
TAKE FREE ¥0Life January 2020

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
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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EVENT INFORMATION

※景品が無くなり次第終了とさせていただきます。
※スマートレシートでの抽選会参加も可能です。

※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）

など景品総数500本！空くじなし！

先着150組様限定！
抽選1組につき
おひとつ

紅白白石温麺を
プレゼント11:00-17:00

1/2（木）

（14:30受付終了）
13:00-15:001/28（火）

「毛糸で織るコースター」

■ 対象：大人　■ 定員：30名 （定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　

いろいろな色の毛糸を織って
温かみのあるコースターを作ります。

冬休みワークショップ
「木工でネズミのお部屋」

■ 対象：幼児～小学生（未就園児は保護者と一緒に参加）
■ 定員：60名（定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　

1/7（火） （14:30受付終了）
10:00-15:00

木や枝を使ってネズミと、ネズミのお部屋を作ります。
枝やスライス、松ぼっくりなどの自然素材を組み合わせて。

「書き初め気分で墨絵」

■ 対象：大人　■ 定員：30名 （定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　
（11:30受付終了）

10:00-12:001/14（火）
割り箸ペンに墨をつけて、ネズミや冬の植物などを描きます。
薄墨で濃淡をつけて完成。

「羊毛フェルトで作る小さな動物」
ニードルで羊毛をちくちく刺して立体的な動物を作ります。
基本となる球体を作り、耳や手足などのパーツをつけていきます。

■ 対象：大人　■ 定員：30名（定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　
1/14（火）（14:30受付終了）

13:00-15:00

（11:30受付終了）
10:00-12:001/28（火）

「コラグラフ版画」

■ 対象：大人・未就園児親子　■ 定員：30名 （定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　

紙や葉っぱ、紐などを組み合わせて版を作り、インクを乗せて刷ります。
刷ることで現れる世界を楽しみましょう。

「だるまの貯金箱に絵付け」 

■ 対象：大人　■ 定員：30名 （定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　

だるまの形の貯金箱にアクリル絵の具でペイント、または和紙を貼って作ります。
カラフルなオリジナルだるま♬

（14:30受付終了）
13:00-15:001/21（火）

「へんてこ人形作り」

■ 対象：未就園児親子　■ 定員：各15組（定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　

10:00-11:00
11:00-12:001/21（火）

フェルトやボタン、レースなどを組み合わせて作るユニークなお友だち！
親子で楽しく手芸工作。

※汚れても良い服装でお越し下さい。 ※プログラムは変更にある場合がございます。

＝ デコホームかるふわ羽毛布団（シングルサイズ） … 2本2等

＝しゃぶしゃぶ但馬屋5,000円分お食事券 … 5本3等

＝ ダイシャリン50,000円分目録 … 1本1等
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ブランチ仙台テナントのLIFEstudioさんと共同で
交流会もかねて餅つき大会を開催いたします！
みんなで餅つきをしながら楽しいひと時を過ごしましょう！
家族でのご参加お待ちしております！

10代から70代まで幅広い年齢層の方
が、それぞれの美しさと向き合って心
地よい時間を過ごされているエステサ
ロン。美容機器だけでなく、セラピスト
によるフェイシャルトリートメントや
ハンドトリートメントなど両面から美
肌を引き出します。お手入れをする間
のおしゃべりがリラクゼーションにな
ると、スタッフの和やかな雰囲気も好
評です！

Lareine（ラレーヌ）
■営業時間／10:00～21:00（最終受付19:00）
■定休日／木曜日　※12/30～1/3休業
■TEL／022-341-6515

新年餅つき大会
【イベント情報】

11月23日にきれいなまちづくり作戦会議を開催い

たしました！今回はピカピカ隊(長命ヶ丘小学校

児童主体で結成された長命ヶ丘周辺の美化活動

を行うチーム)のこれまで活動報告と今後きれい

にしたい公園をどのようにしていくかを大人たち

も交じえて話し合いました。今後のピカピカ隊の

活躍に期待しております！

【活動レポート】

乾燥、ゴワつき、血行不良…
冬のお肌の悩みはラレーヌで解決！

1/18 12:00-14:00土

お肌を通してお客様の気持ちのケアも
心がけて。ひとりひとりが理想の女性に
なれるように、私たちが丁寧にサポート
いたします！

メンズカットもお任せください！

肌状態に応じて使う
洗い流すタイプのマスクがおすすめ！
お客様にぴったりの
ホームケアをご提案しています。

※実際の施術時は
　スタッフがマスクを着用します。

大きな窓が開放的でナチュラルトーンが
おしゃれなヘアサロン。ヘッドスパ、フェイ
シャルエステ、ネイル、まつ毛エクステな
どメニューが多彩で、着付けお支度はヘ
アセットとメイクまでトータルでできま
す。お子様から卒寿のお祝いで利用され
るなど家族ぐるみで、また男性も多く来店
されています。予約優先制ですがブラン
チ仙台でお買物の合間でも空きがあれば
カット等もＯＫです！

シローの店
■営業時間／平日10:00～19:00　土日9:00～19:00
■定休日／月曜日、第1・3火曜日
※12/30は営業 10:00～19:00 12/31～1/3休業
■TEL／022-341-8910

ヘアはもちろん、ヘッドスパ、ネイル…
いろいろ試せるメニューの豊富さが魅力！

新年は新しいヘアスタイル、ネイル、ま
つエク、ファイテンカプセルなどの未経
験メニューを試してみませんか？気軽
にお店をのぞいてみて下さい！

Sta f f ’ s  Vo ice

ファイテン製アクアチタンの
全身浴カプセル。
話題のリラクゼーションを
ぜひ一度ご体験ください！

左からスタイリスト小野寺さん、萱場店長、ネイリスト佐藤さん

（左からセラピスト大日向さん、佐藤店長、セラピスト佐藤さん）

シローの店オリジナルのオイル、ハンドクリーム、シアバターや
美容室専売のシャンプー・トリートメント、瞬間吸水の１秒タオル
（ホットマン製）等をおトクにGET！商品購入だけでもOK！

Sta f f ’ s  Vo ice

1/2（木） より通常営業
10:00～19：00

ダイシャリン

●車種限定
　「電動アシスト自転車」を初売特別価格で販売！
●自転車ご購入のお客様へ──最高10万円の
　商品券が当たる空クジなしの大抽選会開催！
　 ※商品券は初売期間中の使用不可／ダイシャリンのみでの使用

●台数限定の『特価車』も、多数ご準備しております！
2020年もダイシャリンをよろしくお願いします！

●ご来店のお客様に
　『粗品』プレゼント！
　新しい年のはじめに、新規ご契約、機種変更、
　おトクなプランへの見直しなどお話してみませ
　んか？ご家族でお気軽にご来店ください！

●通常¥220（税込）で蕎麦大盛り、
　を1/2（木）限定で無料に！
　国産蕎麦粉をはじめ、厳選素材にこだわり丁寧にお作りしております。
　2020年もぜひご来店ください！

1/2（木）より通常営業
10:00～19：00

●図書カードが当たる、新春スピードくじ開催！
当店お買い上げ￥1,000（税込）ごとに1回チャレンジ！
（エクセルシオールカフェのレシート合算可）
・１等　  ￥10,000分　1本
・２等　  ￥5,000分　  2本
・３等　  ￥1,000分　  3本
・4等　  ￥500分　　20本
・参加賞 ポケットティッシュ

●新春『福袋』
　限定販売！
・子供服福袋［トップス3点、ボトムス1点］
￥3,300（税込）
※取扱サイズ 100 ～ 130cm

・レディスファッション雑貨５点福袋
￥1,100～￥4,290（税込）

1/2（木） 10:00～19:00 1/3以降 10:00～22:00（通常営業）

1/2（木） より通常営業
11:00～21：00

1/2（木） 10:30～18:00
1/3（金）より通常営業
 9:00～20:00

1/2（木） 10:00～19:00
1/3（金）より通常営業
 10:00-20:00

●福袋￥1,000（税込）  30袋限定販売!!　
　当店一番人気の仙台あんぱん、メロンパン、
　ワインフルーツブレッドなど￥2,000相当のお品が
　入っていて大変お買い得です！
　2020年も「地域に近いパン屋さん」を目指してまいります。
　新年最初の“キクチヤ焼きたてパン”をぜひご賞味ください！

●東北地区限定初売りセール！！
　対象商品をお買い得価格でご提供。
　 1/2（木）～1/9（木）まで。
●初売り福袋！！
　フレグランスセット1,000円（税別）限定15個。
　寝具カバーリング3点セット3,000円（税別） 限定5個。

●『３割増商品券』販売！
　・購入したその日から３年間使用できます！
　・店内販売品（メガネ、補聴器、備品）全てに使用できます！
　・12/27（金）から販売開始
　※販売は現金のみでの対応となります。
　※なくなり次第終了となります。

1/2（木） より通常営業
10:00～19：00

●コーヒーやおトクなドリンクチケットが入った
　『HAPPY BAG 2020』を販売！
　￥500、￥3,000、￥4,500の３種類を
　ご用意しています！
　 ※価格は全て税込です。  ※なくなり次第終了となります。

当店人気商品を詰め合わせました！
●福袋￥2,000（税込）限定30個販売!!
　 ※写真は一例です。福袋の内容は変更になる場合が
　　 ありますのでご了承ください。

Life Studio史上“初”の
「初売特別セット」をご用意しました！
数量限定ですのでお早目にどうぞ！
●ファミリー満足セット
　初売限定価格￥45,000
●ご両家様ハッピーセット
　初売限定価格￥80,000　  　　
　  ※価格は全て税別です。

1/4（土）より通常営業
9:00～17：30

1/4（土）より通常営業
平日 10:00～21：00
土日祝 10:00~18:00

●ランチタイム
・80分食べ放題コース
→豚たん1皿（140g）サービス！（おかわり不可）
・80分お肉定量コース
→180gを140gと同じお値段でご提供！

●ディナータイム
　国産牛コース／極牛たんコース→通常の料金より
　10%OFF!!クーポン使用でさらに10%OFF!!
　 ※初売特典は 1/2（木）～5（日）までになります。

●ツルハ『１割増商品券』販売！
　なくなり次第終了となりますので、お早めにお求
　めください！
●１月２日・３日は『特別お客様感謝デー』!!
　ポイントカードご提示で５%OFF!!
2020年もまた皆様が健康で過ごせますように。
新年もご来店をお待ちしております！

●エステプロ・ラボ15包セット ¥4,680（税込）
　美容や健康に意識の高い芸能人も愛用している
　サポートサプリメント！
　日々の疲れやカロリーコントロール、お肌ケアにも
　オススメです。当院では通常取り扱いがない
　商品です、是非この機会に！

1/2（木） 10:00～19:00
1/3（金）より通常営業
 10:00-20:00

1/2（木）より通常営業
11:00～23:00（L.O.22:00）

1/2（木） 9:30～21:00
1/3（金）より通常営業

 9:30-22:00

ソフトバンク SOBA CAFE 孫三

022-341-1540KIKUCHIYA
BAKERY&CAFE 0120-014-210 

（お客様相談室）
ニトリ デコホーム 022-377-1018

ヤマト屋書店  TSUTAYA BOOK STORE

眼鏡市場

エクセルシオール
カフェ

インパクトワン
プラス

022-342-1129

Life Studio

022-303-3318
しゃぶしゃぶ
但馬屋

桜ヶ丘
バランス整骨院 022-303-7202ツルハドラッグ

12/31（火）16:00～22:00「年越しそば」営業します！
板そば、かけそばのみ（なくなり次第終了となります。）
お越しいただいた方に￥100券差し上げます。

男女各10袋限定

33袋限定

※粗品内容は変更になる場合があり 
　ますのでご了承ください。

※特別セットの内容は
　変更になる場合が
　ありますので
　ご了承ください。

※写真は一例です。福袋の内容は変更に
　なる場合がありますのでご了承ください。

●1/4（土）～8（水）新年の運試し！
　当院の治療メニューの『10％引き券』が当たるおみくじを
　ご用意!!ハズレなしで素敵なお年玉をプレゼント！

1/2（木） 10:00～19:00
1/3（金）より通常営業 
 10:00～22:00

●対象商品２つ以上購入で10％または15%引き！
●「美容室専売品」をおトクに買えるチャンス！
★1/4（土）9:00～19:00 ※初売は1月中開催します！

新しい年におトクな体験コースで
美への第一歩！

「シローの店」の初売！

★お電話でご予約ください。
★宮城学院女子大学「学割」あります！
→フェイシャル体験2回分無料！学生証をご提示ください。

●フェイシャル体験1回分（約1時間） 
… ￥3,900（税抜） 

●ビジター体験2回分（約2時間）
… ￥9,800（税抜）

※商品券内容は変更になる場合
　がありますのでご了承ください。

022-378-2965 022-739-8908 022-341-1030

022-342-0688 022-341-1950 022-725-6883

022-342-0611

インフォメーション

BRANCH仙台
はじめての

初売

おトクがいっぱい！！ 新年は
あなたらしい
美しさと
出会いましょう！


