当店発祥の“さんこめし”
10月1日より提供中！
TEL0226-46-5141

円（税別）〜

1,200人分のお肉をご用意してお待ちしております！

円（税別）〜

同時開催 登米産仙台黒毛和牛 当日販売

など、お気軽にお問合せください

TEL0226-29-6343
■営業時間

■定 休 日 月曜日（不定休あり）

11：00〜14：00
17：00〜21：00

佐利志津川店

■営業時間：10：00〜18：00
TEL0226-46-1522 ■定休日：月曜日（祝日の場合翌日火曜日）

●精肉 フレッシュミート

（ラストオーダー20：30）

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！
全国配送 もやってるよ

秋鮭特売 やってます！！

特製ハラコ飯 もご用意しております！！

志津川生鮮ロイヤルフィッシュ TEL0226-46-2643
TEL0226-46-2159
■営業時間：9：00〜17：30 ■定休日：水曜日・不定休

20％引
20％引

10月21日（日） 蔵王タルト 通常価格より
●菓子製造販売 菓房山清 ■営業時間：9：30〜18：00
TEL0226-46-3200 ■定休日：なし

★当店オリジナル「キャプテンオクト」トレーナー
Ｓ〜ＸＬ ２色
３，
３００円の品
南三陸グッズ・
おみやげ

半額！

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

大人気

〈お知らせ〉

11月3日
（土）
都合により
臨時休業いたします。

＊カカトがさがさ解消の美容ソックス、吸湿発熱や裏起毛の

●蒲鉾販売

TEL0226-46-3028

秋はお茶の熟成期、
おぢゃのみすっぺす。
急須・ゆのみ 特価販売中
●銘茶・茶器・喫茶

名物 抹茶
ソフトクリーム
復興へGO!フレット
お土産に

250
890

円

及善蒲鉾店

TEL0226-25-9334
FAX0226-25-9384

㈲雄新堂

TEL0226-46-2240

■営業時間：9：00〜18：00
■定休日：なし

秋の味覚
満載！

紅はるかで作る
さつまいもの TEL0226-28-9101
シェイクも ■営業時間：11：00〜17：00
好評発売中です！ ■定休日：木曜日（不定休あり）

宮城県独自のまだ希少価値の高いりんご
「サワールージュ」を使ったアップルパイが特におすすめ！

＊ハロウィン品もたくさんご用意してお待ちしております。
■営業時間：11：00〜18：30

（日曜日/11：00〜17：30）

TEL0226-25-9948

■定休日：月曜日

ダイアリー手帳
スケジュールカレンダー

好評発売中！ 2019年

文具と事務機・OAサプライ

阿部茶舗 TEL0226-46-3202

ステーショナリー・SHOP

TEL46-3237
営業時間：
９：００〜１
８：００

■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：火曜日

■営業時間：9：00〜19：00
■定休日：第２・第４・第５火曜日

パナソニックの店

■営業時間：9：30〜18：00
■定休日：月曜日

TEL0226-46-2234 FAX0226-29-6934

送迎もいたしますので
お気軽にお電話ください。
●理容

TEL0226-46-3471 FAX0226-46-2066
■営業時間：9：30〜18：00 ■定休日：火曜日

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

定休日：不定休

おすすめで

メイクするたび素肌までキレイに！

サンプルプレゼント中！
SHISEIDO・KOSE

全国大会
7位入賞しました

メイクのお悩みおまかせください！
メイクレッスンしています！

●おしゃれ空間
TEL0226-29-6627
■営業時間：10：00〜19：00 ■定休日：不定休

●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：9：00〜18：30
TEL0226-46-3352 ■定休日：月曜日・他不定休

旬のお魚、
お惣菜！
〈新メニュー〉好評ブリカツ

100 200

円

2018年12月1日スタート ぜひ4Ｋ放送を楽しむためのご準備を！

新米で
おにぎり！

南三陸町と周辺地域で収穫された ねっとり甘い紅はるか
（さつまいも）
美味しく焼きあがってます。
平成30年度産の新米を
税込
税込
取り揃えております。
（Ｌ）
焼き芋（Ｍ）
円
円

■営業時間：9：00〜17：30
■定休日：月曜日

おいしい銘茶とちょっといっぷくの甘味処

■営業時間：通常11：00〜23：00
■定休日：極力年中無休

■営業時間：9：00〜18：00■定休日：元旦のみ

あったか肌着を取り揃えました！

ア ベ ロク

COFFEE &
CURRY
TEL080-3338-0990

たこちゅ〜かま1枚 プレゼント

メイクしないほうがいいと思っていませんか？
いよいよ4K本放送はじまります！ 肌があれたら、
NCCメイク甲子園2018
ｄプログラムのファ
ンデなら
す

黒糖パンの

クリームサンド発売中！

■営業時間：8：00〜17：30 ■定休日：木曜日

アベロクでは毎日の暮しを快適に過ごす商品を
お手頃価格で豊富に品揃えしています。

●デイリー衣料

前売り券絶賛発売中！

2,000円以上お買上げのお客様に

TEL0226-28-9101

●鮮魚店

10月20日（土） 仙台いちごのバターサンド
通常価格より

新商品

21日

（日）

11月10日（土） 開演18：00

■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）

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

牛肉無料試食会を開催！

各種御宴会承ります

3,000
■宴会オードブル 3,500

しお彩

TEL0226-25-7126

■営業時間：11：00〜14：20/17：00〜21：00
■定休日：毎週水曜日（火曜日は昼のみ）

■おまかせコース料理

当店は定休日を除き
夜も営業しております。 食 楽
ご来店お待ちしております。 TEL0226-46-1087

各種ディナーコース
ご予約承ります。

10月 20日

（土）

▲

南三陸さんさん商店街 秋の収穫祭

■セール
期間

ご来店お待ちしております。

です！
●海鮮

マルセン

店
工場

TEL0226-46-5355
TEL0226-46-2420

■営業時間：9：00〜17：30 ■定休日：水曜日

七五三、
成人式
記念撮影承ってます。
●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

読書の秋、食欲の秋
古本・絵本も新入荷有ります！カフェでは
秋の新作ブレンドコーヒーをはじめ、手づ
くりアイスには、旬の渋皮栗、いちぢくの
ジェラートが、秋限定メニューとして仲間
入り。どちらも好評頂いております♪
お立ち寄りの際はぜひ！

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

●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：7：00〜23：00 ■定休日：年中無休

