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1年間の
ご愛顧

ありがと
う!!

名産松阪肉 朝日屋名産松阪肉 朝日屋名産松阪肉 朝日屋名産松阪肉 朝日屋 シモオカ陶苑シモオカ陶苑シモオカ陶苑シモオカ陶苑

しるべしるべしるべしるべBRANBRANBRANBRANピゲピゲピゲピゲ タイユヴァンタイユヴァンタイユヴァンタイユヴァン

本1

本1

本3

本各2

本5

Ｔシャツ 入浴剤・芳香剤 手作り小物

婦人服 本1 本1 本2 本2

菓子詰め合わせ 菓子詰め合わせ

水筒または鍋　
ディズニー
掛時計　 ウクレレセット　

本3 本2 本2 本2 本3 本3

本2本1 本2 本3お楽しみセット 洋裁用具 婦人服

ニナ・リッチ
スカーフ 本1

本2 本1

メガネクリーナー
セット 本2

おもちゃセット

アクセサリー 婦人用品　
バッグまたは
ハンカチ　

レフティーレフティーレフティーレフティーうどんの幸助うどんの幸助うどんの幸助うどんの幸助 民芸寿司処 魚九民芸寿司処 魚九民芸寿司処 魚九民芸寿司処 魚九 弁慶うどん弁慶うどん弁慶うどん弁慶うどん

都シティ 津都シティ 津都シティ 津都シティ 津
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セール
期間

津市大門大通り商店街

歳末　　   セール

大抽選会大抽選会

12/14（土）～12/20（金）
何が当たるかお楽しみ!

12/21（土） 午後2時～
街の駅だいもんにて

上記セール期間中、大門大通り商店街下記の
参加店にて500円お買い上げ・お食事毎に

スタンプ台紙に店名スタンプを1個押印します。
3,000円以上お買い上げ（スタンプ6個）で

1回抽選できます。
※当たりが全て出た時点で抽選会は終了とさせていただきます。

詳しくはスタンプ台紙に記載の
注意事項をご確認願います。

主催：津市大門大通り商店街振興組合
※写真は一部イメージです。（商品は予告なく変更になる場合があります。）

見本

見本

津観音門前
町づくり委員会

飲食店のお食事券飲食店のお食事券自慢味

モードサロンおのモードサロンおのモードサロンおのモードサロンおのメガネの服部メガネの服部メガネの服部メガネの服部 三宅医院三宅医院三宅医院三宅医院

21’s BALLOON21’s BALLOON21’s BALLOON21’s BALLOON

岩田楽器店岩田楽器店岩田楽器店岩田楽器店 佐野商店佐野商店佐野商店佐野商店近藤楽器店近藤楽器店近藤楽器店近藤楽器店

グレイスキタムラグレイスキタムラグレイスキタムラグレイスキタムラ

村田金物店村田金物店村田金物店村田金物店

シスキンシスキンシスキンシスキン ブティックノンブティックノンブティックノンブティックノン

甲子堂時計店甲子堂時計店甲子堂時計店甲子堂時計店

とらや本家とらや本家とらや本家とらや本家白銀屋呉服店白銀屋呉服店白銀屋呉服店白銀屋呉服店 ぷりんと博士ぷりんと博士ぷりんと博士ぷりんと博士 平治煎餅本店平治煎餅本店平治煎餅本店平治煎餅本店

衣料のマツザカヤ衣料のマツザカヤ衣料のマツザカヤ衣料のマツザカヤ

あのつ画廊あのつ画廊あのつ画廊あのつ画廊



各店

歳末感謝 3割引!! 3割引!! 
ご来店をお待ちしております!!

津観音へ
年越し参り

　12月26日に部分日食が起こります。津では14時
24分頃から欠け始め、15時半には太陽の約四分
の一が欠けます。欠ける割合は南へ行くほど大き
く、東南アジアでは月によって隠された太陽がリン
グのように見える金環日食になります。太陽と月の
つくる大きな「まる」で一年を締めくくれば、新し
い年も円満に暮せそうですね。太陽の光を直接見
るのは大変危険ですので、日食をご覧になる場合
は日食グラスなどの準備をお忘れなく。

岡三・神楽洞夢（出）

その52
神楽神楽
K A G U R A - T A L K

～永遠の輝きをあなたに～

～オシャレな小物でオシャレを演出～

一日限定10食限り

K18WG
ダイヤペンダントネックレス（0.10ct）

29,800円→20,860円
牛革ショルダーバッグ

20,000円→14,000円

メガネ
レンズ・フレーム

3割引3割引 3割～5割引3割～5割引 3割引3割引3割引3割引

3割引3割引 3割引3割引

3割引3割引

アクセサリー、コート、
ジャケット、カシミヤセーター、
カーディガン、小物

30%OFF30%OFF

30%～50%OFF30%～50%OFF 30%OFF30%OFF

2020年の新年を津観音にてお迎え
ください。
年越し参りにいらっしゃったお客様
へのおもてなしとして、甘酒の振る
舞いを街の駅だいもんにて行なわ
せていただきます。
また、除夜の鐘を撞きたいという方
には鐘楼前にて整理券をお配りし
ます。年越し参りは津観音へ是非お
越しください。

弁慶うどん
TEL 059-225-4878
営業時間 11：00～20：00　

天ぷらの
カレーうどん
800円 → 500円800円 → 500円
カレー粉をそのままだしに溶かす。
衣が味のアクセントですが、
だしが味の決め手です。

浦村産　

カキフライ定食

飯処 しるべ
TEL 059-261-4116
営業時間 11：00～20：30

21’s BALLOON
TEL 059-229-5310
イベントや配達ででていることがございます。
ご来店の際はお電話下さいませ。

クリスマス
バルーンアート
装飾グッズ

クリスマスプレゼントにぜひどうぞ

あのつ画廊
TEL 059-228-8188
営業時間 10:00～15：00

休館日
月・火・水曜

近藤楽器店
TEL 059-225-2755
営業時間 10:00～19：00

なべ・やかん 
フライパン

甲子堂時計店　
TEL 059-228-2765 
営業時間 11：00～16：00

村田金物店　
TEL 059-228-2735
営業時間 9：00～20：00

衣料のマツザカヤ
TEL 059-227-1931 
営業時間 9：30～19：30

シスキン
TEL 059-228-3667 
営業時間 11：00～19：00

まずはお店にお立ち寄りくださいませ
お待ち申し上げます。

ブティック ノン
TEL 059-223-2889
営業時間 10：00～19：00

モードサロンおの　
TEL 059-228-6248
営業時間 10：00～17：00

シモオカ陶苑
TEL 059-227-1161
営業時間 10：00～18：00

メガネの服部　
TEL 059-226-7878 
営業時間 9:30～19：00

グレイスキタムラ
TEL 059-226-5501
営業時間 10:00～19：00

（+税）

（+税） （+税）

定価1,220円→850円（税込）

（+税）

麵が無くなり次第終了

京都 味味香名物

オリジナル商品が
なんと なんと全商品

午前9時～午後6時迄

深夜12時～翌朝9時の時間帯
4時間30分以上駐車された場合は

900円となります。

30分無料

和布で作った
バッグやアクセサリー・
また来年の干支やクリスマスの
飾り等いろいろです。

手作り品の
ワゴンセールワゴンセール

（老眼鏡、ルーペ、小物は除く）

普段から欲しかったあの品この品・・・
お目当ての品を購入する絶好のチャンス

有田焼  萩焼  備前焼
信楽焼    清水焼 

九谷焼九谷焼
 他

繊維の宝石
本物カシミヤ100％
コート、セーター

冬物商品
一部

数に限りあり

ギター各種
定価40,000円以上の品

定休日
水曜

定休日
火・水曜

定休日
水曜

定休日
日曜

定休日
火・水曜

定休日
水曜

定休日
水曜

年中
無休

定休日
水曜

定休日
月曜

定休日
日曜・祝日

定休日
水曜

セール期間 12/14土▶12/20金

三重大農場より

冬の届けもの
三重大農場より

冬の届けもの
だいたて駐車場

ご好評のため早々に品切れが予想されます。今回も数に限りがあり
ますのでお早めにお越しください。津市大門大通り商店街振興組合

安全・安心・おいし
い

　農産物を販売し
ます。

12月19日（木）

大門大通り商店街 朝10時よりお求めいただけます。
販売場所 街の駅だいもん内

甘酒の
振る舞いも
あります!!

休館日：毎週月曜日

津市大門10-21 TEL 059-273-6536

12/27（金）から 1/6（月）まで
お休みします。

年末年始 お休みのお知らせ


