南三陸さんさん商店街 年末セール
ご予約を承っております

来る年の皆様のご健勝と
ご多幸をお祈り申し上げます

ご予約は
0日まで

新年会、同級会、卒業式など御宴会予約承り中！
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【お気軽にお問い合わせください】

TEL0226-46-5141
■営業時間：11：00〜14：20/17：00〜21：00
■定休日：
３
１日はテイクアウトのみの営業です（ネタの関係上ＨＰで確認お願いします）

本年は格別のご愛顧を賜り
厚くお礼申し上げます
来年も何卒よろしくお願い致します
年内は12月30日
TEL0226-29-6343
昼のみ営業

■営業時間

TEL0226-25-7126

志津川生鮮ロイヤルフィッシュ TEL0226-46-2643
■営業時間：9：00〜16：00 ■定休日：水曜日・不定休

●どんぶり専門店

海たろう

正月用こしあん

1,000

1ｋｇ入
1,200円+税を
●菓子製造販売

税別

円

仙台いちごのバターサンド
12月28日（土）

20％引
バターサンド
プレミアム
20％引
通常価格より

仙台いちごの
12月29日（日）

通常価格より

菓房山清 １２月３１日 ９：００〜１６：００まで営業

TEL0226-46-3200 ■営業時間：9：30〜18：00 ■定休日：なし

この一年ありがとうございました。
おみやげ品のほか
「クリーニング」
の受付と
「学生用品や運動着」
を取り扱っています。
●学生衣料・クリーニング受付
●南三陸グッズおみやげ

わたや TEL0226-29-6358

■営業時間：9：00〜17：00（冬季営業時間）■定休日：火曜日

■１
２月３
１日〜１月１日休業 １月２日初売

お正月の
ご準備に…

＊黒糖パンのクリームサンド

好評発売中

（土・日）9：00〜18：00
■定 休 日：月曜日（祝日の場合火曜日）

㈲雄新堂
■営業時間：9：00〜19：00
■定休日：不定休

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

年内は12月29日 9：30〜15：00

12月30日〜1月5日迄お休みさせていただきます

TEL0226-25-9334
FAX0226-25-9384

■営業時間：9：00〜18：00■定休日：元旦のみ

【年末の営業について】

■12月31日 9：00〜12：00まで
TEL0226-28-9101
■営業時間：9：00〜17：00 ■定休日：なし

今年もたくさんのご利用ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
■１
２月３
１日〜１月１日休業 １月２日初売

●デイリー衣料

ア ベ ロク

TEL0226-46-3028

■営業時間：9：00〜17：00
■定休日：月曜日

一年のご愛顧に感謝申し上げます。
皆様にとって来年が良い年でありますように

■営業時間：11：00〜18：30

（日曜日/11：00〜17：30）

TEL0226-25-9948
1年の計は
元旦にあり！

おいしい銘茶と ちょっといっぷくの甘味処

１
２月３
１日 午前中のみ営業
●銘茶・茶器・喫茶

初売りは新年2日です

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
年内３０日まで営業致します

予約、送迎もいたしますので
お気軽にお電話ください。
●理容

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

カレンダー・手帳
ダイアリー

20％引

☆かわいいお年玉袋もせいぞろい☆

文具と事務機・OAサプライ

TEL46-3237

ステーショナリー・SHOP

阿部茶舗 TEL0226-46-3202

■営業時間：9：00〜18：00 年内休まず営業

■定休日：月曜日

営業時間：
９
：
０
０〜１
８
：
０
０

定休日：不定休

12月31日 ＡＭ9：00〜ＰＭ3：00 元日 休業いたします

今年も一年ありがとうございました
お買上げの方に ＊卓上カレンダープレゼント中＊
12月31日・1月1日休み
SHISEIDO・KOSE

●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

税込

ツナマヨコーンピザ

1,500円

税込

29日

（日）

ご予約は受取り希望日前日の
20：00までにお願いします。

COFFEE &
CURRY
TEL080-3338-0990
■営業時間：通常11：00〜21：00
■定休日：極力年中無休

＊商品受取り：12/23
（月）
～12/25
（水）
13：00～20：00

今年もありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。

12月31日/半日営業
●焼のり・味のり
しおのり

1月2日から通常営業

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

お魚！お刺身！めいっぱい
取り揃えております
蒲鉾

自社製
もご用意しております！
【全国発送もご用命を！】
店 TEL0226-46-5355
●海鮮
工場 TEL0226-46-2420

マルセン

■営業時間：9：00〜17：00 ■定休日：水曜日

今年も大変お世話になりました
＊同級会記念集合撮影 ＊成人式記念撮影承ってます
＊年賀状ギリギリまで

１
２月３
１日 ９
：
０
０〜１
３
：
０
０まで営業

TEL0226-46-2240
１
２月３
１日 ９：００〜１
６：００まで営業

予約受

【全国発送承ります】

及善蒲鉾店

●蒲鉾販売

■定休日：木曜日

今年同様、来る年もアベロクを
よろしくお願いいたします。
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板かまぼこ、
カステラ
伊達巻、
ナルト巻

TEL0226-46-2159

新しい年は暖か肌着で 迎えましょう

TEL0226-46-1087

おせち蒲鉾 割引

特価で販売！
■営業時間：8：00〜17：00

食 楽 しお彩 クリスマスピザ 1,500円
付中！

■営業時間 （昼）11:00〜14:00/（夜）17：00〜21：30
（ラストオーダー） お食事20:30 お飲み物21:00
■定 休 日 火曜日（月曜日はランチのみ営業）

真だこ・なめた・生かき・いくら

今年も一年ありがとうございました

こしあん
つぶあん

ご用意しております。

■営業時間：（平日）10：00〜17：00

TEL0226-46-1522

●鮮魚店

［12/27～29］

■営業時間：通常11：00〜14：00

海鮮丼 1,480円 ホルモン丼 980円
サーモン・イクラ親子丼 牛たん丼 1,480円
1,280円
年内は12月30日までの営業

（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

●12月31日〜1月2日…休み

12月29・30日 昼のみ営業
12月31日〜1月１日 休み

Xmas具だくさん
スペシャルピザ

年末年始用

■定 休 日 月曜日（日曜日は昼の部のみ）

11：00〜14：00
17：00〜21：00

●12月30日…ランチのみ営業

年末年始営業時間

年内の営業

■期間

▲

＊31日（大晦日）のテイクアウトの

12月 27日

（金）

●写真業
スタジオ撮影

１
２/３
１９：００〜１
５：００

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

新しい焙煎機が入り
コーヒーがより美味しく
なりました♪
豆や粉でも販売
しておりますので
ぜひご利用ください♪

年内は１
２/３０まで営業

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

