お蔭様で開店一周年を迎えました。
厚く御礼申し上げます。

当店発祥の“さんこめし”
ぜひ一度ご賞味ください！

一周年記念
として

TEL0226-46-5141

■営業時間：ランチ11：00〜14：00 ディナータイム［完全予約制］
■定休日：毎週水曜日

みなさん焼場

全国配送 もやってるよ

一周年でしかできない、
あんな商品やこんな商品がお買得に！
早い者勝ですよ！！
●デイリー衣料

さんさん商店街オリジナル

小サイズ

大サイズ

㈲わたや TEL0226-29-6358
■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：火曜日

おかげさまで1周年!!
3/3・3/4

ポイント

日頃の感謝を込めて

3倍

化粧品と雑貨のお店

●おしゃれ空間

TEL0226-29-6627

厚生省が認めた

「シワを改善する」純粋レチノール配合

しわ・くま・シミ・たるみ
ナント リフトＵＰ効果も!!

べネフィークレチノリフトジー二アス

8,000円 税抜

■営業時間：10：00〜18：30
■定休日：不定休

㈲雄新堂

TEL0226-46-2240
■営業時間：9：00〜19：00 ■定 休 日：第２・第４火曜日

3日・4日
限り

か
掘り出し物がある

急須 特価販売中
●銘茶・茶器・喫茶

名物
抹茶
ソフトクリーム
オリジナル茶そば

■営業時間：11：00〜18：30

ランチタイム

（日曜日/11：00〜17：30）

ご入学
ご就職

おめでとう!!

250
春の文具祭
700
好評
円

■定休日：月曜日
おめでとうの言葉にそえて
フレンズで文具＆ギフトを選ぼう

新入学・進級のお祝い品やご準備に
新製品や使いやすい文具をおもとめやすく！

円

■定休日：火曜日

開催中

文具と事務機・OAサプライ
ステーショナリー・SHOP

送迎もいたしますので
お気軽にお電話ください。

ＢＡＲＢＥＲミヤカワ
TEL0226-46-3351

■営業時間：9：00〜19：00 ■定休日：毎週月曜日・第３日曜日

●焼のり・味のり
しおのり

1周年記念

3月3日

10：00～

■営業時間：9：00〜18：00
TEL0226-46-3352 ■定休日：月曜日・他不定休

「モーランド牛乳」使用

ホットミルクお振舞い！

「人は登米のだし」使用

TEL0226-28-9101

TEL46-3237
営業時間：9：00〜１８：00

OPEN１周年＋お彼岸セール

仏壇

10％off 仏具・線香20％off

割引価格より
さらに

TEL0226-46-3471
FAX0226-46-2066
■営業時間：9：30〜17：30 ■定休日：火曜日

●整骨院

亜べとう整骨院
TEL0226-46-5102

■営業時間：火〜金 9：00〜12：00/14：00〜20：00

土 9：00〜15：00
日 9：00〜12：00
■定 休 日：毎週月曜日・祝日

■営業時間：9：00〜18：00（3月〜11月）
■定休日：なし
無くなり次第終了です。 皆様のお越しをお待ちしております。

大人気！

TEL0226-28-9101

紅はるかの石焼き芋

■営業時間：10：00〜17：00
■定休日：木曜日 （3月〜11月）

好評販売中です

おかげ様で本設一周年を迎えることができました。
これからも
「まちの写真屋」
として
頑張ってまいります。

卒園・卒業写真承ってます！
●写真業
スタジオ撮影

さりょうスタジオ ■営業時間：9：30〜18：30
TEL・FAX 0226-28-9291 ■定休日：火曜日

＊おかげさまで1周年＊ 日頃のご愛顧に感謝いたしまして
＊ドリンクと手づくりデザートセット

100円引

全品

＊2,000円以上お買上げのお客様に

定休日：不定休

■営業時間：9：30〜18：00
■定休日：月曜日

TEL0226-46-2234 FAX0226-29-6934

●理容

1日50箱限定

TEL0226-25-9948

オープンより1年間のご愛顧に心から感謝と御礼を申し上げます。
これからも地元密着のまちの電気屋として、お客様の
どんなご相談にも応じますのでお気軽にお声がけください。
パナソニックの店

1,580円 を10％offさせていただきます！

（10個入）

（冬期間）

阿部茶舗 TEL0226-46-3202

■営業時間：9：00〜18：00

感謝を込めてお山のマドレーヌ

■営業時間：9：00〜17：00

ゆのみ茶碗20％引

TEL0226-46-5355
TEL0226-46-2420

おかげさまで一周年を迎えることができました！

催
特価品コーナー開も！

おいしい銘茶とちょっといっぷくの甘味処
税込

南三陸トートバック
980円
1,380円

ア ベ ロク

店
工場

■営業時間：9：00〜17：30 ■定休日：水曜日

3月3日・4日
当日店頭にて

TEL0226-46-3028 ■定休日：月曜日

（イベント等により変更あり）

税込

南三陸グッズ・
おみやげ

■営業時間：9：30〜18：00
■定休日：水曜日

マルセン

●海鮮

税込

30％引
30％引

TEL0226-25-9334
FAX0226-25-9384

■営業時間：9：00〜18：00■定休日：元旦のみ

■定休日：木曜日

おかいどくセール

＊仙台いちごのバターサンド

南三陸

おかげさま

豊かな海の幸を取り揃えお待ちしております。 店頭にて うどんお振舞い！

TEL0226-46-2159
■営業時間：9：00〜17：00

及善蒲鉾店

感謝を込めて一周年！

自家製加工品 御試食たっぷり！いろいろ選んでね！！

＊さくら餅＊うぐいす餅

ち。
海とともに、生きるま

ありがとう

税込

●蒲鉾販売

旬のお刺身バイキング

志津川生鮮ロイヤルフィッシュ TEL0226-46-2643
■営業時間：9：00〜17：00 ■定休日：水曜日・不定休

TEL0226-46-3200

税込

名物！人気爆発！

●鮮魚店

菓房山清

TEL080-3338-0990

■営業時間：11：00〜23：00（中休みなし）
■定休日：極力年中無休

ありがとう一周年！

■営業時間：9：00〜18：00
■定休日：３〜８月休まず営業

TEL0226-46-1522

今が旬の生の海藻や志津川港で水揚げされた
鮮度の良い魚を毎日販売しています！

●菓子製造販売

COFFEE &
CURRY

税込

佐利志津川店

●精肉 フレッシュミート

■定 休 日 月曜日（不定休あり）

通常価格より

■営業時間 （昼の部）11:00〜14:00/（夜の部）17：00〜22：00
（ラストオーダー） お食事21:00 お飲み物21:30
■定 休 日 火曜日（月曜日は昼のみ営業・夜は休み）

志津川ホルモン定食

（ラストオーダー20：30）

3月4日（日）

食 楽 しお彩 TEL0226-46-1087

おかわり自由！

家族や
仲間と 牛タン定食……
円 佐利スペシャル定食
＊魚介類（ホタテ・カキ・魚介串など）店内販売！

11：00〜14：00
17：00〜21：00

通常価格より

歓送迎会、各種御宴会承ります!!

先着お買上げ100名様に
980円 宮城野ポーク定食1,280円 特製笹かま 5枚入 500円 「おいしい手巻きのり」プレゼント
1,580
2,580円 ＊通常 648円の詰合せを 500円にて販売いたします。

記念品を贈呈

3月3日（土）

感謝を込めて＊

ご来店のお客様へ粗品プレゼント!!

新鮮素材をバーベキューで食べよう！ 牛タンスープ・ご飯が

日頃の感謝を込めて 3/3・3/4 ご来店の方に

TEL0226-29-6343

■店内にてくじ引き
■お子様にお菓子プレゼント

TEL0226-25-7126

■営業時間：11：00〜14：00/17：00〜21：00
■定休日：毎週水曜日（火曜日は昼のみ）

■営業時間

＊オープン 1 周年

オリジナルドリップバッグコーヒーをプレゼント

（無くなり次第終了となります）

この機会にぜひご利用ください♪

NEWS STAND
SATAKE
TEL0226-28-9465

■営業時間：9：00〜18：00
■定休日：火曜日・新聞休刊日（不定期）

ご来店のお客様に 粗品プレゼント
（無くなり次第終了します）

●美容室

TEL0226-46-1055
■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：毎週月曜日・第３日曜日

ミニストップ南三陸
さんさん商店街店
■営業時間：24時間営業

■定休日：年中無休

