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仙台トラストシティとウェスティンホテル仙台は 

「ピンクリボン」を応援します 

｢SENDAI TRUST CITY × Pink Ribbon Festival × WESTIN｣ 
 

 

森トラストグループが運営する「仙台トラストシティ」と「ウェスティンホテル仙台」は、社会貢献活動の一環

として、乳がん検診による早期発見や早期治療で死亡率を減らすことを目指す社会運動「ピンクリボン運

動」を支援し、2010 年月のピンクリボン月間中、下記の啓発活動に取り組みます。活動を通じて、「仙台トラ

ストシティ」へお越しのお客様に「ピンクリボン運動」の取り組みを伝えるとともに、乳がんの早期発見、早期

治療につながるよう、貢献していきます。 

 

「仙台トラストシティ」では、10 月 30 日に行われるピンクリボンスマイルウオークの中継地点として給水ポイ

ントを設置するほか、商業施設「トラストシティプラザ」でのピンクリボンデザイン大賞の全受賞作品の展示や、

仙台初開催となる著名人 16 人によるピンクリボン・ネイルアートコレクションの展示、「ウェスティンホテル仙

台」や「トラストシティプラザ」各店舗における特別メニューの提供、さらにピンクリボンデザイン大賞の作品閲

覧者を対象としたプレゼントや乳がん検診割引キャンペーンなど、多彩な企画を実施します。なお、本キャ

ンペーンによる売上の一部は、乳がん啓発団体に寄付させていただきます。 

 

＜昨年のピンクリボンスマイルウオークの様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台トラストシティ 
ウェスティンホテル仙台 

同時発表： 
国土交通記者会・国土交通省建設専門紙記

者会・宮城県政記者会・仙台市政記者会・

東北電力記者クラブ・東北専門記者会 
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■ピンクリボンスマイルウオーク（5ｋｍコース）における給水ポイント設置 

  日    時： 10月30日（土） 雨天決行 

  会    場： トラストシティプラザ前 外構広場 

  参加予定人数： 約1500人 

  主    催： 日本対がん協会、朝日新聞社、東日本放送、河北新報社 

ピンクリボンスマイルウオークとは 

「ピンクリボン運動」のメッセージを訴えながら都心部を歩く市民参加のウォーキング企画。東京・神戸・

仙台の三都市で行われ、山田邦子・荻原次晴・川井郁子・大野靖之ら著名人も参加予定。今年 5 年

目を迎える仙台大会では勾当台公園市民広場が発着点となる 2 コース（10ｋｍ/5ｋｍ）にて開催。 

 

■ピンクリボンデザイン大賞 全受賞作品の展示 

   期  間： 10月8日（金）～10月31日（日） 

  会  場： トラストシティプラザ 1階～3階 吹抜周辺 

  展示内容： ポスター部門24作品、東京都コピー部門5作品、 

ノベルティ部門5作品 

入 場 料： 無料 

主  催： ピンクリボンフェスティバル運営委員会 

ピンクリボンデザイン大賞とは 

「ピンクリボン運動」のメッセージを世の中に伝えることを目的としたデザインコンペ。第一線で活躍す

るコピーライターやクリエイティブディレクターが審査員を務め、2010 年度は応募総数 14,442 点にも

上る。ノベルティ部門の題材であるミニトートバッグは、10 月 30 日に開催されるピンクリボンスマイル

ウオークの記念品として参加者全員に配布予定。 

 

■ピンクリボン・ネイルアートコレクション ネイルチップ展示 

  期   間： 10月30日（土）、10月31日（日） 

  会   場： トラストシティプラザ 1階 吹抜スペース 

入 場 料： 無料 

作品出展者： 安藤美姫、板井麻衣子、井上和香、内田恭子、 

岡本真夜、柏木由紀子、亀恭子、木村多江、 

久保純子、SAKURA、杉山愛、武田修宏、 

平子理沙、益若つばさ、眞鍋かをり、LiLiCo 

（50音順、敬称略） 

主   催： NPO法人日本ネイリスト協会 

ピンクリボン・ネイルアートコレクションとは 

日本ネイリスト協会による「ピンクリボン運動」に関連したチャリティーイベント。本年から、東京・神戸・

仙台の三都市で開催となり、仙台では初開催となる。ピンクリボン運動に賛同した１６名の著名人とト

ップネイリストが共同でネイルチップを製作し、１０月１日から７日まで Yahoo! JAPAN チャリティーオ

ークションに出品。その収益金は日本対がん協会「乳がんをなくす ほほえみ基金」に寄付される。 

 

資 料① 
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■ウェスティンホテル仙台 ピンクリボン特別メニューの提供 

期  間： 10月8日（金）～10月31日（日） 

内  容： ①26階 ラウンジ＆バー「HORIZON（ホライゾン）」 

・ピンク色のオリジナルカクテル、「セルリアフロリダ」（1,500円）  

②26階 レストラン「Symphony（シンフォニー）」 

・ピンク色のノンアルコールカクテル「ピンクジンジャー」と、 

ピンク色のマカロンが付いた特別ランチセット（3,500円、平日のみ） 

③1階「ペストリーショップ」 

・ピンク色のクリスタルマカロン(ローズ風味) 550円（下写真） 

・ピンク色のマカロン 小袋２個入り (ラズベリー風味) 300円 

・ピンク色のマカロン BOX５個入り (ラズベリー風味) 800円 
 

ウェスティンホテル仙台は、館内レストラン＆バーなどで提供されるピンク色の

メニューで、ピンクリボンフェスティバルに参加します。特別メニューご利用の

お客様先着 100 名様にピンクリボンバッジをプレゼントいたします。特別 

メニューの売上の一部は、乳がん啓発団体に寄付させていただきます。 

※プレゼントは無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。 

 

■トラストシティプラザ ピンクリボン特別メニューの提供 

期    間： 10月8日（金）～10月31日（日） 

  参 加 店 舗： 全13店舗 

内容（抜粋）： プリザーブドフラワーローズアレンジ、ピンクスパークリングワイン、 

ピンクブレンド アロマセラピートリートメント、ピンクリボン 

スペシャルジェルネイルなど 

特別メニューご利用のお客様先着 500 名様にピンクリボンバッジまたはスカーフをプレゼントいたします。 

特別メニューの売上の一部は、乳がん啓発団体に寄付させていただきます。 

※プレゼントは無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。 

資 料② 

階数 店舗名 業態 特別メニュー内容

Chocolate Bar,
featuring Jacques Torres Chocolate

チョコレートショップ ピンクリボンの特別パック

サブウェイ

仙台トラストシティ店
サンドイッチ＆カフェ

「ピンクリボンサンド」  440円

「ピンクリボンセット」　620円（上記サンド＋ホットハーブティー）

やまや
仙台トラストシティ店

酒と輸入食品専門店
ロゼワイン・シャンパン・スパークリング キャンペーン
対象商品お買い上げで、ピンクラッピング無料

Barbaresco(バルバレスコ) ピッツェリア＆カフェ
「クリームチーズと苺のロールケーキ」 450円
「シャンドンロゼ」のロゼスパークリングフェア　　ボトル：6,200円　グラス：800円

YOUKAEN フラワーショップ 「プリザーブド･フラワー　ローズアレンジ」 2,800円

ダイニング万葉

仙台トラストシティプラザ店
秋田旬彩創作料理

１－「プチコースピンクリボン仕立て」　　3,000円 （ドリンク一杯サービス付き）

２－「ピンクリボン特製　　万葉おばこ御膳」　1,300円

花祭り本店 地酒と三陸魚料理 「鮭の親子どんぶり」　1,260円

花牛 仙台牛焼肉
ピンクのワイン「ももいろメルロー」
ボトル：4,000円　グラス：680円

喜食伝心　オイスタン 牡蠣と牛たん
ピンクのスパークリングワイン「ソーライフリザンテメロウ　ロゼ」

グラス：200円

山形蕎麦　しゃぶ鍋
大黒　enzou

蕎麦居酒屋 「明太子クリームソースの麦きり」　750円

ビューティドレッセ

山野愛子美容室
美容院

１－「ピンクリボンスペシャルジェルネイル」　10,500円～

２－10月30日、31日に1階特設会場にてネイルアートの実施

ニホンドウ漢方ブティック

仙台トラストシティプラザ店
漢方ブティック 「ピンクのコラーゲンドリンクセット」　4,200円

ほぐれーる マッサージ

オリジナルピンクブレンドによるアロマセラピートリートメント

60分：5,600円　　　90分：8,000円　　120分：10,400円
（お帰りの際はピンクをイメージしたハーブティーをご用意）

１階

2階

3階
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■ピンクリボンスペシャルネイル体験プレゼント 

抽選で 4 名様にピンクリボンをイメージした 

スペシャルジェルネイル体験をプレゼントいたします。 
 

応募期間： 10月8日（金）～10月20日（水） 

応募方法： 応募用紙にピンクリボンデザイン大賞にまつわるキーワード、お名前、ご連絡先を 

ご記入の上、トラストシティプラザ１階の応募箱に投かんしてください。応募用紙 

はトラストシティプラザ館内で配布、またはWEBにてダウンロードが可能です。 

プレゼント内容 : トラストシティプラザ3階「ビューティドレッセ 山野愛子美容室」による 

ピンクリボンスペシャルジェルネイル施術体験（10/30 2名、10/31 2名、 

計4名様）   

協賛  : 「ビューティドレッセ 山野愛子美容室」 

 

 

 

 

■乳がん検診 特別割引キャンペーン 

10 月 8 日から 30 日までにお電話で受診予約をいただくと、マンモグラフィ＋乳房超音波の乳がん検診を、

通常 8,925 円のところ 6,000 円で受診することができるキャンペーンです。このキャンペーンをきっかけに、

検診への一歩を踏み出す方が一人でも増えることを願い、ご用意いたしました。 

 

予約電話番号 ： 022-221-0066 （受付時間：月～土 8：30～16：30） 

予約受付期間 ： 10月8日（金）～10月30日（土） 

受診場所     ： トラストシティプラザ4階「せんだい総合健診クリニック」 

協賛         ： 「せんだい総合健診クリニック」 

・お電話でのご予約時に「ピンクリボンコース」とお申し出ください。 

・健康保険組合の補助をご利用の方は、ご予約時にご相談ください。 

・ご希望の日程に添えない場合がございます。ご予約の際に確認をお願いいたします。 

・妊娠中の方、妊娠の疑いのある方、豊胸手術を受けた方、ペースメーカーを使用の方、 

乳房疾患の経過観察及び治療中の方はご遠慮願います。 

 

 

■問い合せ先 

ピンクリボンフェスティバルについて ： ピンクリボンフェスティバル運営委員会事務局（担当：小池） 03-5218-4771 

ピンクリボン・ネイルアートコレクションについて ： 日本ネイリスト協会（担当：大森）  03-3500-1608  

ウェスティンホテル仙台関連企画について    ：  ウェスティンホテル仙台  022-722-1234（代表） 

トラストシティプラザ関連企画について      ： 森トラスト株式会社（担当：関口） 022-211-9121 

仙台トラストシティおよび当企画全般について  ： 森トラスト株式会社（担当：鈴木・宮崎）   03-5511-2407 

 

資 料③ 
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■アクセスマップ 

 

 

ＪＲ線   ： 仙台駅西口より徒歩 9 分、仙石線あおば通駅 2 番出口より徒歩 8 分 

地下鉄  ： 南北線仙台駅南 2 番出口より徒歩 6 分 

 

 

資 料④ 


