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つどう、つながる、ひろがる

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 〉

駐車場のご案内

駐車料金 ��� 分無料【さらに施設利用で追加���分無料】

直結WEST 立体駐車場 ���台
EAST 平面駐車場 ���台  （��:��～�:��入庫不可）

雨の日も安心

S N S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！

宮城県泉館山高

長命ケ丘東

至泉パークタウン

至八乙女

至桜ヶ丘
至中山

仙台北環状線

日蓮正宗 妙遍寺

桜ケ丘公園
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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。

3/8

待ちに待った春です。
ちょっと寄り道しませんか？

photo by LifeStudio

※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
�,���円（税込）分につきガラポン�回！

（お一人様最大��,���円（税込）分計�回まで）

本紙に付属のクーポン持参でもう�回！
レシート��,���円（税込）分とクーポン持参で

お一人様 最大�回のガラポンチャンス！11: 00 -17: 00
�/�（日）

1 3:00-14:00
14:00-15:00

� /�� （火）
創作木工☆ランプシェード

■ 対象：幼児～小学生対象（未就園児は保護者と参加OK）
■ 定員：各��名（定員になり次第終了）　■ 参加費：無料　

15:30-17:30 随時受付
(17:00 受付終了)

� /�� （火）

石けんにデコパージュ

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

スクリーンから未来を変える
－映画のチカラを震災復興のチカラに－

上映作品

「�円キッチン」

地域の明日を考える…
映画鑑賞×「おもい」をシェア

� /�� （火）1 0:00-11:00
11:00-12:00

森のミニ黒板

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

※ 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。
※ 詳しくはブランチ仙台HPをご覧ください。

※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！

10:00-12:30

13:30-16:30

@WEST 中央広場

※各回無くなり次第終了仙台市内外のパン屋さんが集まるマーケットを開催 ! !

午前の部

午後の部

まちスポ
UVレジンで作るアクセサリー

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

� /� （火）

仕上がりはブローチ、ヘアゴム 、キーホルダーから選べます。
13:00-14:00
14:00-15:00

� /�� （火）1 3:00-14:00
14:30-15:30

油絵体験

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

フードロス
の問題を

考えよう!!

場所：WEST1階まちスポ仙台
時間：受付開始13：00～
　　 上映・シネマダイアログ13：30～16：30
参加費：500円（定員50名） ※未就学児無料
参加費は全額あしなが育英会
に寄付します。

場所：WEST中央広場
時間：11:00～16:00

【参加者募集(事前予約制)】

URL：https://www.daiwalease.co.jp/
         support/event/action9.html?sendai

【問合せ・申込み】

【同時開催】

TEL：022-341-8137（ブランチ
仙台管理事務所9：00～18：00）

ブランチで楽しく
防災スタンプラリー

詳細はブランチ仙台公式HPをチェック!!
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サキちゃん

アリスちゃんアリスちゃん

サキちゃん

New Life新生活 を応援の

北海道物産展

BR AN CH キッズ

北海道ならではの「海の幸・山の幸」
を多数揃えて販売いたします。
人気のいかめし、ジャガバターな
どをはじめ北海道各地のご当地
ラーメンも多数ご用意いたします。
また、とうきびチョコやチーズケーキ
などの人気菓子、その他おつまみ
に最適な乾燥海鮮珍味など北海道
のおいしさが盛りだくさん。この機会
にぜひご来店ください。

【会場】ヤマト屋書店仙台長命ヶ丘店
【住所】仙台市泉区長命ヶ丘2-21-1 ブランチ仙台WEST1階
【時間】10：00～22：00
【問】ヤマト屋書店仙台長命ヶ丘店
【TEL】022-342-0611

自分によく合った新しい眼鏡で春スタート！ 行動範囲が拡がる春からの自転車ライフ！

超薄型レンズでも一式価格が人気の眼鏡市場。最短25分～のお渡しなので
お買い物の合間に作れる手軽さも。似合う眼鏡がわかる顔タイプ診断やスマホ
快適レンズなど幅広いニーズに合わせてコーディネイトしてくれます。これ
からの季節は水洗いもできる「花粉プロテクト」や度付きサングラスがおす
すめ！また、補聴器も扱っているので『聴こえ』の確認もすぐできます。

秋冬シーズンはクロスバイク、特にマウンテンバイクが好調で自転車好き
にも信頼が厚いBRANCH仙台店。また、子供の送り迎え用はもちろん、クルマ
の免許を返納された方の交通手段や高校生の通学用には「電動アシスト自
転車」が大変人気です。実用性はもちろんスタイリッシュなモデルが出揃
う春シーズンのダイシャリンでお気に入りの一台を！

■営業時間 / 10：00～19：00
■定休日 / なし
■TEL / 022-378-2965

■営業時間 / 10：00～19：00
■定休日 / なし
■TEL / 022-377-1018

ダイシャリン眼鏡市場WEST 1F WEST 1F

SPLENDIDE BASKET CROSS
本体価格 ￥22,980（税別）
SPLENDIDE BASKET CROSS
本体価格 ￥22,980（税別）

この春の新モデルは一発二錠
で盗難対策もバッチリ！
EAST BOY DX シティ
本体価格 ￥32,980（税別）

紫外線カット率99％、
レンズもカラーも豊富です！
度付きサングラスセット
￥11,000（税込）～

スタッフ 渡辺さん
（左から）

坂井さん 太田さん 橋爪さん

花粉プロテクト ￥3,850（税込）～
※お子様用もあります。人気商品につきお早めに！

自転車のプロに何でもおまかせください！

どんなことでも
お気軽に声を掛けて
ご相談ください！

プラス￥3,300（税込）で
度付きレンズにもできる
花粉対策眼鏡！

おしゃれな
バスケット付き6段変速

クロスバイク！

春

全国のネコ愛好家が『おしり』からの
アングルで撮った愛情あふれる写真集。
日々忙しい方も、かわいい仕草や自然体
の姿にほっこりして下さい（阿部）。

ネコケツ*
にゃんこ編集部（編集）
マイウェイ出版
￥1,100（税別）

いかめしも！

グランプリ・審査員特別賞受賞者をご紹介
10名のブランチキッズ2020が決定しました！

昨年の12/15（日）にブランチキッズコンテストの最終選考
が行われ、多数の応募から最終選考に残った10名がファッ
ションや特技を披露しました。結果、最終選考に参加した
10名全員が2020年のブランチキッズに選ばれました。
元気いっぱいのブランチキッズたちが、キッズモデルとし
てブランチ仙台の心地よさや楽しさを発信していきます。
ぜひ、10名のブランチキッズにご注目ください！

過去４回開催したまちづくり作戦会議の総括を兼ねながら、地域交流会を
開催いたします。まちづくりに興味のある方、近隣のNPOの方など、どなた
でも気軽に参加できます。ブランチ周辺の今後のまちづくりについて意見
交換しましょう！

1/18(土)にLife Studio様と一緒に新年モ
チつき大会を開催いたしました！約120
名と大変たくさんの親子でにぎわい、子供
達も楽しそうにお餅をついていました。
過去最高の参加者を記録したモチつき大会。
地域交流の必要を改めて実感しました。

ブランチキッズコンテスト
でグランプリをいただき
本当に嬉しかったです。

1年間よろしくお願いします。

「つどう、つながる、ひろがる」
ブランチ仙台。沢山の出会いや
ワクワクをお届けできるよう
に最年少ブランチキッズ
として頑張ります！

【イベント情報】

郊外を強くするまちづくり作戦会議  Vol .5 ～まとめ～

（土）
1部…１3：00 START
2部…15：30 START

場所3/21
【活動レポート】

3/14 (土) 13 :30-16:303/4 (水) - 29 (日)

WEST 1F
まちスポ前

主催：(公財)かけはし芸術文化振興財団
共催：(特非)まちづくりスポット仙台
協賛：大和リース(株)

協力：ソフトバンク(株)
　　  ローランド(株)


