2日
より営業

うございます
明けましておめでとうございます 明けましておめでと
チョコレートからキャラメルに
本年もよろしくお願い申し上げます
TEL0226-46-1087

食楽しお彩

1/2・3 昼のみ営業

■営業時間 （昼の部）11:00〜14:00/（夜の部）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（月曜日は昼のみ営業・夜は休み）

謹賀新年
3日 新年会、
各種御宴会承ります

1月6日

臨時営業
1月9日

より営業

お気軽にお電話ください！

TEL0226-29-6343
■営業時間

臨時休業

11：00〜14：00
17：00〜21：00（ＬＯ/20：30）

COFFEE &
CURRY

●どんぶり専門店

TEL0226-46-1522

■営業時間：8：00〜17：00（１月３日のみ）9：00〜16：00 ■定休日：水曜日

５個入

［営業時間］
9：00〜
10：00〜
16：00
16：00

2日（木） 3日（金）

●お買上げ金額1,080円毎に
1回くじ引きあります。 1月2日のみ

TEL0226-46-2240
（１月３日のみ）9：00〜16：00

■営業時間：9：00〜19：00
■定休日：不定休

あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

初売 2日3日
9：00 OPEN

好評

に応じて
お買上げ金額

福袋

プレゼント

笑顔とキレイのお手伝い

SHISEIDO・KOSE

TEL0226-29-6627

●おしゃれ空間

■営業時間：9：00〜17：00初売期間 ■定休日：不定休

あけましておめでとうございます
●整骨院

今年もやります！「焼き立てお山のマドレーヌ福袋」

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

4日 より

営業します

売2 3

5個の値段で6個入り！

初

本年もよろしくお願いします

11：00〜

します
４〜７日お休み致

菓房山清

㈲雄新堂

時開店

より営業

■営業時間：9：00〜17：00 ■定休日：水曜日（11月〜2月）

■営業時間：11：00〜18：30

（日曜日/11：00〜17：30）

初売
2日・3日

AM9：00〜
PM3：00

限定数

■営業時間：1月2日3日/9：00〜17：00 ■定休日：水曜日（1月〜2月のみ）
1月4日/9：00〜17：30（1月〜2月のみ）

新年明けましておめでとうございます

3日
初売 新春
9
時開店

今年も頑張ります。
よろしくお願い致します。
３日のみ9：00〜14：00

ロイヤルフィッシュTEL0226-46-2643

●鮮魚店 志津川生鮮

■営業時間：9：00〜16：00

■定休日：水曜日・不定休

20％割増商品券
3,000 3,600
たとえば

円→

TEL46-3237
営業時間：
９
：
０
０〜１
８
：
０
０

定休日：不定休

4日 より通常営業します
●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

予約、送迎もいたしますので
お気軽にお電話ください。

4日 より通常営業します
●理容 Ｂ
ＡＲＢＥＲ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

円

■営業時間：通常11：00〜14：00 ディナーは完全予約制です
■定休日：毎週水曜日

初売 2

今年もいろいろのりきって行きましょう！
●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・他不定休有

寒鱈宅急便
今年もおいしい鱈を御賞味ください
4日 より営業致します
TEL0226-46-2159
■営業時間：8：00〜17：00

■定休日：木曜日

明けましておめでとうございます 新年明けましておめでとうございます
今年もアベロクをご贔屓の程よろしくお願いいたします。

初売

本年もよろしくお願いいたします。

・５日は 10：00〜16：00
新春2日9時開店
4日から営業 １１月４日
月８日（水）お休みいたします

●デイリー衣料

ア ベ ロク

■営業時間：9：00〜17：00
■定休日：月曜日

お楽しみ袋 新年あけましておめでとうございます

文具と事務機・OAサプライ
ステーショナリー・SHOP

1割引

500円
1,000円

フレンズ

本年もよろしくお願い申し上げます
TEL0226-25-7126

おせち蒲鉾

初売景品を用意してお待ちしております
●蒲鉾販売 及善蒲鉾店 TEL0226-25-9334
FAX0226-25-9384

TEL0226-46-3028

＊入学・進学のご準備、お祝いに

より営業

■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）

■定休日：月曜日

TEL0226-25-9948

■定休日：なし

9：00〜16：00

4日

TEL0226-28-9101

TEL0226-46-3200

初売
9
2

30％引
30％引

●菓子製造販売

（土・日）9：00〜18：00
■定 休 日：月曜日（祝日の場合火曜日）

明けまして
おめでとうございます

3日

TEL0226-46-5141

1、000円以上お買上げの方に

■営業時間：（平日）10：00〜17：00

今年もよろしくお願いいたします。

TEL0226-46-5355
TEL0226-46-2420

６個入………

より営業

新年明けまして
おめでとうございます

時開店

初売 1月2日（木） 蔵王タルト
バターサンド
（金） 仙台いちごのプレミアム
1月3日

海たろう

本年もよろしくお願い申し上げます

3日 初売 2 3

どうぞ本年も変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます

3日
初売 新春
9

マルセン

■定休日：極力年中無休

明けまして
おめでとうございます

新年明けましておめでとうございます

店
工場

TEL080-3338-0990
■営業時間：通常11：00〜21：00

1月2日〜5日/11：00〜18：00

謹賀新年

より営業

今年もよろしくお願いします

■定 休 日 月曜日（日曜日は昼の部のみ）

●鮮魚・蒲鉾
お惣菜

2日

クレミアソフトクリーム 変わりました

本年もよろしくお願いいたします。
＊成人式の記念撮影承っております＊
●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

元旦営業致します
自家焙煎コーヒーで
ほっと一息♪

NEWS STAND
SATAKE

■定休日：火曜日

ニット帽や藍染めストール
など、冬におすすめの町内
ハンドメイドアイテムも取り
扱い中です。

１月２日（木）お休みいたします

TEL0226-28-9465

■営業時間：9：00〜18：00
■定休日：火曜日・新聞休刊日

●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

初売

新春2日9時開店
●銘茶・茶器・喫茶

に応じて

お買上げ金額

景品進呈
りしだい
景品がなくな
ただきます
終了させてい

阿部茶舗 TEL0226-46-3202

■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：火曜日

新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
１月６日より通常営業いたします
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

6日 より通常営業します
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

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

