
月 火 水 木 金

月 セリオンイベントカレンダー月 セリオンイベントカレンダー１１

展望ガイド 毎週金曜日　13︓00～15︓00
セリオン5階展望室にて秋田港や秋田城など、秋田市内の観光
名所の展望ガイドを無料で行っています。専門スタッフがわか
りやすくガイドします。お気軽にお声がけください。

絵画教室

絵画教室

秋田弁の昔っこ

※「キッズ映画上映」の詳細は、館内表示やセリオンHPでご確認ください。

2Fイベントホール
14:00～15:00

毎月第４木曜日

地上100mの展望室は
いつでも入場無料！

9:00～19:00

11:00～16:00

11:00～14:30

10:00～17:00

9:00～21:00セリオンリスタ うどん･そば自動販売機
10:00～17:00

1F 物産館
1F フードコート

1F レストラン

3F・5F 展望室

セリオンガーデン

セリオンキッチン　ランチ

土崎湊屋

4F カフェ セリオンカフェ
ドリンクのみ(土日以外)

14:30～17:00

営業時間

セリオン屋外 ババヘラソフト
9:00～17:00

りんご販売

展望ガイド
13:00～15:00

レッドライトアップレッドライトアップ ～世界エイズデー～

11/21（水）～12/11（火） 点灯時間 16:30～22:00

エイズのまん延防止と、患者・感染者に対する差別・偏見の解消を目的に、世界各国でエイズに関する
啓発活動が行われています。シンボルマークの”レッドリボン”にちなみ、セリオンが赤い光に包まれます。

※イベント情報は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

ファミリー電波教室

聴ぎに
来てけれ～

展望ガイド
13:00～15:00

営 業 時 間
9:00～18:00

11:00～16:00

11:00～14:30

11:00～16:00

9:00～21:00

セリオンリスタ うどん･そば自動販売機 10:00～17:00

1F 物産館
1F フードコート

1F レストラン

3F・5F 展望室

セリオンガーデン

セリオンキッチン　ランチ

土崎湊屋

4F カフェ セリオンカフェ
ドリンクのみ(土日以外) 14:30～17:00

セリオン屋外 ババヘラソフト 9:00～17:00

営

業

時

間

9:00～17:00

11:00～16:00

11:00～14:30

11:00～16:00

9:00～21:00

セリオンリスタ うどん･そば自動販売機 10:00～17:00

1F 物産館

1F フードコート

1F レストラン

3F・5F 展望室

竹中商店 プラスパ

セリオンキッチン
土崎湊屋

4F カフェ セリオンカフェ

ドリンクのみ(土日以外) 14:30～17:00

セリオン屋外 カキ小屋石巻 11:00～16:00

9:00～17:001F 物産館 セリオンガーデン

絵画教室

キッズ映画上映

金農カラーライトアップ金農カラーライトアップ
1/8（火）～期間未定 点灯時間 16:30～22:00

11/14の「世界糖尿病デー」キャンペーンに連動し、セリオンがブルーにライトアップします。
全世界で展開する糖尿病抑制に向けた運動にちなみ、「国連」と「空」を表すブルーの光に包まれます。

展望ガイド

2Fイベントホール　13:00～16:302Fポートシアター

「ラジオの組立て」など

キッズ映画上映（仮） 2Fイベントホール

セリオンKIDSランドセリオンKIDSランド12/22(土)～1/6(日)

セリオンKIDSランド12/22(土)～1/6(日)

紅白ライトアップ紅白ライトアップ
12/26（水）～1/7（月） 点灯時間 16:30～22:00

キッズ映画上映 2Fポートシアター

キッズ映画上映 2Fポートシアター

SUPER KIDSランド12/27(木)～1/6(日)

SUPER KIDSランドSUPER KIDSランド12/27(木)～1/6(日) セリオンプラザ体育館　10:00～16:00

セリオンプラザ

2Fイベントホール

セリオン2F イベントホール　10:00～16:00

1F セリオンガーデン　営業時間1F セリオンガーデン　営業時間

◆ 12/29(土)・12/30(日)
◆ 12/31(月)
◆ 1/1(火)～1/6(水)

◆ 12月通常 9:00～17:00
9:00～18:00
9:00～16:00
9:00～18:00

年末年始は
営業時間が
変わりますので
ご注意ください。

展望ガイド
13:00～15:00

レッドライトアップレッドライトアップ◆11/21（水）～12/11（火）

クリスマスライトアップクリスマスライトアップ◆12/12（水）～12/25（火）

紅白ライトアップ紅白ライトアップ◆12/26（水）～1月上旬 （予定）

タワーライトアップ点灯時間　16:30～22:00

そばパックそばパック
期間限定
販売

お持ち帰り用

250円250円
12/27(木)～1月中旬まで、普段は販売していない
『そばパック』を年末年始特別販売いたします！
今年の年越しそばやお土産にいかがでしょうか（＾＾）/

セリオン1F物産館
「セリオンガーデン」にて

セリオン1F物産館
「セリオンガーデン」にて

2019年1月　イベント予告

◆1/2(水)

◆1/3(木)

豚汁の特売
甘酒のお振る舞い

※1/1休み

※1/1～1/6は18:00まで

お持ち帰り用12/27(木)～1月中旬予定

そばパック販売開始12/27(木)～1月中旬予定 1Fセリオンガーデン

2Fイベントホール

※1/1・1/2休み

※1/1休み

※1/1休み

※1/1休み

中古車フェア イベント広場　9:00～17:00

中古車フェア

りんご試食販売会

じゃんけん大会

キッズ映画上映 2Fポートシアター

展望ガイド
13:00～15:00

復活
あの幻の金農カラーが復活します！

樽酒
お振舞
樽酒

お振舞
五目汁
お振舞
五目汁
お振舞 甘酒お振舞甘酒お振舞

黒にんにく
対面販売
黒にんにく
対面販売

明けまして
　おめでとうございます

樽酒
お振舞

五目汁
お振舞 甘酒お振舞

黒にんにく
対面販売

1F催事スペース　10:00～16:00

1F催事スペース　14:00頃から
1F催事スペース

セリオンKIDSランド
SUPER KIDSランド

アンケートに答えて
ポストカードを貰おう!!
アンケートに答えて

ポストカードを貰おう!!

賀正
2019

12/31はオールナイト点灯！
1/1の8:00頃まで

2018年好評だった「金農カラーライトアップ」
デザインのポストカードをプレゼントします！
ぜひご参加お待ちしております（＾＾）

先着3000枚　1Fインフォメーションにてお渡し

もちつき お振舞
1Fガーデン特設ステージ

11:00/14:00 （無くなり次第終了）

展望ガイド
13:00～15:00

明けまして
　おめでとうございます

ヨイショー
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1 月分、ご確認お願いします。

間違いがあれば 11/28( 水 ) までに斎藤まで教えてください！


