南三陸さんさん商店街

16

12：00〜
日（水） 安城学園高等学校

8月の 8月
イベント 予告
情報！

弦楽部

残暑お見舞申し上げます

残暑お見舞申し上げます

お盆中休まず営業致します
ご来店お待ちしております

●８/１１～１６日お盆期間特別営業とさせて頂きます

TEL0226-46-5141

TEL0226-25-7126

［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

■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）

＊8/10〜8/18まで…昼のみ営業
10：30〜15：00
（夜はお休み）

■営業時間

11：00〜14：00
17：00〜21：00

（ラストオーダー20：30）

TEL0226-29-6343

まぐろ・ねぎとろ・三色丼
海鮮丼サーモンとイクラ…

海の幸たっぷり

●どんぶり専門店

30％引

サマーギフト

フルーツゼリー・水ようかん
●菓子製造販売

菓房山清

TEL0226-46-3200

■営業時間：9：00〜18：00
■定休日：なし

＊ゼリー・水ようかん各種

＊黒糖パンのクリームサンド【好評発売中】
TEL0226-46-2240
■営業時間：9：00〜19：00

㈲雄新堂

在庫品
限り

10日～18日 休まず営業
20日 臨時休業

モアイポロシャツ

円
2,500
㈲わたや

3,200円の品

南三陸グッズ・
おみやげ

TEL0226-46-2159
■営業時間：8：00〜17：30
10日～18日 休まず営業

卒業アルバム複製します

残暑お見舞
申し上げます
8 月の予定

11日～16日 通常営業
17日～18日 昼のみ営業
19日～21日 お休み

●写真業
スタジオ撮影

■定 休 日 火曜日（月曜日は昼のみ営業・夜は休み）

笹かまぼこ2枚プレゼント
●蒲鉾販売

及善蒲鉾店

まだまだ暑い日が続きますが、熱中症対策にはおいしいお茶と
梅干しが効果的です。元気に夏を乗り切りましょう。
●銘茶・茶器・喫茶

阿部茶舗 TEL0226-46-3202

■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：火曜日（１３日は通常営業です）
8/21
新発売

自然にカバーして
うるっとツヤ肌！

べネフィーク
ファンデーションジー二アス
５色 4,500円（税抜）

ぜひ店頭にてお試しを！
＊夏の疲れ肌に約30分

クイックエステ 1,500円

化粧品と雑貨のお店

●おしゃれ空間

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

8月16日
（金）～19日（月）…お休み致します

COFFEE &
CURRY

南三陸 海の幸でお待ちしております

マルセン

●海鮮

店
工場

TEL0226-46-5355
TEL0226-46-2420

（14日は休まず営業）
■営業時間：9：00〜17：30 ■定休日：水曜日

21日（水）
・22日（木）お休み致します

■営業時間：通常11：00〜23：00（中休みなし）■定休日：極力年中無休

も
すね
ね
お盆で ご先祖さま さんに来て
さん

●焼のり・味のり
しおのり

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

8/11

☆たみ子の海パック
☆魚市場キッチン

【試食販売！】
TEL0226-28-9101

■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：なし

取り揃えてお待ちしております。
12日は休まず営業致します。
■営業時間：11：00〜18：30

（日曜日/11：00〜17：30）

■定休日：月曜日

●デイリー衣料

ア ベ ロク

■営業時間：9：00〜18：00
TEL0226-46-3028 ■定休日：月曜日

期間中2,000円以上お買い物のお客様に、
ております♪
オリジナル「オクトパスくんグッズ」を差し上げます。 雑貨コーナーでは、ポーランド食器
文具と事務機・OAサプライ
やハンドメイドのアクセサリーも
TEL46-3237
ステーショナリー・SHOP
９：００〜１
７：００ 好評販売中！
（１０〜１８日）営業時間：
ぜひお立ち寄り下さい。
定休日：不定休

大好評

10日～13日
14日～15日
16日～17日
18日

通常営業
お休み
通常営業
お休み

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

お盆中も
通常通りです

10日（土）～18日（日）
通常営業
19日（月）～21日（水）
お休み致します

ドンドン

オクトパスくんオリジナルグッズプレゼント！ 自家焙煎の水出しアイスコーヒー
やスイーツセットなどをご用意し

盆が近づいたら

TEL0226-28-9101

■営業時間：11：00〜16：00
10日（土）～15日（木）営業
16日（金）…お休み

夏の衣料！

お中元・お盆用 お菓子各種

TEL0226-25-9948

TEL080-3338-0990

営業時間が変更になる場合があります

★海産物全国発送！
！★

TEL0226-29-6627
■営業時間：10：00〜19：00
■８月の休み：
１４日・２０日・２５日

TEL0226-25-9334
FAX0226-25-9384

★10日～18日まで★ 「モモナシ」8月31日（土）
10：00～18：00
ブツアー2019
わくわく体験ライ
star t
［窓口販売のみ！］
18：00open 19：30

■営業時間：9：00〜18：00■定休日：元旦のみ

13日… 休まず営業

残暑お見舞申し上げます

●理容

TEL0226-46-1087
■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

TEL・FAX 0226-28-9291
さりょうスタジオ ■定休日
：火曜日

■営業時間：（10日～18日）9：30～18：00

■営業時間：9：30〜18：00
■定休日：月曜日

食 楽 しお彩

2,000円以上お買上げのお客様に

10冊単位で承ります その場合１冊3,500円（税抜き）より

TEL0226-29-6358

8月13日（火）…9：00～15：00
8月14日（水）
～16日
（金）
…お休み致します

21日～22日 お休み

（当店著作のものに限ります。詳しくは当店で）

税込

TEL0226-46-2234 FAX0226-29-6934

■営業時間：9：00〜18：00
■定 休 日：８月休まず営業

丼物各種
お刺身バイキングもやってます！！

（13日は営業しています）
■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：火曜日

パナソニックの店

海たろう

TEL0226-46-1522

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

8/11〜14

他

志津川ホルモン・牛タン・サーロイン丼 他

■定 休 日 月曜日（不定休あり）

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！
休まず営業
全国配送 もやってるよ 10日～18日
20日～21日 お休み
●鮮魚店

13：00・14：00（2回開催） 問合せ先 さんさん商店街インフォメーション
東京多摩ハンドベル＆コーラスコンサート
TEL0226-25-8903
8月24日（土） 10：00〜15：00 ご当地キャラクターふれあい
8月31日（水） みちのくブラスアンサンブル
㈱南三陸まちづく
り未来
予告 12：00〜15：30 音プロジェクトミニライブ
予告 まちかどコンサート
TEL0226-28-9880
11：00〜

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

13日は休まず営業致します。

●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

8月13日（火）～15日（木）…お休み致します

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

