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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
〈 EAST 〉

仙台市泉区長命ヶ丘2丁目21-1
〈 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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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！

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。

 ブランチデー
レシート抽選会
+1回クーポン
※ハサミ等で切り取って
抽選会場へお持ち下さい。

8/11 日

BRANCH仙台歴史講座
せんだいのちょっとした小ネタ

「 エハガキ 」

　野菜、映画館、レコード、本、スポーツ
など、だれかにしゃべりたくなる生活
に馴染んだ仙台に関する歴史的小ネタ
を紹介する「せんだいの小ネタ」シリー
ズ。今回は、明治、大正、昭和にかけて発
行された古い絵はがきをもとに、年代
を特定するちょっとしたコツを学びな
がら古地図とあわせて当時の仙台を読
み解きます。 

定員：30名 （先着順・要申込）
参加費：無料

申込先：branchsendaievent@gmail.com

昭和初期 芭蕉の辻を写した絵葉書（所蔵／風の時編集部）

8/20（火）
18:00-19:30

野菜ハンコでつくる抽象表現

■ 参加費：無料　■ 定員：30名（定員になり次第終了）
■ 講師：あるがあく（版画家）※所要時間：1時間程度8/20（火）10:00-12:00

仙台凧つくり
■ 対象年齢：幼稚園年少から小学校6年　■ 材料費：300円
■ 定員：20名　■申込制8/22（木）13:00-15:30

野菜の断面の魅力的な形を紙に押してみましょう。インクの濃淡や野菜の水分
量の違いで、なんとも形容しがたい表現が生まれます。最後は出来上がった不思
議な形を鑑賞します。 

お申し込み ・ お問い合わせはまちスポ仙台へ

施設内で当日発行のレシート
2,000円分につきガラポン1回！
（お一人様最大10,000円分計5回まで）

「ブランチデー レシート抽選会」

さらに、本紙に付属の
クーポン持参でもう1回！
レシート10,000円分とクーポン持参で
お一人様 最大6回のガラポンチャンス！

　家族みんなで楽しめる縁日風
の出店をはじめ、ワークショッ
プのブースも出店！みんなの活
動の成果を披露するステージイ
ベントも実施します。家族みん
なで年に1度の「丘の夏まつり」
を楽しもう！

8/11 第2日曜日 12:00-20:00丘の夏まつり

16:00-20:00
8/11 日

8/10（土）、17（土）、 25（日） 16:00~18:30
ライブを楽しんで、お気に入りの1組に投票しよう！
皆さんの投票で9/12（木）の仙台オクトーバー
フェストのステージに立つ出演者が決定します！

※景品が無くなり次第終了とさせていただきます。

県内外から約40店舗のパン屋さんが大集結！！
この機会をお見逃しなく！

でワークショップ
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つどう、つながる、ひろがる

公園みたいに
楽しいひととき。
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その時にしか出会えない
おしゃれな雑貨や

ファッションアイテムも
ご紹介しています。

ぜひ店頭でお確かめください！

ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 仙台長命ヶ丘店 主任

阿部千尋さんオススメの一冊！

日本の365日を愛おしむ
 ̶毎日が輝く生活暦̶ 
本間 美加子 (著 )東邦出版 

￥1,700（税別） 

季節を彩る
二十四節気、七十二候、
365日どのページにも、

その日の楽しみ方があふれた
愛おしい一冊です

インパクトワンプラス
■ 営業時間／10:00～20:00
■ 定休日／なし
■ TEL／022-341-1950

チキンも野菜もゴロゴロ入ってボリューミー！

SNSやメディアでも話題！「瀬戸内レモン農園」のレモンシリーズが
人気です！

チキン野菜（ライス付）　¥1,200（税別）

店長　高野 和幸さん

主任 阿部 千尋さん

マイスター
クラウス・クリスチャンさん

ロッゲンミッシュ（ライ麦パン）、
ツヴィベルブロート、プレッツェル…
クラウスさんの職人技が光る
本格ドイツパンは絶品揃い！
※日によって店頭にない場合もありますのでご了承ください

KIKUCHIYA BAKERY
■ 営業時間／9:00～20:00
■ 定休日／年末年始
■ TEL／022-341-1540

その時だけの
おすすめ商品もあるので、

ぜひスタッフに
お声をかけてください！

長い時間を掛けて
発酵させ、寝かせ、

手間暇掛けてやっとできる
香り高い

ドイツパンです。

レモスコ味イカ天（70g）
￥298（税別）

左から

瀬戸内レモン農園セット
￥3,000（税別）

日によって
スープ量少な目で

ドリンクとサラダがセットの
「ブランチセット」を
ご用意しています。

店長 梅津 知弘さん

　約400坪の広々とした店内に約20万
冊の本や雑誌が並びます。書店エリアの
隣にはエクセルシオールカフェがあり、
購入前の本が1人1冊まで持ち込み可
能！当日お買い上げレシート提示でドリ
ンク50円引きのサービスもあります。夏
休みの自由研究にも役立つ児童書コー
ナーも充実。こだわりの文具やゲームも
あり、キッズスペースもとても好評で、
ファミリーがそれぞれに楽しい時間を過
ごせます。この夏は雑貨ストア『フライン
グタイガー・コペンハーゲン』が大人気
につき再登場！9/1までの期間限定催事
なので、お早めにご来店ください！

家族がそれぞれに楽しめる
カフェ併設の複合型書店！ kanakoのスープカレー屋さん

■ 営業時間／11:00～22:00
■ 定休日／12月31日、1月1日
■ TEL／022-341-5822

　スープカレーの人気店が吉成から移転オープ
ン。席数も増え、お洒落な雰囲気の店内は、女性
リピーターも多くランチタイムはいつも行列！味
と香りの決め手であるスリランカ産の有機栽培
スパイスはお店で調合・粉砕。長時間煮込んで丁
寧に仕込んだスープには『手づくり・安心』のこだ
わりが生きています。辛さやスパイスの増量、豊
富なトッピングメニューなど組み合わせは無限
大。スパイシーな夏の辛さをお楽しみください！

ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 仙台長命ヶ丘店

MessageMessage

■営業時間／9:00～22:00 ■定休日／なし ■TEL／022-342-0611

SUMMER Gourmets Recommended by BRANCH SendaiSUMMER Gourmets Recommended by BRANCH Sendai

ドイツ仕込みの本格ハードパンも増え
迷うほど楽しいバリエーション！

　KIKUCHIYAの代名詞にもなった『スイ
カパン』をはじめ、クロワッサン生地の「仙
台あんぱん」、「チョコバナナパン」など見た
目も楽しいオリジナルパンが並ぶ店内。ド
イツのパンマイスターの資格を持つクラウ
スさんの本格ドイツパンも加わり、個性の
幅が広がりました。食パンからおやつパン、
惣菜パン、ビールに合うドイツパンなど、毎
日通っても選びきれない楽しさです。パン
をお買い上げでドリンク1杯無料のうれし
いサービスや、出来立てのパンが食べられ
るイートインスペースもあります！

　「仲間とブラスラボを立ち上げたい」「生花ワーク
ショップをやりたい」OPENから3か月が経ち、周辺にお
住いの方から、だんだんに『やってみたいこと』の声が集
まっています。
　8月のまちスポは、夏休み応援！引き続き、ご利用され
る方々の『やってみたいこと』の実現を後押ししつつ、夏
休みらしいイベントもたくさん開催していきます。

　日本全国のこだわり食品が並ぶ「食」
のセレクトショップで、無添加、着色料不
使用、安全・安心で美味しいというのが
モットーになっています。旅先で出会っ
た商品が地元で買えてうれしいというお
客様も多く、リクエストに応えて入荷す
ることも。お子様向けのお菓子、大人向け
のおつまみやプロの料理人もまとめ買い
する調味料など、季節によって変化し続
けるラインナップがリピーターを呼んで
います。また、このような業態ではめずら
しい「火曜市」も大変おトクで好評です！

一度来たら、必ずまた来たくなる
「食」の探検セレクトショップ！

辛さもトッピングも自由！自分好みのスープカレーを。

8 月のまちスポは夏休み応援！

のイベント情報 その1 スラックラインイベント情報

その 2
イベント情報

お申込み・お問い合わせはコチラから

まちスポ仙台

E-MAIL : info@machispo-sendai.com

TEL : 022-343-5404

8/11SUN. 8/12 MON. 8/14 WED. 9:30-16:30

大人気！子どもでも大人でも気軽に楽しめる
"スラックライン"8月も定期開催いたします。
カジュアルに参加できて、体幹も鍛えられちゃいます♪

8/8 THU. 8/21WED. 午前の部 10:00-13:00 /午後の部 14:00-17:00

みんなで夏休み自由研究
ゆるく

宿題はさっさと片づけちゃう派の子も。宿題は最後の日にやる派の子も。
みんなで1か所に集まって同じ日に頑張ったら、おしゃべりしながら、新しい発見があるかも♪

【全日、3テーブルそれぞれで研究しながらやってみます】
①スライム作り  ②マーブリングけん玉作り  ③木工用ボンドでステンドグラス作り
材料費 ： おひとり ￥500 ※複数テーブルまわってもOK　定員 ： 各回1０名（当日受付）

ファミリーで楽しむ
ブランチ仙台！


