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PRESS RELEASE

   2011年 9月 29日 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

仙台トラストシティは「ピンクリボン」を応援します 

｢SENDAI TRUST CITY × Pink Ribbon｣ 

～仙台初のピンクリボンイルミネーションを実施～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森トラストグループが運営する「仙台トラストシティ」は、社会貢献活動の一環として、乳がんの早期

発見・早期診断・早期治療の大切さを伝えることを目指す「ピンクリボン運動」を支援し、昨年同様に10

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・早期診断・早期

治療につながるよう、貢献していきます。 

 

【主な啓発活動】 ※詳細は次頁以降の資料を参照ください 

・ピンクリボンイルミネーション実施 

・スマイルウオークスタンプラリー 「一足先にコースを歩こう！！」 開催 

・ピンクリボン特別メニュー提供 （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。） 

・ピンクリボンデザイン大賞 全受賞作品の展示 

・ピンクリボンスマイルウオーク（6ｋｍコース）における給水ポイント設置 

・ピンクリボンネイルアートコレクション supported by KONICA MINOLTA ネイルチップ展示 

 

 

 

 

 

                                     

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 

お問い合わせ先 

森トラスト株式会社 仙台支店 

TEL 022-211-9121  FAX 022-211-9122

ピンクリボンイルミネーション：image 

ピンクリボンデザイン大賞 
全受賞作品の展示 

ピンクリボン特別メニュー 

image 

ピンクリボンスマイルウオーク 
写真提供：朝日新聞社 
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■ピンクリボンイルミネーション実施 

点 灯 期 間： 10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月）  

点 灯 時 間： 17：00～24：00（期間中毎日） 

設 置 場 所： トラストシティプラザ前広場 

 

商業施設「トラストシティプラザ」前の広場にて、仙台初となるピンクリボンイルミネーションを実施し

ます。ケヤキの樹に光るブローチのように取り付けられた 3 つのピンクリボンのチャームや、ピンク

のアッパーライトがほんのりと広場をピンク色に染め、秋の街に彩りを添えます。この光を通じ、「ピ

ンクリボン運動」の取り組みについて、より多くの方に知っていただけることを願っています。 

 

 

■スマイルウオークスタンプラリー 「一足先にコースを歩こう！！」 開催 

期 間： 10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

主 催： ピンクリボンフェスティバル in 仙台推進委員会 

支 援： 藤崎・仙台トラストシティ・ウェスティンホテル仙台 

 

10 月 29 日に開催される「ピンクリボンスマイルウオーク仙台大会」（日本対がん協会等主催）のプ

レイベントとして、期間中、トラストシティプラザ各店舗・ウェスティンホテル仙台 1 階「ペストリーショ

ップ」のほか、スマイルウオークのコース沿道の15店舗及び藤崎全館が参加するスタンプラリー企

画を実施します。開催期間中に異なる店舗・施設をご利用いただき、スタンプを3種類集めていた

だくと抽選で景品が当たります。 
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■ピンクリボン特別メニュー提供 

≪ピンクリボンにちなんだ特別メニュー・商品の販売≫ 

期 間: 10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

参 加 店 舗 : ウェスティンホテル仙台 ペストリーショップ 

           トラストシティプラザ 全 13 店舗 

 

ウェスティンホテル仙台およびトラストシティプラザの各店舗では、昨年に続き、期間中に特別メニ

ューや商品をご提供します。ウェスティンホテル仙台のペストリーショップではピンクリボン「オリジ

ナルマカロン」、フラワーショップのユー花園では「ピンク色のプリザーブドフラワー」、秋田料理の

ダイニング万葉は「あきたこまちを使用したピンク色のこまち麺」など、ピンクリボンにちなんだ特別

メニューや商品をこの期間限定で販売します。下記の特別メニュー・商品をお求めのお客様に、

先着でピンクリボンバッジもしくはスカーフをプレゼントします。なお、この売上の一部は、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。 

※写真はイメージであり、実際とは異なる場合がございます。 

階数 店舗名 業態 特別メニュー・商品内容

1階
ウェスティンホテル仙台

ペストリーショップ
ペストリー＆ベーカリー ピンクリボン　「オリジナルマカロン」　500円

チョコレートバー

フューチャリング ジャックトレス チョコレート
チョコレートショップ

ピンクリボン特別パック

ピンクのラッピングで、様々なチョコレートのお得なパックをご用意

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

ベジーデライト＋エビ・ポテトトッピング＋チリトマトソース

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・ロゼスパークリングワインお買い上げで、ピンクのラッピング無料

Barbaresco(バルバレスコ) ピッツェリア＆カフェ

「苺のスープ仕立て、ヴァニラジェラートと共に」 550円

「シャンドンロゼ」のロゼスパークワイン　グラス：750円

「ヴーヴクリコローズラベル」　グラス：1,600円

YOUKAEN

（ユー花園）
フラワーショップ

ピンクのバラ1輪のプリザーブアレンジ　1,050円

ピンクのプリザーブMixアレンジ　2,100円

ピンクのプリザーブローズメリア　2,940円

ダイニング万葉

仙台トラストシティ店
秋田旬彩創作料理

「あきたこまち」を使用したピンク色の麺「ピンクリボン特製・こまち麺」

1,000円（麺のみ）　1,300円（天ぷら付き）

花祭り本店 地酒と三陸魚料理
秋鮭づくし御膳　1,890円

秋鮭もろみそ焼、いくらの小鉢、お造り、舞茸天ぷら

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
ヴァレ･ドラード（赤ワイン）

グラス：500円

山形蕎麦　しゃぶ鍋

大黒　enzou
蕎麦居酒屋

いくらと梅のぶっかけ麦きり　1,450円

梅肉と大根おろし、いくら醤油漬けをぶっかけた麦きり

ビューティドレッセ

山野愛子美容室
美容室

ピンクリボンお得セット　3,220円 ⇒ 2,100円

アリミノミントシャンプー＆トリートメント＋ハンドパック（3点セット）

ニホンドウ漢方ブティック

仙台トラストシティ店
漢方ブティック

ピンクのコラーゲンドリンク　4,200円 ⇒ 2,100円

期間中おひとり様一回限りで、漢方的肌タイプ表にチェックして頂いた方限定

ほぐれーる マッサージ

ピンクリボンアロマ    60分：6,300円　90分：9,000円　120分：11,700円

さらに次回ご利用頂ける20％offチケットを贈呈

（オイルメニューを初めて受けられる方限定）

１階

2階

3階
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≪期間中、電話予約をされた方全員に乳がん検査券プレゼント≫ 

期 間： 10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

協 力： せんだい総合健診クリニック 

 

期間中に乳がん検査を電話予約していただいた方全員に「乳がん検査券」をプレゼントします。 

この取り組みをきっかけに、乳がん検診を受ける方が一人でも増えることを願っております。 

 

乳がん検査券：乳房超音波検査券 1,000 円分、マンモグラフィ検査券 2,000 円分 

       ＜ピンクリボンコース内容＞ 

①乳房超音波検査     3,150 円（税込）⇒2,150 円（税込） 

②マンモグラフィ検査   5,775 円（税込）⇒3,775 円（税込） 

③乳房超音波検査＋マンモグラフィ検査 8,925 円（税込）⇒5,925 円（税込） 

 

予約・検査会場： せんだい総合健診クリニック（トラストシティプラザ 4 階） 

予約電話番号 022-221-0066 （受付時間：月～土 8：30～17：00） 

・お電話でのご予約の際に「ピンクリボンコース」とお申し出ください。 

・ご希望の日程に添えない場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。 

・健康保険組合の補助をご利用の方は、ご予約の際にご相談ください。 

 

 

 

■ピンクリボンデザイン大賞 全受賞作品の展示 

期 間： 10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

会 場： トラストシティプラザ EV 付近、2・3 階吹抜スペース 

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（トートバック）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などが審査員を務め、2011 年度の応募総数

は過去最高の 20,682 点にも上る。なお、ノベルティ部門最優秀作品デザインを使用したトート

バッグは、10 月 29 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。 

 

 

 

 

 

 



 
5 

■ピンクリボンスマイルウオーク（6ｋｍコース）における給水ポイント設置 

期      日： 10 月 29 日（土） 雨天決行 

参加予定人数： 約 1,500 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 

設 置 場 所 ： トラストシティプラザ前広場 

※今年はバレーボール V リーグ女子クラブチームの仙台ベルフィーユの選手が、  

皆様にお水をご提供します。 

ピンクリボンスマイルウオークとは 

東京・名古屋・神戸・仙台の四都市において「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オーキング企画。仙台においてはプロフィギュアスケーターの八木沼純子さ

ん、その他の都市では山田邦子さん、荻原次晴さん、MAIKO さん、矢野きよ実さん、アグネス・チ

ャンさん、小谷実可子さんら著名人も参加予定。今年で6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 1 コース（6ｋｍ）にて開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ピンクリボンネイルアートコレクション supported by KONICA MINOLTA ネイルチップ展示 

期 間： 10 月 28 日（金）～10 月 30 日（日） 

会 場： トラストシティプラザ 1 階 エントランスホール 

入 場 料： 無料 

作品出展者 ： 安藤美姫、荻原次晴、柏木由紀子、 

神山まりあ、神田うの、SAKURA、 

JNA プロデューサーズ〈大桑マイミ、村上萌〉、 

杉山愛、武田修宏、田中賢介、平山あや、 

深田恭子、細川ふみえ、益若つばさ、山田邦子、山田美保子、LiLiCo 

（50 音順、敬称略） 

主 催： 日本ネイリスト協会、日本対がん協会、コニカミノルタホールディングス 

 

ピンクリボンネイルアートコレクション supported by KONICA MINOLTA 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。本年は、東京・名

古屋・神戸・仙台の四都市での開催となる（名古屋はパネル展示のみ）。ピンクリボン運動に賛

同した 18 名（17 組）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

14 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。 

（神山まりあさん、深田恭子さんの作品は Yahoo! JAPAN チャリティーオークション出品対象外） 

image image 

写真提供：朝日新聞社 写真提供：朝日新聞社 
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■お問い合わせ先 

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 supported by KONICA MINOLTAについて：日本ネイリスト協会（担当：大森）  03-3500-1580  

仙台トラストシティ・トラストシティプラザ関連企画について ： 森トラスト仙台支店（担当：関口・石原） 022-211-9121 

 

■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 1番出口より徒歩 7分 

 

 


