

仙台駅から地下鉄で５分！	
「国際センター駅」２階のCAFÉ併設イベントスペース 	『青葉の風テラス』	

住所	 仙台市青葉区青葉山２－１外	

貸出スペースの 
面積	

①屋内イベントスペース 	149㎡	
②屋外スペース 587㎡	

（屋外テラス 303㎡＋芝生広場284㎡）	

営業時間	 営業日：年末年始を除く毎日	
（月１回程度の休館日あり）	

通常開館時間：10:00～17:00	
＊スペース貸出時間は原則、9:00～22:00。	

運営事業者	 国際センター駅上部施設管理運営事業共同企業体	
（株式会社モーツァルト、株式会社都市設計、特定 
非営利活動法人都市デザインワークス）	

←貸出スペース。	
写真向かって左から 
屋内イベントスペース、 
屋外テラス、	
芝生広場。	
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↑「国際センター駅」全景。日本のフィギュアスケート発祥	
の地である「五色沼」が近いことから、仙台出身の	
荒川静香さん、羽生結弦さんの偉業を称える モ
ニュメントが設置され、多くのファンが訪れる。	

←カフェの営業時間は	
10:00～17:00	

『青葉の風テラス』は、2015年12月に開業した仙台市地下鉄東西線	
「国際センター駅」駅舎２階にある芝生広場つきのイベントスペースです。	
地下鉄開業以降、仙台市の公共フリースペースとして開放されていましたが、	

2019年4月より民間運営となり、有償レンタルを開始しました（＊）。	
併設の「カフェ・モーツアルト・メトロ」のドリンクやフードを楽しみながら、	

各種イベントやセミナー・ワークショップなど幅広い用途にお使いいただけます。	

＊貸出（占有利用）の予約がないときは、カフェ客席・フリースペースとして開放しています。	



「国際センター駅」全景	
	

	
カフェの営業時間は	
9:00～18:00.	
カウンター前の 
スペースは、 カ
フェ専用席。	

屋内イベン
ト	

スペース	

 
 

屋外テラス	 芝生広場	

カフェ	
専用スペース	

（原則貸出不可）	

国際センター駅２Ｆ『青葉の風テラス』 
平面図	
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１．圧倒的な開放感－季節を感じながら過ごす豊かな時間	
	
国際センター駅は、青葉山の入口に位置し、豊かな自然に囲まれた文教地区にあります。 

コンコースからの吹き抜けで高い天井が印象的な屋内イベントスペースは、自然光が入り、 
明るく開放感があります。センスのよいテーブルと椅子は上質な空間にマッチ。ここに集う人 

を、よりポジティブに、そしてオープンマインドにしてくれます。	

プロジェクター、マイクなど会議用備品の貸出の他、グランドピアノを利用してのコンサートも 
できます。また、カフェと連携し、ご予算に応じてお食事やスイーツの提供も承ります。	

２．雨天ＯＫ！天候リスクを最小限に抑える屋根付き屋外テラス	
	
ヨガ、マルシェ、ＤＪイベント、プライベートパーティー・・・。芝生が広がる抜群の景観が自慢の 
屋外スペースでは、様々なイベントが開催されています。	

屋外テラスの屋根は、雨だけでなく、強い陽射しからも守ってくれ、真夏でも川風が吹き、爽	
やかに過ごすことができます。	
ウッド調のフレーム「木ューブ」は、ステージや特設ブースなどにご活用ください。 

コンセント電源・夜間照明を完備。自由度が非常に高いスペースです。	

３．駅直結、安心のバリアフリー。自転車や車でのアクセスも便利	
	
国際センター駅は地下ホームから２階「青葉の風テラス」まで、エレベーターを乗り継いで移 
動できるため、ベビーカーや車椅子の方も安心です。	
トイレは男女別トイレの他、ひろびろトイレも完備しています。	

また、自転車・バイクは、駅駐輪場（有料）の他、外階段から「青葉の風テラス」に自転車を持 
ち込むこともできます。駐車場は駅に隣接して有料駐車場「せんだい青葉山交流広場」があ 
ります（24時間営業、30分毎に100円）。	
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■スペースの特徴	



■ご利用パターン例　《屋内イベントスペース～その１》	 ＊2019.4～2020.3ご利用事例	

ケース①：クローズドのセミナー・講義	
	
	

	
↑7/10～7/11：（一社）ラーニングジャーニー様主催、保育士さん向けの 
2日間連続セミナー。約40名のご利用。モーニングセッション用の朝食と 
昼食をビュッフェ形式でモーツアルトが提供しました。	

日中のプロジェクター利用は遮光ロールスクリーンを下すこともできます。	
	

←12/1：仙台市環境局様主催「未来の「杜の 
都」環境づくりワークショップ」。	
無料貸出備品の展示用ボードの使用例。	

ケース②：トークイベント	

←7/7：仏欄西倶楽部北仙台文化部様 
主催、「七夕の日にシャンソンで逢いま 
しょう～フェット・デゥ・ラ・シャンソン」。 ワ
インを飲みながら、フランス音楽・映画 
評論家 永瀧達治さんのトークとシャンソ 
ンを楽しむイベント。	

	

←12/27：アリスの庭クラブ様主催の市 
民ミーティング、「宮城県美術館の話をし 
よう！」。約130名参加。	

ケース④：有料コンサート	

←2/8：「Winter Live"MANA  
WAHINE"」。	
ハワイアンの有料コンサート。	
120名様、満員御礼にて開催。	

	

18時以降は2階フロア全体を貸 
切にすることができますので、 
有料コンサートは夜のご利用が 
おすすめです。	

	

グランドピアノはキャスター付で 
すので、レイアウトに合わせて簡 
単に移動できます。	

ケース③：マルシェ、ワークショップ、販売会	

←6/30：都市デザインワークス主催「プレジャー 
マーケット」での切り紙のワークショップの様子。 
屋内イベントスペースに備え付けの大テーブル	
（横幅240㎝×縦幅100㎝、4台）は、ワークショッ 
プに最適です。	

	
	
	

←7/30：「東松島ステッチガールズ展～  
TOMOKOSHI」。タレントでモデルの岡田美里さん 
が震災復興支援で立ち上げた刺繍女子チーム	
「東松島ステッチガールズ」の販売会。	
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＊2019.4～2020.3ご利用事例	

ケース⑤：懇親会	
	
	
	
	

	
↑9/28	ネイルサロン＆スクール	
「ローズデール」様の創立25周年記 
念パーティー。約100名でご利用。	

フローリストの演出と、地元の人気イ 
タリアンのケータリングは大好評でし 
た。	

ケース⑥：団体様向けランチ利用	
	
	
	
	

	
↑10/6	「GO!GO!ラリーin東北」のランチ及び表彰式会場としてご利用。 
ラリー参加者250名分のランチをモーツアルトが提供しました。	
・メニュー：メイン（選択） ①牛タンと牛スジのビーフシチュー	

②エビとクリームチーズのフォカッチャサンド	
③名取の名産！北限のしらす丼 

デザートとして「ずんだもち」、フリードリンク付き	
予算：一人1,500円	

カフェ・モーツアルト・メトロ	
 ポットサービス、食事のご予約について	

	
カフェ・モーツアルトは1976年に仙台で開業。仙台を代表する 

老舗カフェで、現在、6店舗（仙台市5、名取市1）を展開してい 
ます。	

	
◆ポットサービス	

400円／１名×人数分で、コーヒー・紅茶のポットサービスを 
承ります。	

	

◆食事のご予約	

通常メニューの他に、ご予算・ご希望に応じたお食事をご提 
案します。	

モーニング、ランチ、デザートなど、様々なシーンにご利用く 
ださい。	
営業時間外（9時以前、18時以降）のご利用についても、お気	

軽にご相談ください。	
	

	
←カフェの通常のランチメニューは、国産食材にこだわっ 
たカレー、パニーニなど、季節によって変わります。ドリン 
クセットで1,000円前後。	

自家製のケーキやドーナツなど、デザートメニューも充実 
しています。	
ドリンクはコーヒー、ジュースの他、アルコールもあります。	
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■ご利用パターン例　《屋内イベントスペース～その２》	



＊2019.4～2020.3ご利用事例	

ケース①：マルシェ	

ケース②：プライベートパーティー	

←6/18：村上博信さん（ジャム作家）と滝 
澤亜沙子さん（フローリスト）のプロ	
デュースによるプライベートパーティー。 
屋外スペースから見える夜景は、「青葉 
の風テラス」の魅力の一つです。	

←8/12：MAKOTOグループ様の家族親睦 
を目的としたプライベートBBQパーティー。 
ビニールプール、すいか割りなど楽しい企 
画に子供達は大喜びでした。	
ＢＢＱ道具一式は貸出（有料）します。	

←7/27：「仙台ロフト 第3回つながる市 
by無印良品」。クラフト、アクセサリー、 
ハーブティ、アロマ、スパイス、自家焙煎 
コーヒーなど個性派ぞろいのマルシェ。	

←7/15:ウェディングパーティー。屋内イ 
ベントスペースと一体的にご利用。	
笑顔があふれる素敵なパーティーでした。	

ケース④：サークルなど趣味の活動	
	

←7/14：斉田舞先生によるブレスヨガ。	
朝の時間帯に開催。マイナスイオンを存分に 
感じながらのリラックスタイムです。	

	
	

	
←7/21：SALSA Subita EpisodeⅦ。	
サルサの愛好家達によるダンスイベント。 
小雨がぱらつく肌寒い日でしたが、屋根付 
きテラスで快適にお楽しみいただきました。	

←6/6～6/7：酒のかわしま様主催「Aoba  
Wine Garden」。ワインを中心とした飲食 
マルシェ。国際センターの学会参加者の 
方々も立ち寄り、大変賑わいました。	

←5/25：登米町森林組合様主催「登米の 
木であいもん」。登米の木の小物と触れ合 
う内容。屋外でワークショップと展示、屋 
内で森の映像を投影しながらピアノ演奏。	

ケース③：ステージ利用のイベント	

←7/26：「くめじまるしぇin仙台～久米島特産 
市＆BBQ」。仙台初となる「久米島BBQ」を満 
員御礼にて開催。三線を聞きながら久米島の 
夏の味覚を満喫。竹を工作した「流しもずく」 
の演出は子供達に大好評でした。	

	
	
	

←7/26：はやて保育園様とてとて保育園様の 
合同夏祭り。屋内イベントスペースと一体的 
なご利用で、200人の親子で賑わいました。	

	
	
	

←8/18：「おやこフェスinせんだいスポーツ映 
画祭」で、夜にアニメ映画上映会を開催。	
（スクリーンとプロジェクターは主催者手配）	
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■ご利用パターン例　《屋外スペース》	



■集客・広報	

《国際センター駅 利用者の特徴》	
	

国際センター駅は、学会などが開催されるコンベンションの拠点施設「仙台国際センター」や、美術館・博物館・仙台城跡といった 
仙台を代表する観光地の最寄駅であり、国内外から大勢の観光客や会議関係者がご利用されます。	
また、仙台第二高等学校や東北大学などの学生達にとっては、通学の手段でもあります。	
文教地区のため周辺に住宅や飲食店、事業所はほとんどなく、夕方以降の乗降者数は少なくなります。	
＊参考データ  令和元年度  国際センター駅 １日平均乗車人数	3,579人	
　　　　　　      　令和元年度  国際センター駅乗車人数　1,310,083人（対前年比102.4%） ―仙台市交通局資料より 

		

《青葉の風テラス 利用者の特徴》	
	

イベント開催時以外、「青葉の風テラス」の利用者の多くはカフェ利用者です。「カフェ・モーツァルト・メトロ」は、2016年3月の 
オープン以来、特に20代～40代の女性のお客様がリピーターとして定着しています。	

「青葉の風テラス」利用者の特徴は以下のとおりです。	
・賑わう曜日は土日祝。ただし、国際センターで大規模学会が開催されるときは平日でも混雑する。	

・賑わう時間帯は11時頃から夕方まで。	
・令和元年度の青葉の風テラス来館者数は約85,000人	

	
	

イベントの集客・広報をサポートします！	
	

✔チラシの配架、ポスターの掲出（無料）	
・国際センター駅１階の「インフォメーションコーナー」と「青葉の風テラス」内にチラシを配架します。	
・国際センター駅１階の階段入口にポスターを掲出します（右写真）。開催１カ月からの掲出となります。	
	

✔Facebookページで告知（無料）	

・青葉の風テラス公式Facebookページ（https://www.facebook.com/terrace.sendai.cp/）で告知やイベントページのシェアをします。	
	

✔プレスリリース（有料） 別途お見積もりいたします。	
	

＊その他駅構内のチラシ配架・ポスター掲出については、仙台市交通局にお問い合わせください。	
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屋内イベントスペース	

プラン名	 単位	 単価（税別）	

通常プラン（平日） 通年	 １時間	 ¥2,500	

通常プラン（土日祝） 通年	 １時間	 ¥4,000	

用途限定プラン【有料コンサート】通年	 １回	 ¥50,000	

用途限定プラン【マルシェ】通年	 １回	 ¥20,000	

《料金プラン》 スペースの貸出時間は原則9:00～22:00。	
＊9:00～22:00以外の早朝・深夜のご利用は、時間当たり料金の50%の割増料金を申し受けます。	

	

①通常プラン：時間貸しの会場費	
②用途限定プラン【有料コンサート】：有料コンサート利用を想定したプラン。会場費６時間分、有線マイク４本、グランドピアノ、ＰＡセットの利用料が含まれます。	
③用途限定プラン【マルシェ】：市民活動を応援することを目的とした用途限定プラン。マルシェ開催の会場費８時間分。	
④用途限定プラン【ヨガ】：市民活動を応援することを目的とした用途限定プラン。ヨガ・太極拳などワークアウトを目的とした利用に限り割引にて貸し出します。	

屋外スペース	

プラン名	 単位	 単価（税別）	

通常プラン（平日） 4/1～10/31	 １時間	 ¥4,000	

通常プラン（土日祝） 4/1～10/31	 １時間	 ¥5,000	

用途限定プラン【ヨガ】 4/1～10/31	 １時間	 ¥2,000	

用途限定プラン【有料コンサート】4/1～10/31	 １回	 ¥50,000	

用途限定プラン【マルシェ】通年	 １回	 ¥20,000	

通常プラン（平日）冬季11/1～3/31	 １時間	 ¥1,500	

通常プラン（土日祝）冬季11/1～3/31	 １時間	 ¥2,000	

用途限定プラン【ヨガ】冬季11/1～3/31	 １時間	 ¥1,000	

屋内イベントスペース＆屋外スペース	

プラン名	 単位	 単価（税別）	

通常プラン（平日） 4/1～10/31	 １時間	 ¥5,500	

通常プラン（土日祝） 4/1～10/31	 １時間	 ¥8,000	

用途限定プラン【マルシェ】通年	 １回	 ¥40,000	

通常プラン（平日）冬季11/1～3/31	 １時間	 ¥3,500	

通常プラン（土日祝）冬季11/1～3/31	 １時間	 ¥5,000	

《オプション》	
■無料	
案内板、展示用ボード、スタッキング椅子（90脚）	
ご利用スペース内の机・椅子は無料でご利用いただけます。	
	

■有料（主なもの）	
・トークイベント向けオプションセット ¥4,500（１回）	
（有線マイク４本、PAセット、プロジェクター＆ケーブル、ホワイトボード、レー 
ザーポインター）	
・パーティーイベント向けオプションセット ¥6,000（１回）	
（厨房設備、有線マイク４本、ＰＡセット、BGM用スピーカー）	
・ピアノ使用料（調律料別途） ¥10,000（１回）	
・ケータリング・・・別途お見積り	

・お問い合わせは青葉の風テラス運営事務局まで電話、Ｅメールでお願いします（TEL	080-7350-0881	e-mail	terrace@sendai-cp.net)	
スペースマッチングサイト『スペースマーケット』からの予約リクエストも承ります（https://www.spacemarket.com）	

・利用規約・申込書は公式サイトからダウンロードできます。カレンダーから空き状況の確認もできます。（http://terrace.sendai-cp.net)	

■料金表とご予約について	



✔吹き抜け構造のため、特に屋内イベントスペースでは地下鉄の放送音の流入など、地下鉄営業の影響を受けます。	
	

✔音響等を使用する大きな音の出るイベント、火気を使用するイベントについては事前相談が必須となります。	

	
✔近くに地下鉄の高圧架線が走っています。風船や凧揚げなど、架線に引っかかる可能性のあるものは、地下鉄の運行に重大な支障 
を生じる恐れがありますので、屋外テラスおよび芝生広場への持ち込み及び使用を禁じられています。	
	

✔所定の業種にご利用制限がございます。サンプリング・募金等でのご利用を想定される場合は、事前に必ずご相談をお願いします。	
	

✔カフェと同一または同一とみなされる業種・業態につきましては、ご利用をお断りする場合がございます。	
	

✔宗教活動、政治活動、労働争議、署名活動・勧誘等は利用できません。	
	

✔国際センター駅は、屋外テラス・芝生広場を含め、全館禁煙です。	
	
✔動物（ペット）を持ち込む際は、専用ケージ等のご利用をお願いします。	

	
✔取扱品目や営業行為によって関係諸省庁から免許・許可が必要な場合は、主催者により予め関係諸省庁への届出の上、写しを提 
出いただきます。所定の手続きが行われていない場合は、ご利用を中止させていただく可能性があります。	
	

✔ゴミは基本、お持ち帰りになります。	

スペース内でゴミを処分する場合は、45Lの業務用ゴミ袋1枚280円（税込）のご購入が必要です（2枚まで）。 
飲食イベント等で大量のゴミの発生が予想される場合は、事前にご相談ください。	
	

✔事前に施設の雰囲気や設備をご確認いただくことをおすすめしています。	
PAやプロジェクターの動作確認、お打合せについても、お気軽にお申し出ください（要予約）。	
	

✔ご予約の時間内で、会場設営と原状復帰をお願いします。	

会場設営と原状復帰は利用者で行っていただきますので、予め人手の確保をお願いします。	
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■ご利用にあたっての注意点、お願い	



	
	
国際センター駅１階の「インフォメーションコーナー」と階段下「ギャラリースペース」のご利用も承ります。	

■ ギャラリースペース	

国際センターに向かう駅出口に近く、多くの方の目に 
留まるスペースです。展示ボードを利用した週・月単 
位での展示に向いています。	

《ご利用例（2019年）》	

■ インフォメーションコーナー	
	
	
	
	
	
	
	

駅利用者が行き交う１階は絶好のＰＲスペースです。	
「SENDAI	free	Wi-Fi」が利用できるエリアです。 
コンセントのご利用もできます。	

	
	

《ご利用例（2019年）》	
	
	

	
	
	
	

	
↑6/8～6/9、酒のかわしま様主催 	↑9/24、柏木市民センター様	
「日本酒とワインの試飲即売会」。 	主催「仙台ものづくり塾」。	

国際センターで開催の大規模学 	仙台味噌に関する講演、紙芝 
会と重なり大盛況。 	居、みそ汁の試食会。150名の	

来場者があった。	

↑5/15～5/30、「恋糸 ~芸術との 
仕合わせ~	早坂寿輝絵画展」	

↑7/19～8/8、青葉山・八木山 
フットパスの会、東北大学総合 
学術博物館による「フットパスで 
見つけた宝物」のパネル展示。	

ご利用料金は内容や期間によって変わります。詳細はお問い合わせください。	
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■ご参考：１階スペースの貸出	



《お問い合わせ先》	

-11-	

青葉の風テラス運営事務局	
                                         （担当：氏家）	

	
・ダイレクトダイヤル：０８０－７３５０－０８８１（平日９時～１８時）	

・e-mail	：terrace＠sendai-cp.net	

＊チラシやポスター等、広報に係る郵便物は下記へ	
〒980-0856	仙台市青葉区青葉山2-1	 国際センター駅２階「青葉の風テラス」 氏家宛て	


