
ブルーブルーエ

●KiU ウォータープルーフボディバッグ
各 2,970円

はっ水、防水加工が施されたボディバッグ。コンパ
クトながらお財布・スマホなど楽に収納できます。

フラワープロデュース
●ひまわりアレンジメント　2,200円
ひまわりを使ったアレンジメントなど
ご予算に合わせてお作り致します。日頃
の感謝の気持ちを込めて、父の日にお花
を贈りませんか ？

販売期間　６月中旬～

マッフェン
●父の日ミニデコ

450円
ちょっとしたプレゼントにピッタリ
のミニケーキです。
父の日にぜひ ！

  FATHER’S DAY

●水ようかん　1個 250円
贈り物に人気の「水ようかん」爽やかな
甘さが大人気です！

販売期間　５月下旬～９月上旬予定

こだまのどら焼

❷パドルブラシ　4,070円
ブラシ部分が頭皮に刺激を
与え、心地よいブラッシングを
可能にするヘアブラシです。
男性ヘアケア部門No.1 !!
父の日にぜひ

❶カルポリタン 1,210円　
モチモチ太麺、濃厚カルボナーラ
仕立て。待望のクリーム系が
新登場！　❷クラシックスタイル
ハンバーグ 1,540円　王道
の目玉焼きのせデミグラス
ハンバーグが復活!!　❸大人様
プレート 1,925円　迷ったら
コレ ！　1/2サイズのハンバーグ
とナポリタン、人気の洋食
メニューをお得なワンプレート
にした、まさに「オトナのため
のお子様ランチ」です ！

HACHI’S Café&Dining

海苔巻き 長吉
●本鮪・桜びんちょう
　三色丼

880円
塩釡港より水揚げされた本鮪
を使用

●ミニパン（10個入り）　389円
ミニクロワッサン、ミニチョコクロワッサン、
ミニメロン、プチチョコパイ、プチウインナー
が各２個ずつ入ったセットです。

サンエトワール

❶

❷

いただきコッコちゃん
❶コッコちゃんのジャンボチキンカツカレー
550円　総重量500g、ボリューム満点の
チキンカツカレーです。　❷金賞受賞唐揚げ
弁当  550円　金賞受賞の唐揚げ・塩
ザンギが2種類入った弁当です。

  てくて グルメ

❶

❷

❸

●からあげ丼セット
880円

蕎麦屋ならではの味つけに
なっており、からあげ丼と
お蕎麦のセットです。

●ぶた串とビールセット
1,000円

系列店舗で人気のぶた串が
長町店で登場!!

福はら
tekute ながまち2

❶スムースインフュージョン
　シャンプー・
　コンディショナー

合計 7,920円　
自然由来指数95％以上の梅
雨におすすめのヘアセット。髪
にうるおい・ツヤを与え、うねり
を抑え、扱いやすい髪へ !!

hair make BEHIVE
tekute ながまち2

販売期間　６/１～

RAINY DAY

パンセ

父の日
限 定

❷

❶ケロリンパン 183円　抹茶生地の中に、抹茶クリームが入った
かわいいカエルのパンです。　❷パパパパニーニ（仙台ねぎみそ） 
345円　父の日限定 !!　仙台みそと仙台曲がりねぎが入った仙台
尽くしのパニーニです。　❸カスタードメロンパンセ 194円　大
人気の濃厚カスタードの上にメロン皮をのせて焼き上げました。

❶

販売期間
６/１～

販売期間
６/17～６/19

❶ラテベース 1,380円　有機アラビカコーヒー豆を厳選した、
深みのあるコクと優しい甘みが特徴のラテベース。お好みでフレー
バーシロップなどと合せてもお楽しみいただけますよ。　❷エイジ
ングアイスコーヒー 900円　コクと苦味をしっかりと味わえる、フ
ラットホワイトコーヒーファクトリーオリジナルのリキッドアイスコー
ヒー。ギフト用にもオススメです。　❸ロースターズプリン 320円
　濃厚なエスプレッソとまろやかなプリンがマッチしたカフェオレ風
味の味わい。ギフト用でもご自宅用でもオススメ。

フラットホワイト
コーヒーファクトリー

tekute ながまち2

❶ネスレ　ミロサンドウィッチ 408ｇ 493円
ミロが練りこまれたクッキー。小腹が空いた時やおやつに
おススメです。　❷ダヴィンチグルメ　キャラメル＆バニラ
ポーションアソートセット 15ml×６個入 399円　コーヒー
やミルクと混ぜるだけで、簡単に美味しくカフェの味を
お楽しみいただけます。　❸ポップオクロック　ポップコーン
各種（３種類） 各85ｇ 245円　ふわふわとした軽い食感
のポップコーンお味は３種類。キャラメルポップコーン、ココア
ポップコーン、バターココナッツポップコーン。

ジュピター

❷

注目の
新商品 ！

tekute
ながまち店
限定
販売期間

６/１～６/30

❸

販売期間
６/24～６/26

牛たん炭焼 利久

●180ｇ牛たんレトルトセット　1,296円
人気の牛たんシチュー、カレー、トマトシチュー
が３つ入って2,042円▶1,296円でお得です !!

tekute
ながまち店
限定

土日祝限定

販売期間
６/１～７/１期間限定

タリーズコーヒー
販売期間　５/25～期間限定

●&TEA グレープフルーツセパレートティー
Tall 485円、Grande 540円

グレープフルーツ果汁とごろっとした果肉、
アイスティーのさわやかなテイストが楽しめる
フルーツティーです。
●アサイーヨーグルトスワークル

Tall 660円
ハニーヨーグルトにアサイーを合わせたフ
ローズンドリンク。とろりとしたバナナの果肉
感とタリーズハニーの甘みがポイント。

販売期間　６/17～６/19

●父の日ギフト　1,728円
こだまのどら焼でお父さんにありがとうを伝えよう。

販売期間　～６/19期間限定

販売期間
～６/19●父の日限定パック　648円

ありがとう焼印入り餅入り小倉どら焼1個&通常
パッケージ餅入り小倉どら焼2個、計3個入り

●はっ水
　アドベンチャーハット

各 2,420円
紫外線を99.9％カットできる
ので暑い日のレジャーなどにも
おすすめ ！

ギフト用、ご自宅用にも！
ギフト用、
ご自宅用
にも！

ギフト用、ご自宅用にも！

❶ ❷
❸

❶

❷

❶

❸

●いちごわらび大福
テイクアウト2個入 648円
店内ご飲食は1個から 330円
宮城県産いちご【にこにこ
ベリー】をまるごと1個包んだ
ぷるぷるやわらかわらび餅です

数量限定期間限定

●おはぎ　2個入 324円
自社製造の無添加で甘さ控えめ
なおはぎ２コ入りです。

数量限定日・月以外販売

の日

新型コロナウイルス
感染拡大防止の対応について

ご理解・ご協力お願いします

お客さまへの お 願 い マスク着用咳エチケット 混雑する時間帯

体調不良の場合ご来店の見合わせ 混雑する時間帯を避けた利用

tekuteながまちの 取 組 み カート・カゴ消毒

消毒液設置 飛沫防止シート設置 平日10時～11時／13時～15時
※上記時間はあくまで目安です。

※掲載商品は、一部商品を除いて税込価格で表記しております。期間限定・数量限定の商品もございます。詳しくは、各ショップまでお問い合わせください。品切れの場合は、ご容赦ください。　※一部店舗については、テイクアウト・イートインご利用によって税率が異なります。詳しくはショップスタッフへお尋ねください。　※掲載情報は、新型コロ
ナウイルスの影響により、変更となる場合がございます。お客様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

tekuteながまち  郵便局
 1F 郵便局 Tel.022-248-9716

ショップ情報

個別教室のアップル
 2F 学習塾 Tel.0120-956-787

電話受付 平日·······10：00～21：30
土日祝···10：00～17：00

教室開講 平日·······12：30～21：30
土日·······10：00～18：30

ほけんの窓口  tekuteながまち店
 2F 保険 Tel.022-746-8450

hair make BEHIVE
 2F 美容室 Tel.022-399-9080

長町駅前あい皮ふ科
 2F 皮膚科 Tel.022-397-6765

てくて長町歯科
 2F 歯科 Tel.022-797-1899

営  … 営業時間 休  … 休み、休診

郵便 9：00～17：00
ATM 平日・土 8：00～21：00、日祝 9：00～20：00

貯金・保険 9：00～16：00 ※土日祝は取扱いなし

営 10：00～19：00（土日祝10：00～18：00） 休 第1水曜日
募集代理店：株式会社ライフプラザSUN

営 10：00～19：30（最終受付18：30）

休 水日祝営 月火木金···9：00～12：00、13：30～17：00
土···············9：00～13：30

休 祝日営 月～土········8：00～13：00、14：30～19：00
日 ···············8：00～13：30

Shop infomation

tekuteながまち 公式SNS
LINE instagram
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マッフェン「ロールケーキの日」 「黄身だけに ロールケーキ」が
 通常価格900円（税込）

▲ 666円（税込）
ニュー・クイック「クイックの日」 対象商品がお買得に！
海 苔 巻 き「 長 吉 長 吉 の 日 」 対象の海苔巻きがお買得に！66月月

日 月 火 水 木 金 土
JUPITER コーヒー豆
ポイント2倍

こだまのどら焼
ポイント2倍

タリーズコーヒー
ビーンズポイント2倍

1 2 3 4

5 6 BEHIVE休店
マッフェン

ロールケーキの日

8 9
ニュー・クイック
クイックの日

10
海苔巻き長吉 
長吉の日

11

12 13 14 15 16
マッフェン

ロールケーキの日

17 18

19
ニュー・クイック
クイックの日

20 BEHIVE休店

海苔巻き長吉 
長吉の日

21 22 23 24 25

26
マッフェン

ロールケーキの日

27 28 29
ニュー・クイック
クイックの日

30
海苔巻き長吉 
長吉の日

毎月7日は
「ながまちの日」


