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大和リース スマイルアクション 検索

大和リースが提案する商業施設では「SMILE ACTION」を行っています。
SMILE ACTIONは商業施設を通じて出来る地域貢献・社会貢献活動のことです。

https://www.branch-sc.com/sendai/
ブランチ仙台 検索

仙台市青葉区桜ヶ丘7丁目40-1
仙台市泉区長命ヶ丘2丁目21-1

〈 EAST 〉
〈 WEST 〉

駐車場のご案内

駐車料金 180分無料【さらに施設利用で追加120分無料】

直結WEST 立体駐車場 280台
EAST平面駐車場 150台  （23:00～6:00入庫不可）

雨の日も安心

SNSでも随時情報を発信しています。是非チェックしてみてください！
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2019年7月28日、8月3日、10日、17日、25日開催予定。皆様の投票で優勝者が決まります！
詳細は、ブランチ仙台公式HPまたはせんだいタウン情報machicoをチェック！

ブランチ仙台
夏まつり

8/11
8/12

縁日・ビアガーデン等、お子さまから
大人まで楽しめる2日間です。
ブランチ仙台で夏休みの思い出を
作りませんか？

日

月

開催予定！！開催予定！！

イベント情報更新中
スケジュールや詳細は
ブランチ仙台公式HPを
チェック！

夏のレジンアクセサリー

7/30（火） 10:00-12:00
大人対象50名

（定員になり次第終了）
参加無料

大人対象50名
（定員になり次第終了）

持ち物：ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOK STOREで
　　　 購入いただいた本

参加無料

7/16（火） 10:00-12:00 7/23（火） 11:00-16:00

先着100名／参加無料
幼児から小学生対象先着100名
（定員になり次第終了）

参加費500円

7/28（日） 10:00-12:00
　　　　13:00-15:00

麻ひもでつくる
涼しげコースター

世界にひとつだけの
オリジナルブックカバーをつくろう

デコ☆キャンドルを
つくろう

ブランチ仙台内にある
ヤマト屋書店TSUTAYABOOKSTOREで
購入いただいた本にオリジナルのブック
カバーをかけます。いろいろな素材を使って
世界にひとつだけのブックカバーをつくり
ましょう。

でワークショップでワークショップWEST 1F

EVENT INFORMATION

※イベントは日時・場所・内容等を変更、中止とする場合があります。

BRANCH Sendai MONTHLY NEWS July 2019 ブランチライフ｜7 月号

つどう、つながる、ひろがる



Life July 2019 Life July 2019

　ママスクエアは直営拠点として全国に26か所あり、
ワーキングルームと子どもの見守り機能（キッズス
ペース）からなるこれまでになかった新しい働き方を
実現するオフィスです。ママスタッフが仕事をする間、
子どもはガラス一枚で隔てられたキッズスペースで
常駐するキッズスタッフと一緒に過ごします。子ども
の様子を見ながら安心して働くことができます。仕事
の内容は企業の営業サポートとしてアポイントメント
を取る仕事や商品の販促活動など、コールセンター案
件を多く扱っています。子どもの行事などに対応でき
るようにシフトは希望制。キャリアップなどの自己実
現と子どもの成長を見守ることが両立できる新しい
ワークスタイルが始まっています。

キャリアアップと
子どもの成長の見守りを両立。
新しい働き方を実現するオフィスです。

子どものそばで働ける

「ママスクエア」
東北初開業！

子どものそばで働ける

「ママスクエア」
東北初開業！

“まちスポ”とは…？ What is Machi-Spo?

EVENT INFORMARION

絵本「あのこ ヘンナコ」
（文芸社 第13回えほん大賞）
読み聞かせ会+ワークショップ開催！

絵本「あのこ ヘンナコ」
（文芸社 第13回えほん大賞）
読み聞かせ会+ワークショップ開催！
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　まちづくりスポット（通称まちスポ）は、大和リースが開発・運営する商業施設にあり、地域
社会やNPOと共に推進する『地域交流スペース』。仙台は全国で９番目の施設で東北初のまち
スポです。営利を目的としない団体や個人の方にご利用いただけます。ブランチ仙台のオープ
ン以降、木のミニカーづくりやタイルモザイクアートなど子どもたちが参加できるワーク
ショップを実施、多くの親子にご参加いただき大変好評でした。今後は地域の方が先生と
なって行う趣味の教室など、幅広い年代の方に使ってもらえるようにいろんな企画や工夫を
準備し、共に交流の輪を広げていきます。

お買い物のついででいいので
「何も考えず」に立ち寄ってＯＫな
場所です。誰かに会えたり、何かしら
の楽しみがある地域の『部室』のよう
な存在として自由に活用いただけ
れば嬉しいです！

■営業時間／9:30～17:30　■定休日：火曜　■TEL／022-343-5404
千葉 大介さん　岩間 友希さん

作者
ワダアスカ先生
来場予定日

まちづくりスポット                 スタート！まちづくりスポット                 スタート！

　『いつもそばにある信頼・安心の薬局』をモットーに、単
に薬をお渡しする調剤薬局ではなく、健康相談や栄養相
談など地域の方のライフステージに合わせてトータルに
サポート！大学病院を含む全国のクリニックの処方せん
を受け付けます。また医療
物品・材料などの対応も
可能です。爽やかなブ
ルーを基調とした店内
で、スタッフの明るい笑顔
が皆様をお待ちします。

　『眼科っぽくない眼科にしよう』と院長が語る通り、清
潔感のある明るい院内はたくさんの動物の置物がある和
みの雰囲気。特に白内障や黄斑疾患の診断・治療に力を
入れていて、最新機器も整えました。眼科一般の治療は
もちろん、将来的にも地
域に貢献する「予防医療」
に取り組みたいと考えて
います。コンタクトレンズ
の処方も行っています。

　院長は2009年から楽
天イーグルスのチーム
ドクター。肩・肘・膝関節
やスポーツ障害、侵襲の
少ない鏡視下手術の専
門医です。その知識と経
験をトップアスリート

だけでなく一般の患者様にも生かしたいと開院。超音
波検査（エコー）による精密で正確な診断を心がけてい
ます。最新機器が整った広いリハビリルームもあり充
分な運動療法が可能です。

　全国に21店舗を展
開するフォトスタジ
オで、キッズ写真を中
心に、七五三、バース
デー、入園・入学、家族
写真、マタニティフォ

トなど、リピーター率70％を超える大人気！特にカメラマ
ンと子供達の距離が近く、遊びながら自然な表情が撮れ
るのが好評の理由です。「写真を撮る所」ではなく、テーマ
パークに行ったような楽しい時間を家族で共有できます。

　TSUTAYAでは「美容」
を生活提案の重要なジャ
ンルと考え、ラレーヌが美
の専用コンシェルジュに
よって長くおつきあいで
きる地域コミュニティの
場と考えました。セラピス

トによる肌解析などのカウンセリングとフェイシャルトリー
トメントコースで美と健康を高めるお手伝いをしていきま
す。ホームケア化粧品購入ではＴポイントもたまります！

院長 田中 稔さん 五明 和真さん 店長 佐藤 優香さん ／セラピスト 佐藤 佳奈さん

子供からお年寄りまで
くつろげて満足できることが
目標。また来たくなる『唯一無二
のクリニック』になるようにス
タッフ全員がひとつとなっ
て努力します！

『セーノ！センダイ』を
合言葉に、写真を通して地域
の皆様とつながるスタジオにな
りたいです！毎月イベントも
行っていますので気軽にご
体験ください！

地域住民の一員として
皆様に寄り添い、信頼され、
愛されるような優しい薬局を目
指します！処方せんをお持ちで
なくても、気軽にお立ち寄り
下さい。

治療の目的や理由もキ
チンとお伝えして、患者さん
のペースに合わせて二人三脚
で進めて行きたいし、ここに来
る人みんなが元気になって
もらいたいですね。

お母様の世代からお子
様が大きくなって親子でご利
用いただけるような、幅広い年
代の女性に愛される店を目指
します。お気軽にお立ち寄
りください。

泉川 裕太さん 院長 佐々木 慎司さん

■診療項目／整形外科・リハビリテーション科・麻酔科
■営業時間／9:00～12:30　14:30～18:00
■定休日：水曜、木曜午前、日曜、祝日　■TEL／022-341-8605

■営業時間／9:00～17:30
■完全予約制／HPからご予約下さい https://www.lifestudio.jp/
■定休日：火曜・水曜　■TEL／022-725-6883

■営業時間／9:00～18:00
■定休日：日曜、祝日　■TEL／022-378-0330

■診療項目／眼科
■営業時間／9:00～12:30 14:00～18:30 
　土曜／9:00～14:00　■定休日：木曜、土曜午後、日曜、祝日　
■TEL／022-725-4801

■営業時間／11:00～21:00
■定休日：なし　■TEL／022-341-6515
■エステのご利用は18歳以上の方とさせていただきます。

仙台たなか整形外科
スポーツクリニック マリーン調剤薬局 LifeStudio

ライフスタジオ仙台店
仙台長命ケ丘
クリニック Lareine 仙台泉1 2 3 4 5

楽天球団チームドクターの
知識と経験を地域に還元！
楽天球団チームドクターの
知識と経験を地域に還元！

高いリピーター率のハウス型
写真館が東北初オープン！
高いリピーター率のハウス型
写真館が東北初オープン！

お薬相談だけでなく
健康をトータルにサポート！
お薬相談だけでなく

健康をトータルにサポート！
ひとりひとりに向き合い
地域の「予防医療」に貢献！
ひとりひとりに向き合い
地域の「予防医療」に貢献！

TSUTAYAが提案する
初のエステティックサロン！
TSUTAYAが提案する

初のエステティックサロン！
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