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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

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！

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
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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。

11:00-17:00
4/12（日）

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

＝2等

＝3等

＝・ダイシャリン 30,000円（税込）分目録 … 1本・ Life Studio 28,000円（税抜）撮影、
  75カットデータお渡し …1本
・しゃぶしゃぶ但馬屋 10,000円（税込）分お食事券 … 3本

・みやぎ生協 5,000円（税込）分お買い物券 … 5本
ブランチアプリ登録でさらにもう1回！お一人様最大6回のガラポンチャンス！
※今回はブランチライフクーポンはございません。

1等

新
し
い

出
会いを予感して

なんだかわくわくする季節です。

2/24(月)に、長命ヶ丘小学校の子ども達が中心に

なって立ち上げた「地域ピカピカ隊」と一緒に、ブラ

ンチ仙台近くの長命ヶ丘2丁目南公園の自主清掃を

実施しました！活動のあとはみんなでご飯を炊き、

おにぎりを食べながら、今後の夢をふくらませる

作戦会議。今後も子ども達が主役の活動を、影ながら

サポートしていきます。
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FUN  DayFUN  Day環境が変わったりする春のス
タートにぜひ活用してほしい
のがニトリの『デコホーム』。
寝具からインテリアまでまと
めてコーディネートできてプ
ライスもお手頃！フレグラン
スやコスメ系小物のセレクト
も女性に人気で、毎日立ち寄っ
ても飽きないおしゃれな雰囲
気が魅力です。

文房具のプロが選ぶ「文房具屋さん大賞
2020」が発表となり、今年は三菱鉛筆の
『EMOTT（エモット）』が大賞に選ばれま
した。洗練さと実用性を兼ねたスマート
なデザインで、細い線のまま書き続けら
れる「ペン先強化型サインペン」です。
色文字が書きやすく手帳やノートで大活
躍！新学期は文具も一新しませんか？

新しい髪型やカラーを変えるのも気持ちが上がるものです
が、花粉症時期におすすめなのがリンパマッサージ。4～5
月限定でプチリンパマッサージが￥1,200（税抜）で体験で
きます。自爪に優しいこだわりのネイルメニューもあるの
で、お買い物の合間に「癒されタイム」を過ごしてみては？

年度替わりで新生活が始まっ
たり環境が変わったり、肌トラ
ブ ル も 増 え や す い 季 節 。
Lareineでは『４ビューティー』
といって基礎、オシャレ、健康、
心の４つの美容テーマでひと
りひとりをサポートします。
4/30までビジターコースが
￥9,800（税抜）で体験ＯＫ！
（要電話予約）他のエステサロ
ンにはない内面のケアにも力
を入れているので、心身ともに
リフレッシュしましょう！

掛・敷ふとん・枕にそれぞれのカバー付。
デコホーム店舗だけの取り扱いです。

髪質改善におすすめ！身体も洗える
こだわりの美容室専売品で６種類の
香りから選べます。

さまざまな肌タイプに合わせてお選びいただける
美容液。敏感肌用（ＡＰ）は乾燥などの外的刺激か
ら優しくいたわります。

シンプルなデザインと優しい香りで注
目のフレグランスブランド《Joh n ' s  
Blend》。ディフューザーやミストなど充
実したアイテム揃いです。

ヘアサロンから生まれた
体にやさしい除菌・消臭
剤。お部屋や衣服など様々
なシーンで使えます。

［1回目］17：00～受付　17：30～18：10
［2回目］18：10～受付　18：30～19：10
●会場：Lareine（ラレーヌ）仙台泉
●参加人数／各回10名　●参加費／1,000円（税込）
●持ち物／使いたいバレッタやヘアピン、いつもお使いの
ヘアアイロンなど。希望の髪型の雑誌の切り抜きなど。
●問合せ・お申込み／Lareine（ラレーヌ）022-341-6515

■EMOTT／5色セット
（全8種）…￥1,000（税抜）

■肌別対応美容液 ＡＰエッセンス / 
マイルドミルクジェル

※お品切れの際はご容赦ください。

WEST 1F 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）

WEST 1F シローの店 長命ヶ丘店

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
TEL / 022-341-8910

WEST 1F Lareine（ラレーヌ）仙台泉

営業時間 / 10：00～21：00（最終受付19：00）
定休日 / 木曜日
TEL / 022-341-6515

WEST 1F ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOK STORE
仙台長命ヶ丘店

営業時間 / 10：00～22：00　定休日なし
TEL / 022-342-0611

自分好みの世界観やテーマで
選べる5色の色調！

ブランチオーガニックマーケット

BRANCH仙台

おやこフェス

ブランチ川開き

じゃぶじゃぶ遊び

イースターパーティー

レシート抽選会
1周年記念はうれしいがたくさん♪

農家さん直送の新鮮な野菜が買えます♪
エコバックを持ってきてね！

はじめての方でも楽しくできるプラモデル
組立体験会！おやこ参加大歓迎！！

新聞ビリビリ、ロディヨガ、現役保育士によるライブ、
バレトン、歌サークル披露。その他ハイハイレース、
ワークショップも！

川開きだ。さぁみんなで川遊びをしよう！

本格的な流し漉きで作られた和紙で、
型染め（ステンシル）のブックカバーをつくろう！

※雨天時はワークショップのみの開催となります。
※大人の方の同伴が必要です。

【エッグハント】カラフルな卵の中には、お菓子や当たり
くじも！？

【ピニャータ割り】お菓子がはいったピニャータを割ろう！

2,000円（税込）分1口で抽選会に参加できます！
当日BRANCH仙台内で発行のレシートは合算可能です。
詳しくは裏面をご確認ください。

※各回15分前より受付　※定員15名程度

※小雨決行

※景品がなくなり次第終了

※所要時間40分程度
事前予約又は当日受付（先着順）にて参加できます。
事前予約はこちらから  https://cotohajime.jp

●時間：11：00-16：00  ●会場：WEST中央広場

●時間： ①10：30-  ②12：30-  ③14：30- 
●会場：まちづくりスポット仙台  ●参加費：500円（税込）
●対象：小学生以上（未就学児は保護者同伴）

東北工芸ことはじめ 出前ワークショップ

「わしでつくる、かたをたのしむ」

●時間：①11：00-  ②12：00-  ③13：00-  ④14：00-  ⑤15:00-
●会場：まちづくりスポット仙台
●参加費：500円（税込）/人  ●定員：各回10名

【ハイハイレース】
●時間：14：00-15：00  ●会場：まちづくりスポット仙台
●対象：ハイハイできるお子さま～1歳3ヵ月児まで

【BRANCH仙台おやこフェス来場者プレゼント】
各日先着100名様に11：00よりまちづくりスポット仙台にてプレゼント

●時間：10：00- ワークショップ  11：00- ワークショップでつくった作品で川遊び
●受付：まちづくりスポット仙台前
●定員：30名程度

●時間： 12：30- （受付12：00-）   ●対象： ①小学生高学年
②小学生低～中学年  ③3歳以上から未就学児

●時間： ①10：30-   ②11：30-  ③14：00-   ④15：00-
●対象：3歳以上から未就学児

●時間：11：00-17：00  ●会場：WEST中央広場

●会場：WEST中央広場

■すぐに使える寝具６点セット（レ
プス／シングルサイズ）…￥5,446
（税抜）ブルーを基調にしたストライ
プ柄もあります。

■オーガニックノートシャンプー
（250ml）…￥2,400（税抜）より
トリートメント（180g）…￥2,800（税抜）

■AG+STYLE プレミアム
（250m l）…￥3 , 4 0 0→
今なら30％OFF!￥2,380
（税抜）アトマイザー付！

4/3（金）～5/13（水）

Spring is Coming!Spring is Coming! B R A N C H仙台で
自分らしい春を見つけよう！

★4/18（土）17：30～19：00
朝の忙しい５分、自分で
まとめられるようになる！

シローの店×Lareineコラボ企画

※各回10名程度  ※各回15分前より整理券配布
創通・サンライズC

※年齢毎のゾーンに分かれます。  ※各ゾーン定員10名程度

フライング タイガー コペンハーゲンはユー
モアや色彩に富んだスカンジナビアンアイテ
ムを通じて、驚きとエンターテイメントにあふ
れたショッピング・エクスペリエンスを提供す
るファンライフスタイル雑貨ストアです。春に
おすすめの雑貨も多数ご紹介致します。

アンブレラ
￥1,000(税抜)

ソープホルダー
￥300(税抜)

ペーパー電卓
￥300(税抜)

ジュエリースタンド
￥600(税抜)

フライング タイガー
コペンハーゲン
が期間限定出店！

親子 表現

学び
季節を
感じる

運動

4/11（土）

4/18（土）

4/25（土）、26（日）

4/29（水・祝）

4/12（日）

4/19（日）

5/3（日）

初心者向け 

ガンプラ組立体験会

★ご参加にはブランチアプリへの登録が必要です。

★来場者プレゼントの受け取り及びハイハイレースのご参加にはブランチ
アプリへの登録が必要です。

★ご参加にはブランチアプリへの登録が必要です。

※天候不良・災害等、お客様の安全に関わる事態が発生した場合は、主催者側の判断にてイベント時間・内容の変更及び中止とさせて頂く可能性があります。

●時間：11：00-16：00  ●会場：WEST中央広場 まちづくりスポット仙台


