日頃のご愛顧誠にありがとうございます。
3/６～7 （2日間）
お蔭様で4周年を迎えることができました。
先着50名様に
今後とも宜しくお願い申し上げます。

日頃よりご愛顧頂きありがとうございます。
お蔭様で4周年を迎える事となりました。

3/6・7 生マグロ丼 1,000円

粗品プレゼント

【限定20食】

TEL0226-46-5141

TEL0226-25-7126

［完全予約制］
■営業時間：ランチ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：毎週木曜日（水曜日は昼のみ）

げさまで4周年
おか

飲食されるお客様【先着100名様】に

■営業時間 （昼）11：00〜14：00

17：00〜21：00

（夜）

全国配送 もやってるよ
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

3/6・7・8

仙台いちごのバターサンド

20％引
20％引

（税込）
を
５個入 1,080円

3/9・10・11 蔵王タルト
1,188円
（税込）
を
６個入

●菓子製造販売

●どんぶり専門店

■定 休 日 月曜日（日曜日は昼のみ）

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！

●鮮魚店

1等

4周年感謝

セール
高級箸プレゼント 福＊1引,00き
0円毎に1枚

TEL0226-29-6343

菓房山清

TEL0226-46-3200

★オンラインショップはじめました。

■営業時間：9：30〜18：00
■定休日：なし

2等
3等

一部セール開催中！
「ポーランド食器」
＊ホワイトデーにオススメのコーヒー豆とスイーツのセット
などもお得にご用意しております♪

TEL0226-28-9465

も

9周年!!

日頃のご愛顧心より感謝申し上げます

お得な特製セットも盛りだくさん！
！

気になる化粧品の使い方やメイクのこと、
どうぞお気軽に聞いてください！
SHISEIDO
KOSE 化粧品 ●おしゃれ空間

眉デザインアドバイス

500円 税抜

TEL0226-29-6627

ボックスティッシュ1箱
■営業時間：9：00〜18：00
■定 休 日：なし

お刺身バイキング1,000円以上お買上げで

特製子持ちめかぶ 1カップサービス！
TEL0226-46-2159
■営業時間：8：00〜17：00

お蔭様で4周年

感謝と御礼のお買得品コーナーを開催
●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

新発売
ＴＶ、
新聞で紹介された

650円

■甘口…

オクトパス君カレー

＋税 ■中辛…

700円

＋税

㈲わたや TEL0226-29-6358

3倍

㈲雄新堂

さらに化粧品2,000円以上で
7日分サンプルプレゼント！

TEL0226-46-2240

ドド〜ンと

■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：毎週月曜日・第３日曜日

厚焼き笹かま
真空8枚入

！
大特価！

1,000円
税込

及善蒲鉾店

TEL0226-25-9334
FAX0226-25-9384

COFFEE &
CURRY

■営業時間：11：00〜21：00（中休みなし）
■定休日：極力年中無休

大丈夫 なんだって のり きれる
のりきるお守りあります♪
●焼のり・味のり
しおのり

（2月〜3月のみ）
■営業時間：9：00〜17：00■定休日：火曜日

鮮魚・かまぼこ・お惣菜！
創作あまびえ蒲ぼこ発売中
おひな様もありますヨ！

●海鮮

マルセン

店
工場

TEL0226-46-5355
TEL0226-46-2420

で

■営業時間：11：00〜18：30

（日曜日/11：00〜17：30）

■定休日：月曜日

おめでとう!!

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！

期間

3月1日 町内産のいちごを
～31日 特別価格で販売！
町内の農家さん「グランド
カンパニー」が作るいちごを
特別価格で提供します。

さんさん市場
TEL0226-28-9101

1,000円

ご入学・ご就職

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

3月
店頭にて
13日（土） 牛串の実演販売
14日（日）

登米市産の黒毛和牛
を店頭で焼きます。
1本

500

円

■営業時間：9：00〜18：00
■定休日：なし

おかげ様で4周年！ありがとうございます！

1,200円相当の詰合せを

TEL0226-25-9948

TEL080-3338-0990

文具と事務機・OAサプライ

ステーショナリー・SHOP

新学期にむけて学用品も
文房具もせいぞろい！
TEL46-3237
新社会人の通勤用品も
営業時間：
９
：
０
０〜１
８
：
０
０
みんなフレンズでＯＫね。
定休日：不定休

卒業・入学記念撮影承っております！

特 別 企 画 震災から10年の肖像（先着10名）無料

一番想い入れのある場所で一枚撮影します。
（白黒仕上げ/2Ｌサイズ額入れ）
●写真業
スタジオ撮影

さりょうスタジオ ■営業時間：9：30〜18：00
TEL・FAX 0226-28-9291 ■定休日：火曜日

おかげさまで4周年！
感謝申し上げます

一日も早くコロナが収まり、安心して暮らせますように

おいしい銘茶とちょっといっぷくの甘味処

●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

お蔭様で4周年！

ポイント

TEL0226-46-1055

■営業時間 （昼の部）11:00〜14:00/（夜の部）17：00〜21：00
（ラストオーダー） 20:30
■定 休 日 火曜日（月曜日は昼のみ営業）

●クレジットカード＆ R pay 使用できます。

Lipsメンバーズ

●美容室

食 楽 しお彩 TEL0226-46-1087

●蒲鉾販売

さんさん商店街4周年
ありがとうございます！
！

めかぶサービス！
！

4周年記念詰合せ

3/3（水）〜6（土）

■営業時間：10：00〜18：30
■定休日：不定休

＊ご来店のお客様全員に＊

■営業時間：9：00〜17：00 ■定休日：水曜日

■定休日：木曜日

■営業時間：9：00〜18：00 ■定休日：火曜日（不定休あり）

■定休日：火曜日・不定休あり

おかげさまで4周年!!

辛みそ・塩 どちらか1品！

TEL0226-46-1522

南三陸グッズ・
おみやげ

■営業時間：10：00〜18：00

高級葱塩牛たん 120ｇ×2Ｐ
志津川ホルモン800ｇ

海たろう

＊4周年記念セール＊

NEWS STAND
SATAKE

小鉢・デザート・みそ汁付 （税込1,100円）

3/3・4

■営業時間：9：00〜19：00 ■定休日：不定休

電話予約、無料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

お客様のお困り事に対応します。
お気軽にお声がけください。
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
●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

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

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

