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エンリッチ  ランドリー  サロン  プレス

物足りなかった「夏」をエンリッチでチャージ！
こんにちは！立秋とはいえ、連日の猛暑にはいささか参りますね…。 コロナウイルスの影響で遠方

に行きづらい、外は快晴なのにおうちの中にいなきゃいけない…などいつもの夏と違って夏らしい

ことができない日々が続いています。エンリッチランドリーサロンではヘルシーなベーグルプレー

トや冷たいドリンクなど、今年物足りなかった「夏を感じていただける商品」を多数ご準備いたし

ました！ お客さまのお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております！
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［ 中田サロン ］
TEL. 022–399–6399
〒981-1103 仙台市太白区中田町法地南3-1

［ 高森サロン ］

Vol.025

［洗濯代行］
［コインランドリー］
［クリーニング］
［カフェ］

10：00～20：00
10：00～20：00
10：00～20：00
10：00～18：00

（LO.17:30）

［洗濯代行］
［コインランドリー］
［カフェ］

10：00～18：00
  5：00～24：00
10：00～18：00

（LO.17：30）

定休日 年中無休 定休日 年中無休

当店のHPは
コチラから
ご確認できます！

お客さまが安心、安全にご利用いただけるよう、
そして一刻も早く事態が収束に向かうよう、今後も積極的に取り組んで参ります。

※営業時間などについては、今後変更となる可能性がございます。 変更が発生した場合については、改めてご案内をさせていただきます。

TEL. 022–347–3571
〒981-3203 仙台市泉区高森７丁目２
ショッピングガーデン・キャラウェイ内

◎お客様に安心してご利用いただくために、当店では様々な感染予防対策を実施しております。

店内の除菌 換　気 消毒液の設置 手洗いの徹底

当店の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の取り組みについて

スタッフの
健康管理

現在の営業時間は通常どおりで営業しております。

毎日暑くて、食事を作るのがおっくう…
なんて思っていませんか？そんな時に便
利な商品のご紹介です。なんと！温めて
ご飯にかけるだけ！しかも具だくさんで
美味しいんです。レトルト商品ですので、
まとめ買いし、常備しておくといざとい
うときに安心ですね！

カンタン調理！かけごはんの素！

◎ つみれと３種根菜の和風かけごはん
◎ 豚バラと３種きのこの台湾風かけごはん
◎ 牛肉と５種野菜の韓国風ピリ辛かけごはん

¥324+tax各

レモンスカッシュゼリーにレモンソース、
そこへ当店自慢のソフトクリームをのせ
ました！まだまだ暑いこの時期に、ぜひ
お召し上がりいただきたい一品です。

期間限定！レモンスカッシュサンデー

◎ レモンスカッシュサンデー

¥500+tax

北海道の自然が育んだ水と生姜がピリ
リと刺激と爽やかな喉ごしの本物志向
のジンジャーエールを生みました。

爽快なのどごしのジンジャーエール

◎ 北海道ジンジャーエール（ベーシック／ミント／アップル）
◎ 北海道ハニーレモネード（生姜なし）

¥360+tax各
◎ 豆バケツ

¥1,200+tax

四川料理をイメージして花椒の痺れる
辛さと赤唐辛子のヒリヒリする辛さが特
徴のひき肉の旨みたっぷりキーマカレー
です。

痺れる辛さがクセになる！

◎ 麻辣キーマカレー
¥358+tax

NAK ADA

NAK ADA

TAK AMORINAK ADA

TAK AMORINAK ADA

TAK AMORI

TAK AMORI
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E L S  - I N F O M A T I O N
エンリッチ ランドリー サロン インフォメーション

自分でするのが当たり前、人に頼むなんて考えられない…マジメで
一所懸命なあなただから、そう考えるかもしれません。 コインランド
リーやクリーニング・洗濯代行サービスを利用するだけで、あなたの
貴重な時間が増えるとしたら、あなたのココロに余裕が生まれると
したら、それは何にも代えがたい豊かさの創出。
ある意味これまでに経験のないコトに一度チャレンジをしてみると、
固定観念への囚われがなくなっていくかもしれません♪

洗濯を自分から手放す。そんな選択♪

中田サロン 高森サロン

中田・高森
ランドリー情報

W O R K  S H O P
ワークショップ

洗濯代行サービス

¥1,800+taxご利用料金

※ 初回のみ専用のランドリーバッグを購入いただきます／500円（税抜）
※ アイロン掛けはいたしません
※ 洗濯できないものをお預かりした場合、該当するお品はそのままお返しします

受付時間 ［10：00～18：00］年中無休

クリーニングサービス

※ お支払いでクレジット、電子マネーが使えます！

5点以上で20%OFF  10点以上で30%OFF

TAK AMORI

□ Yシャツ
　 立体（ハンガー）
　 たたみ
□ 紳士上下
□ コート

□ 学生服上下
□ パンツ
□ スカート
□ ブラウス
□ ジャケット

¥ 170+tax
¥ 210+tax

¥ 1,200+tax
¥ 1,200+tax

¥ 1,250 +tax
¥ 500 +tax
¥ 450 +tax
¥ 450 +tax
¥ 650 +tax

中田サロン コインランドリー

高森サロン コインランドリー

ランドリーバッグをご購入いただいた方に、
洗濯代行１回分（￥1,800相当）無料チケットプレゼント

TAK AMORINAK ADA

こんなにキレイにしてもらえるなら、
また利用するわ！

速く仕上げてくれるから助かる～♪

こんなに沢山お願いできるなら、
安いわね♪

洗濯代行をご利用いただいたお客さまの声
お客さまより嬉しいお声を頂いております。

ケークオマロン（栗のパウンドケーキ）を
使用した盛り付けコーディネート

秋の味覚の王道の一品「栗」を使っ
た風味豊かなパウンドケーキを、見
た目にも美味しくドレスアップして
いただくひと工夫をご紹介します。
最後はご自身で仕上げたケーキでの
tea timeもお楽しみ下さい。

14：00～ 
6名まで
西洋焼菓子 ルトレゾー 鶴見 由起子 さん

 9/16
TAKAMORI

水

定員
講師

時間
参加費
所要時間 約2時間

1,500円+ワンオーダー

ハロウィンカボチャを
タングルしよう！

ハロウィンまでもうすぐ！今年は自
宅でハロウィン楽しみませんか？

 9/27
NAKADA

日

 9/23
NAKADA

水

 9/28
NAKADA

月

 9/30
NAKADA

水

 

①10：30～  ②13：30～
各回６名まで
mutotsutokoさん

フラワーリース作り

アーティフィシャルフラワーと、ドラ
イフラワーを交えて可愛いリースを
作りお部屋に飾ってみませんか？  

定員
講師

時間

参加費
所要時間 約２時間

1,600円+ワンオーダー

 9/20
TAKAMORI

日

①10：30～  ②13：30～
各回4名まで
果瑞依 さん

定員
講師

時間

材料費
所要時間 約1時間30分

1,500円

※高森サロン・中田サロン共に開催時間等は同じです。

※ガラス容器は形が変わる可能性もあります。

※小学生以下不可

ふんわり香るアロマ
ワックスサシェづくり

火を使わずに飾るだけで香るキャン
ドル 『アロマワックスサシェ』。お部
屋やドアノブにかけたり、引き出し
に入れたり、使い方は自由自在。
ドライフラワーやフルーツで自分好
みに飾り付けて楽しみましょう！

NAKADA TAKAMORI

（中田）11：00～ （高森）10：30～ 
各回6名まで
aromacraft 春彩 さん

定員
講師

時間

参加費
所要時間 約1時間

1,000円～1,200円+
ワンオーダー

※高森サロン・中田サロンの開催時間は異なりますのでご注意ください。

アロマで香る
エンジェルライトづくり

エンジェルのガラスドールにLEDラ
イトを灯し、秋の素材で飾り付けま
す。スモークツリーや月桃の実がハ
ロウィンにもクリスマスにもよく似合
い、ほんのりアロマの香りが漂うこの
ライトと、秋の夜長を楽しみましょう！

①11：00～  ②13：00～
各回６名まで
aromacraft 春彩 さん

定員
講師

時間

参加費
所要時間 約1時間

1,500円+ワンオーダー

10：30～ 12：00
なし
菊池 馨 さん

Aromaクラフトワークショップ

Aromaの香でルームスプレーや石
鹸を作ります。嗅覚から直接本能の
脳へ伝わる香りには自律神経やホ
ルモンバランスを整えたり、免疫力
UPにも繋がります。是非この機会に
大自然の香りに包まれてみませんか？

 9/3
NAKADA

定員
講師

時間

参加費
所要時間 約15分

1,000円+ワンオーダー

（時間内は自由参加です）

10：30～ 
６名まで
mimo mimo さん

心躍るflowerピルケース

押し花をレジンで閉じ込めて、可愛
い小物を作りませんか？
何種類か、お花もご用意してるので、
自分だけのピルケースが作れます。

定員
講師

時間

参加費
所要時間 約２時間

1,500円+ワンオーダー

木

14:00～

プロが教えるお掃除、洗剤の豆知識

ご自宅ですぐに試せるお掃除方法や、界面活性剤に
ついての豆知識をお伝えします。

 9/11
NAKADA

時間 ６名まで定員

参加費
所要時間 約２時間程度

無料（お土産付き）＋ワンオーダー

金

月 金

※写真はイメージです。

中田サロン スクーリング

ご予約は「ワークショップ参加希望」と開催店舗に直接お電話いただくか、
ご来店の際に店員へお伝えください。予約状況を確認してご返答させていただきます。


