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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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https://www.branch-sc.com/sendai/
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 〉

 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。

10/13 日

EVENT INFORMATION

BRANCH仙台歴史講座 せんだいのちょっとした小ネタ 「みやぎの野球史」

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、みやぎの野球史がテーマです。試合前
の挨拶が仙台発祥だったことはご存知ですか。仙台への野球伝来か
ら132年。みやぎ野球史の意外なエピソードを紹介します。

定員：30名 （先着順・要申込）　参加費：無料　
講師：伊藤正浩（野球史家）　会場：まちスポ
申込先：branchsendaievent@gmail.com（桃生）

10/15（火）

10/13（日）

18:00-19:30

秋のモチーフ パステル画

13:00-14:10 / 15:00-16:10

指で色をまぜて、絵の具よりも感覚的に描けるパステル。
秋のモチーフで色遊びを楽しみましょう。

（11:30受付終了）10/22（火）10:00-12:00 ■ 定員：30名 （定員になり次第終了）
■ 参加費：無料　

ハロウィン☆ミニリース

■ 定員：50名（定員になり次第終了）　■ 参加費：無料
■ 対象：幼児～小学生（未就園児は保護者と一緒に参加）（14:30受付終了）10/22（火）13:00-15:00

木の枝やスライス、毛糸などを使って作ります。かぼちゃ、
オバケ、ハロウィンらしいモチーフを組み合わせよう。

ブランチデーレシート抽選会 10/13　第2日曜日　11:00-17:00

※景品が無くなり次第終了とさせていただきます。

でワークショップまちスポ

10/19（土）
10:00-18:00

10/20（日）
10:00-17:00

『ふるいもの』と『暮らす生活』を提案できる東
北各地の古道具屋さんやアンティークショッ
プが集まります。アンティーク家具や雑貨、レ
トロな家具や雑貨、和家具古道具など日々の
生活に寄り添う『ふるいもの』に出会えます。

会場 ： WEST中央広場

＠なおポップpresents
ブランチハッピーミュージック♪

出演者 ： ＠なおポップ / NANAKISARA / 
　　　　西脇庸介 / 菅野創一朗
会　場 ： WEST中央広場

※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。

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！

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）

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！

さらに

「東北HAPPY HOLIDAY」をはじ
め様 な々音楽イベントをプロデュー
スし続けているシンガーソングライ
ター＠なおポップが素敵な仲間た
ちとともに生演奏でブランチ仙台
の昼下がりを彩ります。
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仙 台 蚤 の 市

みじかい秋を
めいっぱい楽しもう！
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「ふくふくパンケーキ」で話題となった青森の「CAFE202」が県外初出店！ブランチ仙
台店でも、青森店と同じように靴をぬいでくつろげるスタイルで、小さなお子様連れで
も心地よく過ごせます。パンケーキは青森産小麦と蓬田村の「福々たまご」、成分無調整
の牛乳にこだわっていてふわふわの食感はリピーター続出！お食事パンケーキかふわ
とろオムライス+サラダ+ドリンクのお得なランチセット（11～14時）が人気で、いつも
お客様の幸せそうな笑顔であふれています。

今月オススメの1冊

蜜蜂と遠雷
恩田 陸 (著 )幻冬舎 
￥1,800（税別）

国際ピアノコンクールを舞台に
4人のピアニストが優勝を目指す。
クラシックが奏でられる臨場感、

あふれる音楽に
魅了される一冊！（三上）

ブランチ仙台店で力を入れているのは季節ごとのイベント商品。今はカボチャやホ
ラーアイテムなどバラエティに富んだハロウィンコーナーが楽しくディスプレイされ
ています。年々グッズのクオリティが上がり、種類も豊富に！仮装用の『血のり』まであ
る充実ぶりです。また、お子様のおもちゃも人気で、最近はふわふわの「ぬいぐるみ」シ
リーズも登場。¥200～のプライスでも大変好評です。シーズン商品は早いもの勝ちな
のでマメにお店でチェックしてみてください！

ハロウィングッズや遊べるおもちゃが充実！

まちスポ仙台への
お問い合わせはコチラから

E-MAIL : info@machispo-sendai.com

TEL : 022-343-5404　　　　　ヤマト屋書店TSUTAYA BOOKSTOREWEST 1F

仙台は

いっぱい!!

BRANCH

秋の楽しさ

BRANCH

秋の楽しさ
EAST 2F ザ･ダイソー
■営業時間／9:30～21:00  
■TEL／022-779-7036

ソフトバンクとY!mobileの新規契約、機種変更、プランの見直しなど要望に合わせて
相談できるケータイショップ。今おすすめなのはガラケー卒業を迷っている方の「スマ
ホデビュープラン」。スマホの操作方法を１から説明してくれるし、料金面の不安も解
消！電気代がおトクになる「おうちでんき」や、この秋新登場の“話題のスマホ”の予約
など、それぞれの年代やご家族の使い方に合った提案で、満足度の高いサービスを提
供しています。ネットから来店予約もできるので待たずに相談もＯＫ！
（写真・左上／右上）落ち着いたトーンの店内はゆっくり相談できる心地よい雰囲気です。

“何でもきける” 地域の皆様に愛されるショップに！

ソフトバンク
■営業時間／10:00～19:00
■定休日／毎月第２水曜日
■TEL／022-739-8908

おしゃれなキッチン用品やカーテン、寝具など、センスのよい上質アイテムがお手頃プ
ライスで並ぶ『デコホーム』。ニトリでは扱っていない商品も多く、フレグランスやコス
メポーチなどが女性に人気です。季節に合わせた品揃えも魅力で、肌寒くなってくるこ
れからは、デコホームオリジナルのシロクマ柄シリーズがおすすめ！頬ずりしたくなる
気持ちよさです。

『デコホーム』の楽しいアイテムで暮らしを豊かに！

ニトリ デコホーム
■営業時間／10:00～20:00　■定休日／なし
■TEL／0120-014-210（お客様相談室）

お子様連れに嬉しい靴をぬいでくつろげるカフェ！

CAFE202
■営業時間／11:00～20:00（ラストオーダー19:30）
■定休日／なし　■TEL／022-343-7202

店長　鹿内 純貴さん

店長　菅野 重仁さん

WEST 1F

WEST 1F
WEST 1F

毎日立ち寄れる場所で
『暮らしをもっと、豊かに楽しく』
できる商品がいっぱいです！
どうぞ気軽にご来店ください！

毎日来ても飽きない
お店づくりを目指しています！
ぜひお立ち寄りください！

［人気のホラードクロオーナメント
¥150（税抜）／血を飲んでる？
アイスコップ¥200（税抜）］

「おいしかった、また来ます」
の声が嬉しいですね！

季節限定メニューもあるので
買い物で歩き疲れたら
ぜひお立ち寄りください！

当店で手続きして
よかったと思えるように、
おひとりおひとりに
丁寧に対応いたします。
お気軽にご来店ください！

店長の廣船さんとクルーのみなさん

店長　小出 貴紀さん

「かんたん来店予約」ができます！

定番カラーだけでなく
パステルカラーの

ハロウィングッズも新鮮！

（写真・右下）カカオが香る
チョコソースにバナナを添えた

定番人気メニュー！
［ふくふくチョコバナナ ¥1,080］

もこもこふわふわの
シロクマ柄クッションシリーズ。
お昼寝用、ペット用など
用途に合わせてお選びください。
［角型クッションカバー ¥740／モチモチ
クッション ¥1,195／ペットベッド ¥1,380
／ごろ寝クッション ¥1,658／シートクッ
ション ¥740］ ※価格は税抜価格です
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ハロウィン×国際交流♪

9月11日から18日まで、仙台市立桜丘中学校のみなさま・

桜ケ丘連合町内会のみなさまにご協力いただき、

桜ケ丘夏祭り花火大会で飾られていた

生徒の皆さん制作の「行灯」の展示を行いました。

さまざまな形・さまざまな色合いの行灯がまちスポを飾り、

多くの方が川平地区・桜ケ丘地区の伝統に触れられる機会となりました。

英語教育の支援を行うNPO法人の皆さんと一緒に、
親子で仮装してハロウィンを楽しもう。
ブランチ内をまわってお菓子をもらったり、
英語の歌を歌ったり、
本場のハロウィンでよく遊ばれるゲーム
『アップルボビング』もご用意。

【イベント情報】

【活動レポート】

■ 対象年齢 ： 小学生 ※仮装大歓迎
■ 参加費 ： 500円　
■ 定員 ： お子さま30名 ※親子でのご参加OK！
■ 主催 ： NPO法人 宮城英語教育支援協会
■ 共催 ： NPO法人 まちづくりスポット仙台
※ 事前予約制です。お名前・年齢・連絡先を添えて
　 まちスポまでお申込ください。

10/27（日）14:00-16:00

活動レポート


