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つどう、つながる、ひろがる

★全ての材料が植物性です。

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

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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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！

当施設は新型コロナウィルス感染拡大の状況を注視しながら、お客様
にとって生活に必要な商品サービスの提供を行なっております。以下
の各種対策を実施、お客様及び従業員の健康と安全に努めております。

お客様におかれましては、他のお客様やスタッフと2m程の
間隔を保つよう、ご協力くださいませ。また混雑が見込まれ
る下記の時間はできるだけ避け、分散来館へのご協力もお
願いいたします。

●消毒剤の提供　●従業員のマスク着用·手洗い
●共用スペースの一部利用停止　●定期的な換気清掃 平日、休日ともに9:00-10:00、14:00-16:00、19:00-22:00

★比較的混雑が緩和される時間帯
（あくまでも目安となります）

イルミネーションタウン ワークショップ

イルミネーションタウン ライトアップ

紙でデコる！？「雑がみクリスマスオーナメントづくり」

クリスマスマーケット

12/12(土) 11:00-14:00 まちスポ場所

マルシェには13店舗が参加！パンやケーキ、雑貨などが揃います。
他にもコンサートやワークショップなど、楽しいイベントもりだくさん！
毎月恒例のレシート抽選会も同時開催予定です。

牛乳パックに穴を開け、色をぬったり、シールを貼ったりして
小さな家型のイルミネーションをつくります。

ワークショップで作った作品を
中央広場に並べて、光をともします。

12月のブランチで
クリスマス気分を盛り上げよう！ブランチのクリスマス

まちスポ
各回

10名限定

マリンバ×絵本クリスマスコンサートマリンバ×絵本クリスマスコンサート
マリンバ丹野富美子×プロナレーター大坂裕子マリンバ丹野富美子×プロナレーター大坂裕子

マリンバ丹野富美子×ピアノ吉田彩マリンバ丹野富美子×ピアノ吉田彩
マリンピアコンサートマリンピアコンサート

中央広場

まちスポ

山ベーグル山ベーグル sevencolorbridge(キッチンカー)
チョコケバブ販売
sevencolorbridge(キッチンカー)
チョコケバブ販売

aroma craft 春彩
アロマクラフトワークショップ
aroma craft 春彩
アロマクラフトワークショップ ほか計13店！！ほか計13店！！

場所

場所

マルシェ 10:00-15:00

コンサート ※混雑を避けるため入場を制限する可能性があります。

場所 ワークショップ ※参加費は全て税込です。

スノードームづくりスノードームづくり
10:00-11:00
参加費：1,000円
10:00-11:00
参加費：1,000円

14:00-15:00  参加費：1,000円14:00-15:00  参加費：1,000円

12:00-13:00
参加費：1,000円
12:00-13:00
参加費：1,000円

クリスマスリースづくりクリスマスリースづくり

クリスマスキャンドルづくりクリスマスキャンドルづくり

クリスマス衣装、小物を身に付けて来てくれた方にささやかなプレゼント！

10:00-15:00  参加費：500円10:00-15:00  参加費：500円

10:30-11:30  参加費：1,500円10:30-11:30  参加費：1,500円

くるくるレインボーくるくるレインボー

キッズクッキングクリスマスケーキデコレーションキッズクッキングクリスマスケーキデコレーション

4歳～小学6年生まで ※小学2年生以下のお子様は保護者の方の付き添いをお願い致します。

事前予約制

予約不要

丘の商店

各回おやこ
10組限定

事前予約制

※イベント内容・日時は変更・中止となる可能性があります。くわしくはブランチ仙台HPをCheck！

12/20(日)クリスマスマーケットで実施の
ワークショップ参加申し込み、お問い合わせはこちら！
※お申し込みの方へ  上記アドレスよりご連絡いたします。メールの受信設定をお願いいたします。

enjiapron@gmail.com

12/19(土)、20(日) 16:30-

16(水)

12/2(水)-18(金)

中央広場

14:00-17:0012/9(水)
19(土)

11:00-14:00
11:00-16:00

まちスポにて随時参加可能

※材料がなくなり次第、終了する場合がございます。 
※お預かりしたイルミネーションは、お返しできません。

場所

まちスポ場所

仙台フィルハーモニー管弦楽団 ×
フラワーアレンジメントミニコンサート

12/12(土) 16:30-(予定) まちスポ場所

大道芸もんたくんパフォーマンス

12/13(日) 11:00-(予定) 中央広場場所

米粉マフィンでクリスマスツリーを作ろう！ワークショップ

12/14(月) 10:00-11:30
まちスポ場所

1,500円（税込）参加費
Instagramアカウント @herbworks38
DMにてご連絡ください。申し込み

6名定員

撮影協力：ひつじや、ヤマト屋書店
撮影：LifeStudio

家族と楽しむ

    ウィンタータイム！



Life December 2020Life December 2020

今年もデコホームの豊富なクリスマスアイテムが揃いました。
主役はもちろんオーナメントいっぱいのお手頃セットツリー！デコ
レーションを選ぶだけで自分なりの「おうちクリスマス」が手軽に
実現できます！また、ぽかぽか暖かいＮウォーム寝具や、アロマ
対応の超音波加湿器など《あると助かる冬アイテム》がいっぱい
です。ぜひお店で実際にお確かめください！

創作メニューの美味しさで話題の「SOBA CAFE 孫三」はオープン1周年！国産蕎
麦粉の焼き立てガレットは見た目も華やかでランチプレートは女性に人気です。
新発売の「めんつゆ」は、長野の醤油屋で天然醸造された本醸造醤油、本枯節、
乾椎茸、利尻産昆布を、とことんこだわって調合した完全オリジナル商品。青のスト
レート缶はざる蕎麦に、２倍希釈の「金のめんつゆ」は麺類はもちろん、煮物などに
もおすすめ。孫三の味がご家庭でも楽しめます。お店で１本から買えるので、寒い日
はあつあつのお蕎麦で温まっていって下さい！

例年のように大人数での忘年会やパーティーはなかなかできませんが、「しゃ
ぶしゃぶ但馬屋」では席の仕切りもしっかりしていて、小さいお子様がくつろげ
る個室もあり、もちろんベビーカーもOK！12月はちょっと贅沢な《仙台づくし》
の特別コースをご家族や親しい方と楽しんでは？まろやかな風味と口の中でと
ろける絶品の肉質の「仙台牛」、そしてしゃぶしゃぶにしても固くならない上質
の「極（きわみ）牛タン」をたっぷり堪能できる期間限定コースが登場です。
季節の新鮮野菜、ごはん、カレー、うどん、スープも食べ放題！おトクなこの機会
にぜひご来店下さい！

本屋併設でお買い物の合間や学校帰りに気軽に立ち寄れる「エク
セルシオールカフェ」。この冬限定のアイテムも続々登場しています。
パスタメニューではあさりとトマトのアーリオ・オーリオ（¥774）、贅沢
パスタの蟹トマトクリーム（¥977）が新登場！味わいもボリュームも本
格イタリアンの満足感です。また、毎年好評のドトールの「クリスマス
ケーキ」の予約が始まっています。例年「ミルクレープ」１種類でした
が、今年は見た目もゴージャスな「和栗のモンブラン」が登場！
12/15(火)まで店頭で予約できます。風が冷たい日にはあまいス
イーツとドリンクで癒されて下さい。

「不思議の国のアリス」の世界観をモチーフにし
た、かわいくてちょっぴり不思議な「お菓子」と「アク
セ」と「雑貨」の期間限定ショップです。クリスマス
プレゼントにぴったりのアイテムがいっぱい！自分
へのごほうびにもどうぞ！

クリスマスの準備を始めていきませんか？LED
ライト、オーナメント、など必要なものは全て揃っ
ているので、これひとつでツリーが完成します。
どこでも置ける電池式。

お肌の乾燥やドライアイ、風邪対策に
加湿器がおすすめ。超音波式で熱く
ならないのも嬉しいポイント。

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

WEST 1F

SOBA CAFE 孫三
■ 営業時間／11:00-20:30（L.O/20:00）
※水曜日のみ15:30閉店（L.O/15:00）
■ TEL／022-341-1030

WEST 1F

しゃぶしゃぶ但馬屋
■ 営業時間／11:00-23:00 （L.O/22:00）
■ TEL／022-342-1129

WEST 2F

EXCELSIOR CAFFÉ
■ 営業時間／10:00-20:30 （L.O/20:00）
■ TEL／022-342-0688
※営業時間は変更になる可能性があります。
※記載価格は全て税込

WEST 1F

デコレーションセットツリー LED
90cm ¥1,809、120cm ¥2,719、150cm ¥3,628(各税別)
※写真は120cm  ※お品切れの際はご容赦ください。

濃厚クリームと香ばしいガレットの風味が絶妙！
チキンクリームガレット
単品 ¥1,000／ランチプレート（ドリンク・デザート付）¥1,350(各税別)

お歳暮にもおすすめ！

孫三特製・無添加極上そばつゆ（ストレート）／
極上金のめんつゆ（2倍希釈）
各1本 ¥380(税別)
ギフトセット 6本 ¥2,600 / 10本 ¥4,182(各税別)

地元名産仙台牛（お一人様100g）
が付いた期間限定の特別コース！

ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用。アーモ
ンドやくるみ入りのずっしりブラウニーの上に、なめらか
なショコラムースを重ねました。ロイヤルミルクティーと
相性ぴったり！

ショコラキャラメル ¥489 / Takeout ¥480より
※ドリンク+ケーキのセットで¥50引きに

超音波加湿器 ¥2,691(税別)
※お品切れの際はご容赦ください。

ニトリの吸湿発熱「Ｎ
ウォーム」。発熱機能を
備え、寒い季節もあった
か。敷きパッドと毛布を
一緒に使えばさらにぽ
かぽか。

敷きパッド ¥1,809、ピローパッド ¥545、毛布 ¥1,809(各税別)
※デコホーム店舗のみの取り扱いです。
※お品切れの際はご容赦ください。

植物性由来の成分配合で手肌をしっとり
保湿します。香りも選べる3種類から。

物語のキーアイテム「私を飲んで
-Drink me-」のミニサイダーはも
らってうれしいアイテム！

フレグランスハンドクリーム
レモンヴァーベナ／ムスクシャワー／
フルーティーフローラル 各50g ¥454(税別)
※デコホーム店舗のみの取り扱いです。
※お品切れの際はご容赦ください。

Drink meミニサイダー 1本 ¥300(税別)

宇宙飛行士やプロラグビー選手など、10名の著名人が『ドラえもん』から
お気に入りの作品を選び、作品（まんが）を振り返りつつ、夢を叶える秘
訣を語っています。児童書ですが、大人が読むからこそハッとする瞬間
が！１つ１つの話が短く、読書が苦手な方も気軽に読めます（犬井）。

まんが／藤子・
Ｆ・不二雄
小学館

¥1,400(税別)

■ 申込窓口／まちづくりスポット仙台  ■ TEL／022-343-5404
■ E-mail／info＠machispo-sendai.com

人生を変える
『ドラえもん』セレクション

ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOK STORE
仙台長命ヶ丘店 イベントスペース

■ 営業時間／10:00-21:00  ■ TEL／022-342-0611

WEST 1F

2021
1/17（日）までの
期間限定出店

トランプ アリスBK ¥1,000(税別) アクセサリー各種
¥600-¥800(税別)

お好きな野菜などを取り分ける
ビュッフェコーナーは使い捨て手
袋、トングの消毒など徹底した
衛生管理を行っています！

《定量仙台牛付》牛たんコース(100分/ディ
ナータイムのみ) 大人／¥3,980、小学生／
¥2,980、4～6歳／¥600(各税別)＋¥380
(税別)でソフトドリンクバー+デザートバー食べ
放題！ ●期間／12/1（火）-12/31（木）

ブランチアプリ利用で
お得なクーポンあります

（ソフトドリンク無料 or 10％OFF）

家族と楽しむハッピーがいっぱい！
BRANCH仙台の輝くウィンタータイム。

11/29（日）10：00-12：30に「一般社団法人 花降る街、

仙台」の山田さんをゲストにトークイベントを予定。山田さん

は仙台でお花のワークショップ開催やSENDAI光のページェ

ントの装飾を手がける“花のスペシャリスト”！この機会に是

非ご参加ください。

花いっぱいの街をみんなで考えてみませんか？

抹茶の苦みと豆乳のまろやかさが
マッチした人気商品！
豆乳宇治抹茶ラテ S ¥448より/
Takeout ¥440より
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