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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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 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。

2/9 日
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※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。

さらに

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！

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。

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！

11:00-17:00
2/9（日）

「癒しのマンダラぬりえ」
知育やストレス解消でも注目される曼荼羅ぬりえ。
子どもも大人も一緒に体験しましょう。

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

2/18（火）（11:30受付終了）
10:00-12:00

「バッグにペイント」

■ 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　

2/4（火）
布用クレヨンやアクリル絵の具でバッグにペイント！

10:00-11:00
11:00-12:00

「カラフルタイルのフォトフレーム」

■ 対象：大人　■ 定員：各15名 （定員になり次第終了）
■ 参加費：無料　

いろいろなタイルを並べてフォトフレームをデザイン。
セメントで目地を埋めて完成です。

2/4（火） 13:00-14:00
14:00-15:00

2/18（火）（14:30受付終了）
13:00-15:00

「くるみボタンでアクセサリー作り」

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

布を選んでくるみボタンを作ります。
ブローチかヘアゴムに仕上げます。

2/25（火）
■ 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　

（11:30受付終了）
10:00-12:00

「粘土でランプシェード作り」
粘土でかわいいランプシェードを作ります。

※ 受付終了は予定時刻の30分前となります。
※ 汚れても良い服装でお越し下さい。 
※ プログラムは変更になる場合がございます。

でワークショップまちスポ

冷え込む冬ですが
BRANCH 仙台で
心も体も健やかに。
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家族みんなで
健康チェック！
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長命ヶ丘出身のミュージシャン・MASAKing指導のもと、

ブランチ仙台近隣の小学生・中学生が構成する

「ICTジュニアオーケストラ部」の活動が進んでいます。

iPadに入っているGarageBandというアプリを使って

オーケストラを演奏するという本取り組み。

本番の3月21日(土)は、WEST中央広場にステージを組み、

団員の皆さんの活動発表に加え、

鈴木福くん4兄弟も出演予定です。

プログラム内で演奏をいただける地域の音楽団体

1～2団体の募集もしておりますので、

出演希望の方は左記のメールアドレスから

お申し込みください。

【活動レポート】

「ICT ジュニアオーケストラ部」活動中！

日曜診療や夜8時までの診療で、仕事帰りや学校帰りに来院す
る人も多いという当歯科医院。歯周病治療に力を入れており、
口腔衛生状態の改善に努めています。診療に対しては、“じっく
りと話を聞いて、しっかりと治療方針を説明する”がモットー。
子供の治療については、泣かせない、怖がらせないためのコ
ミュニケーションを最優先。院内にはキッズスペースがあるほ
か、ベビーベッドも用意され、子育てに忙しいママも安心して
治療が受けられます。

ブランチ仙台歯科
■ 診療科目／歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科　
■ 診療時間／平日・土曜 10:00～13:00  14:30～20:00　日曜 9:00～13:00　14:00～18:00
■ 休診日／木曜、祝日　■ TEL／022-347-4618

コミュニケーションを大切に
患者さんが納得できる治療を提供。

毎月、矯正無料相談会を開催していま
す。歯に関して何かお困りのことがあ
りましたらご来院ください。保険診療
の範囲内で最善の治療を行います。
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院長　末永 竜右さん

お子様連れでも
安心の
キッズスペース

ベビーベッドも！

患者さんの病状を的確に把握すると同時に不安も取り去るために、会
話がしやすい雰囲気づくりを重視。院内には様々な動物のぬいぐるみ
が置かれ、リラックス感に包まれています。開院から3ヶ月後には、最
新の医療設備を整えて白内障の日帰り手術が可能に。入院の面倒がな
い先端医療は多くの患者さんに喜ばれています。また、併設された「ブ
ランチ仙台コンタクト」には豊富な種類のコンタクトレンズが揃えら
れ、患者さん一人一人の要望にお応えしています。

仙台長命ヶ丘クリニック
■ 診療科目／眼科
■ 診療時間／平日 9:00～12:30 14:00～18:30　火曜 9:00～12:00　土曜 9:00～14:30
■ 休診日／木曜、火曜午後、土曜午後、日曜・祝日　■ TEL／022-725-4801

リラックスした雰囲気の中で
不安や心配のない先端医療を。

お買い物のついでに来院される方も
多くいらっしゃいます。診察はまず患
者さんの話をしっかりと聞くことか
ら。充実した設備で先端医療を提供し
ます。

院長　佐々木 慎司さん

かわいいぬいぐるみたちも
お待ちしております。

局内が見渡せる全面ガラス張りの店舗は、患者さんが入りやすい
ように考えられた空間づくりの一つ。“待ち時間は短く、薬の説明
はていねいに”を心がけた対応で、BRANCH仙台内のクリニック
のほか、大学病院や近隣の医療機関の処方箋を取り扱っていま
す。最近の健康志向ブームを受けて、局内には健康食品も充実。ア
ンチエイジングにおすすめの黒酢や血液をサラサラにする食用
のオイルなど、調剤薬局でしか購入できない商品も数多く取り揃
えられています。

マリーン調剤薬局
■ 診療時間／月曜～土曜 9:00～18:00　
■ 定休日／日曜・祝日
■ TEL／022-378-0330

健康をあらゆる面から応援
地域に愛される薬局を目指して。

「患者様にやさしい薬局」をスローガン
に、地域に根ざしたサービスの提供を
目指しています。健康相談なども承り
ますので、お気軽にお立ち寄りくださ
い。

泉川 裕太さん

調剤薬局限定商品もございます。

保険の新規加入のお手伝いはもちろん、現在加入中の保障の見
直しを検討している方へアドバイスなども行っています。生命保
険も、損害保険も、一つの窓口で相談でき、取扱っている保険商品
は30社以上。じっくりと比較しながら、自分に合った保険を見つ
けることが可能です。また、独自に開発したライフデザインシス
テムを使って、将来の暮らしの変化をシミュレーション。資産形
成と今後の人生設計を見据えた保険選びを細やかにサポートし
てくれます。

ほけんの窓口
■ 営業時間／平日 10:00～19:00 土曜・日曜・祝日 10:00～18:00
■ 定休日／毎月第一水曜　■ TEL／022-377-2550
■ 募集代理店／株式会社ライフプラザSUN （HM19-220630-825）

ご相談をじっくり伺いながら
一人ひとりのニーズに合った保険をご提案

当時は納得して加入した保障も、時代
の流れの中で見直す時期がきている
かもしれません。不安を感じたら確認
するだけでもOKです。お気軽にご来
店ください。

店長　飛澤 崇さん

皆さまの人生設計をお手伝いします！

レントゲンでは判断できない痛みなどの原因を超音波診断（エ
コー）で迅速に診断。慢性的な肩こりといったつらい症状にも大き
な効果が期待できる先進の治療法ハイドロリリースを行っていま
す。また、リハビリテーションでは根本的な身体機能の改善を図る
運動療法を実践。院長は、東北楽天イーグルスのチームドクターで
スポーツ障害の専門医｡これまで培ってきた経験、知識、技術を活か
して､すべての患者さんに感動を与えられる治療を目指していま
す。

仙台たなか整形外科スポーツクリニック
■ 診療科目／整形外科･リハビリテーション科･麻酔科
■ 診療時間／平日 9:00～12:30 14:30～18:00　 
■ 休診日／水曜、木曜午後　日曜・祝日　■ TEL ／022-341-8605 

専門的な先進の治療法で
つらい症状を大きく改善。

来院した方に笑顔と元気を与え「来て
よかった」と思っていただけるクリ
ニックになれるよう、スタッフ全員が
心温まる対応を心がけ、先進医療を提
供します。

院長　田中 稔さん

充実の設備！

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

インフォメーション


