




おおほり店主おすすめ旬の酒、
ご予約承ります。
　●　純米吟醸「祥雲金龍」

７２０㎖　　￥１,５７０（税込）
化粧箱入　￥１,７１３（税込）

穏やかな吟醸香となめらかな
味わいの酒

TEL　0223－３４－１６０１

亘理町逢隈田沢字鈴木堀９２－１
（逢隈小学校前旧国道６号線沿）

日本名門酒会　お酒のことなら当店へ

四季のお酒の店　おおほり

定　休　日 日曜日
営業時間 ９：００～１９：００

育毛パーマとは、パーマ液の作
用を最高度に活用させる技術で
す。毛髪や頭皮の細胞を活性化
させることで、髪を傷めること
なく、健康な髪と頭皮をお守り
します。
当店は完全予約制です。お電話
お待ちしております。

TEL　0223－３７－３１８８
山元町山寺字新物見前１４－１９

山元町で育毛パーマができるのは当店だけ！

マミー美容室

定　休　日 月曜日、第１・３日曜日
営業時間 ９：００～１３：００

宮城耐震施工技術者、一級建
築技能士資格を持つ事業主が、
責任を持って施工致します。
　●　台所リフォーム
　●　水廻りリフォーム
　●　床の張替え　など
どんな小さい事でもご相談下さ
い。相談、点検は無料で行って
おります。

TEL　０９０－３３６４－７５８２
亘理町逢隈鹿島字寺前北４７－１

リフォームを手がけて３０年！　おまかせ下さい

山川建業

柴田塗装で住まいをキレイに！
早め早めのお手入れが、住まい
を長持ちさせる秘訣です！！
宮城県内の外壁、屋根塗装なら
お気軽にご相談下さい。
お見積もりは完全無料！

TEL　０９０－８２５７－３８７６
山元町山寺字泥沼２５２－５

柴田塗装が、ぜ～んぶ解決いたします！

株式会社　柴田塗装

定　休　日 不定休
営業時間 ８：００～１７：００

染め上がりの艶としなやかさを追求
したオイルエッセンスカラー。「艶カ
ラー」を表現する三種類のオイル
エッセンス。オリーブオイル・ホホ
バオイル・コラーゲンオイル配合。
カラー料金にプラス３００円で美しい
ツヤ髪に…
●　カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥１,650（税込）
●　カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥４,510（税込）
●　縮毛矯正・・・・・・・・・・・・・・￥１２,１００（税込）
●　パーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥８,２５０（税込）
●　レディースシェーブ・・・￥２,０９０（税込）
髪の悩みご相談ください

TEL　0223－３４－８５２６
亘理町逢隈下郡字明神１６２－３（南）

冬のスペシャルキャンペーン

Hair　ｗorks　キムラ

定　休　日 月曜日・第３日曜日
営業時間 ９：００～２０：００ 500円OFF

チラシ持参で

TEL　0223－３４－１５３０
亘理町字南町１５－４

笑顔も花咲く希望の『亘理の花サブレ』

渡部菓子店

定　休　日 日曜日
営業時間 平日9：００～１７：３０（土曜日・祝日９：００～１７：００）

サクッと口あたりのよい
花サブレは贈答用としても
人気です。
亘理のいちごを使ったお菓
子を中心にその他、たくさ
んのパン・焼き菓子・ケー
キがあります。
ぜひお越し下さい！

カット、髪染め、パーマや縮毛矯正
などお客様のニーズに合わせて
やってみたい髪型に！　ヘアースタイ
ルで気になっている事や悩んでいる
事などのご相談も話してみてくださ
い。頭皮マッサージで気分転換、
育毛ケアにも最適なヘッドスパなども
オススメです。
お客様一人一人心をこめてヘアケ
アをさせていただきます。送迎もし
ております。お気軽にお電話を！

TEL　0223－３７－２１０２
山元町大平字牧田２－１

お客様一人一人のヘアースタイリスト！

ヘアーサロン　道化師

定　休　日 月曜日、第１・３日曜日
営業時間 ８：３０～１９：００

肩・首の不快な症状で一日が始
まるのは、あまりにも辛いですね。
もしかしたら、枕が合っていないの
かもしれません。当店のオーダー
メイド枕で驚くほど症状が緩和
した方が大勢いらっしゃいます。
まずは、ご購入者様の声をお聞き
ください。

TEL　0223－３５－６３３６
亘理町字上茨田３９－１

肩こり・首痛が緩和するオーダーメイド枕

眠りの店　たかぎ

定　休　日 水曜日
営業時間 １０：００～１９：００

大正元年創業、伝統の職人の
技で一品一品に丹精をこめた馬
上のかまぼこの深い味わいは、
多くのお客様からご愛顧を頂い
ております。贈る方も贈られる
方も笑顔になるそんなふるさと
の逸品です。新型コロナウイル
ス感染予防策も万全に元気に営
業中です。

TEL　0223－３４－１２５８
亘理町逢隈鹿島字西鹿島６２

地元の皆様に愛され続けて、１１１年

株式会社　馬上かまぼこ店

定　休　日 元日
営業時間 ８：３０～１８：００

おかげさまで、創業以来９１年と
なる金物店でございます。各種
刃物をはじめ、ガラス工事、ア
ルミサッシ販売をしている技能
士の店です。一枚のガラス補修
から、ビルのガラス工事までさ
せていただいております。また
錠の交換、窓や玄関の断熱改
修など、皆様のお役に立ちたい
と思っております。

TEL　0223－３４－１２３６
亘理町字中町３４

ガラス工事、アルミサッシの販売　技能士の店

ガラス＆ハード　キクセイ

定　休　日 日曜日・祝日
営業時間 ９：００～１８：００

（菊清金物店）

お電話１本でお客様のお宅まで
灯油を配達致します。ポリ缶運
びが大変になってきた方、ホー
ムタンクに給油を希望される方
など親切丁寧に対応させていた
だきます。食べて美味しく贈っ
て安心の各種みやぎ米も取り揃
えております。ご用命お待ちし
ております。

TEL　0223－３４－１２０６
亘理町字五日町１５

灯油配達のご用命はぜひ丸竹青田商店へ！

株式会社　丸竹青田商店

定　休　日 日曜日・祝日
営業時間 ８：３０～１８：００

「せとや」では地元の梅やいち
ごを使い、酸味、食感、色彩を
大切にして作っています。
亘理の梅を使用し酸味が特徴の
「梅ようかん」、亘理にしかない
味いちごの羊羹「いちご苑」、
ゆずの香りの良いところだけで
作った柚子の羊羹「柚流し」。

TEL　0223－３４－１４１２
亘理町字中町１０

わたりのおみやげ「梅ようかん」

梅羊羹本舗　せとや

定　休　日 元旦・不定休
営業時間 ９：００～１９：００

完売につきご迷惑をお掛けして
おりましたが、新海苔の収穫が
始まりました。１２月より焼海苔
の販売を再開いたします。香り
豊かで口どけの良い一番海苔を
ぜひご賞味下さい。
いま料理界で話題の「黒ばら」を
はじめ、直売所だけのお買い得
商品もお見逃しなく！

TEL　0223－３５－７３３０
亘理町荒浜字隈崎１７５－１

海苔シーズン到来　！　今だけ「朝摘み生海苔」

あらはま海苔合同会社

定　休　日 土日のみ営業（祝日休み）
営業時間 １０：００～１４：００

亘理町の田んぼで育てたもち米
を使い、あられを作っています。
醤油や味噌、のりなど味付けの
材料にも宮城県産を多用。お土
産や贈り物にご利用下さい。
１２／１０までのご注文で、ギフト
品１０％割引させて頂きます。
６種入り2,２００円、９種3,３００円
など各種（税込）

TEL　0223－３４－１４１７
亘理町逢隈鹿島字吹田５１

１２／１０までのご注文でギフト１０％割引

みやぎのあられ株式会社

定　休　日 不定休
営業時間 ９：００～１７：３０

エール商品券での御買上大歓迎
【新春初売予告】
令和５年１月２日・３日、御来店
お買上のお客様に、すてきなお
年玉をプレゼントします。
【学校指定】
［制服販売］
　亘理中・逢隈中・吉田中
［体育着販売］亘理小・逢隈小
［亘理小名札取扱店］

TEL　0223－３４－１２３９
亘理町字新井町６９

１２月中お買上の方に、粗品を差し上げます。

綜合衣料・学生衣料・体育着
　　す屋本店

定　休　日 第１・第３日曜日
営業時間 ９：３０～１８：００

TEL　0223－３２－０２３４
亘理町逢隈高屋字棚子１－４　グリーンハウス壱番館

お正月用あんこ、ずんだ等のご予約承ります！

株式会社　おはぎ本舗　たなぼた家

定　休　日 水曜日営業時間 ８：００～１５：３０（完売の場合時短あり）

あんこ・ずんだ・ごま・き
なこなど、毎朝ひとつひと
つ心をこめて、手造りして
います。
添加物を一切使用していな
い甘さひかえめなおはぎ。
やさしい気持ちになれる味
一度ご賞味下さい。
〔お正月用のあんこ等の販
売もご予約受付承ります〕

いつも伊藤生花園をご利用頂き
誠にありがとうございます。
ジャパンフラワーネットワーク東
北大会アレンジコンテストに於
いて第一位となりました。
確かな技術と丁寧な接客で、ス
タッフ一同心よりお待ちしてお
ります。

TEL　0223－３４－８７３３
亘理町字中町１６

フラワーアレンジコンテストで優勝しました！

有限会社　伊藤生花園

定　休　日 日曜日
営業時間 ９：３０～１８：３０

AfterAfter

BeforeBefore

After

Before

お庭のお手入れ何でもお任せく
ださい！
　●　造園工事
　●　庭園管理一式
　●　除草伐採
　●　庭木消毒
　●　敷石工事　など
お気軽にご連絡下さい。

TEL　０９０－８６１４－１８７５
亘理町吉田字中原５５－２３６

街の身近な植木屋さん

菊地園

定　休　日 不定休
営業時間 ２０：００まで連絡可




