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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

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。

●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

ブランチ仙台を
ご利用いただくお客様へ

Pick Up!

他のお客様やスタッフと2m程の間隔を
保つよう、ソーシャルディスタンスにご
協力ください。また、ご来館の際は最少
人数でのお買い周りやお会計にご協力
をお願い致します。

混雑が見込まれる時間帯をできるだけ
避けた、分散来館へのご協力をお願い致
します。

1/2（土）

H寒い季節は自然と肩に力
が入り、体が丸くなりがち
です。頭痛、肩こりの予防に
もなるので、ぜひストレッ
チしてみてください！

普段体を丸めがち、猫背の方必見！

桜ヶ丘バランス整骨院

■営業時間／10:00-21:00  ■TEL／022-303-7202
12/30（水）は21:00まで営業・12/31（木）-1/3（日）休業
1/4（月）より通常営業（新春おみくじをご用意しています）

EAST 2F

〈 肩甲挙筋（けんこうきょきん）のストレッチ 〉

背筋をしっかり伸ばします。

片方の手を後頭部に置き、頭を抱え込
むように斜め前の方向にゆっくりス
トレッチ。

ダメな例
首を真横に倒してしまうと別の筋肉が
伸びてしまうのでNG！

1

2

「首から肩にかけての筋肉」を伸ばす
感覚を意識してください。

反対側も同様に行ってください。
１回10秒×左右３セットずつを朝と夜に！
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★ 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）

平日、休日ともに
9：00‐10：00 14：00‐16：00 19：00‐22：00

鍼灸師・増田さんの

アドバイス

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

先着150組様に
「白石温麺」
プレゼント！

ダイシャリン
５万円分(税込)目録 … 1本

… 5本

=

しゃぶしゃぶ但馬屋
5,000円分お食事券

その他景品多数！合計450本！
                        空くじなし！！

=2等

1等

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）

撮影：LifeStudio
撮影協力：SOBA CAFE 孫三
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1/2(SAT) START!!

初売

今、大人気！スマートサイズの電動アシスト自転車「ヤマハ PAS 
CITY-C」。通勤・通学に最適な大容量バッテリー（12.3Ah）を
搭載。男女問わないデザインで置き場所にも困りません。ライフ
スタイルに合った一台をおトクな初売で見つけましょう！

全国の美味しいものが迷うほど豊富に並ぶ店内。年末年始用
のご挨拶用ギフトや菓子類はもちろん、何かと忙しいこの時期
に重宝する「冷凍グルメ」がおすすめ！人気のオリジナルピザは
トースターで焼くだけで本格的な味わいです。初売は自慢の商
品がたっぷり入った「福袋」がお買い得です！

「フレーム自体」が軽いメガネは多いですが、レンズも含めた
「重量バランス」を考えたメガネはないのでは？─という新発想
から誕生した「nosefree」。耳の後ろにあえておもりを付ける
事で重量を感じやすい鼻の負担を減らします。ぜひ店頭でご
体感ください！

ヤマハ PAS CITY-C 20型（スノーホワイト/マットオリーブ/パウダーブルー）台数限定 ¥89,980（税別）

インパクトワンオリジナル「本格窯焼きピザ」（マルゲリータ/クワトロフォルマッジ/
完熟トマトとシーフード/ジェノベーゼ/バンビーノ/グリル野菜とベーコン）２枚で¥1,000（税別）

男女を問わないスタイリッシュなデザイン「nosefree」NOF-202 BK ¥23,100（税別）／
NOF-104 BE ¥19,800（税別）

ダイシャリン
■ TEL／022-378-2965    ■ 12/29（火）-1/1（金）休業

WEST 1F

インパクトワンプラス
■ TEL／022-341-1950
■ 12/31（木）は18:00まで営業・1/1（金）休業

WEST 1F

眼鏡市場
■ TEL／022-377-1018    ■ 12/31（木）は18:00まで営業・1/1（金）休業

WEST 1F

店頭の自転車が表示価格より10％OFF!
（一部対象外の商品もあり）

■ TEL／022-342-1129  ■ 12/31（木）は21:30（L.O 20:00）まで営業・1/1（金）休業

WEST 2F

■ TEL／022-342-0611  ■ 12/31（木）は18:00まで営業・1/1（金）休業

WEST 1F

■ TEL／022-342-0688  ■ 12/31（木）は18:00（L.O 17:30）まで営業・1/1（金）休業 

WEST 1FWEST 1F

10:00-19:00

ご購入の方には、新春恒例！空クジなしの
「福引抽選会」のチャンス！1等は5万円の商品券！
※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！おトクな「得価車」もご用意しています！

EAST

WEST

みやぎ
生協

ニトリ

デコホーム

ツルハ
ドラッグ

ダイソー 2・3・4・RF

��r Mapフロア
マップ

A

A

D E F G

B

C

A

ダイシャリン

D ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 仙台長命ケ丘店

D

E

H

B

B

インパクトワンプラス C 眼鏡市場

E しゃぶしゃぶ但馬屋

G シローの店 H 桜ヶ丘バランス整骨院F EXCELSIOR CAFFÉ

C

F

G

初売情報 初売情報 初売情報

当店の人気商品を詰め合わせた「福袋」
限定50袋 ￥2,000（税別）

時間

■ TEL／022-341-8910  ■ 12/31（木）-1/4（月）休業

対象商品購入でおトクな

1/5（火）より通常営業
10:00-19:00時間

1/2（土）より通常営業
11:00-23:00（L.O 22:00）時間

初売情報 1/2（土） 10:00-19:00（L.O 18:30）
1/3（日）より通常営業 10:00-20:30（L.O 20:00）

時間

時間

1/2（土） 10:00-19:00
1/3（日）より通常営業 10:00-21:00

時間

時間

「ノースオブジェクト プチ」福袋
¥3,000（税別）
Mサイズ・Lサイズ 各5袋

「ノーザントラック」福袋
¥3,000（税別）
Mサイズ・Lサイズ 各5袋

福袋「2021 HappyBag」12/24（木）より限定販売！
昨年好評だったkippisのトートバッグが今年も登場！黒を
ベースに「しろくま柄」が大人かわいいデザイン♪すべてに
ドリンクチケットが入ったおトクなセットは早い者勝ちです！

1/2（土）-3（日） 2日間開催！

10:00-18:00時間1/2（土）-3（日） 2日間開催！

買ったその場ですぐに使える「３割増商品券」販売！
10:00-19:00時間1/2（土）-7（木） 6日間開催！

・販売期間／12/18（金）-1/7（木）なくなり次第終了となります。
・店内販売品（メガネ、補聴器、備品）すべてに使用できます！

お買い上げ金額¥2,000(税別)以上でエコバッグプレゼント
※数量限定

※販売は現金のみでの対応となります。

ノースオブジェクト プチ
福袋
ノースオブジェクト プチ
福袋 ノーザントラック 福袋

仙台牛プレミアムコース
（通常）大人¥5,980→（初売価格）大人¥4,980/
小学生¥3,980/幼児¥980
※上記料金はすべて税別です

・ ¥4,500（バッグ/マスクケース/コーヒー豆２種/ドリンクチケット５枚）
・ ¥900（ドリップコーヒ３P/ドリンクチケット３枚）

・感染予防対策を徹底しております。
 年末年始もぜひご来店ください。

詳しくはスタッフまでおたずねください。

15%-5%引き！

※ご来館の際は本誌裏面に記載の「ご来館のお客様へのお願い」をご確認の上、
感染症対策へのご協力をお願い致します。
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