
P 会場内駐車場あり ※数に限りが
　ございます。
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1,250円1,250円［税込］［税込］

1,380円［税込］特価

ソーセージ
1パック（8本入）
ソーセージ
1パック（8本入）

300円300円［税込］［税込］通常販売価格通常販売価格 通常販売価格通常販売価格

通常販売価格通常販売価格

通常販売価格通常販売価格

350円［税込］ 特価

豚肉の生姜焼き
1パック（160g）
豚肉の生姜焼き
1パック（160g）

ひじき煮
1パック（130g入）
ひじき煮
1パック（130g入）

肉じゃが
1パック（200g入）
肉じゃが
1パック（200g入）

270円270円［税込］［税込］

290円［税込］特価
通常販売価格通常販売価格 200円200円［税込］［税込］

250円［税込］特価

通常販売価格通常販売価格 250円250円［税込］［税込］

280円［税込］特価

通常販売価格通常販売価格 200円200円［税込］［税込］

250円［税込］特価

銀だら煮付け（角切り）
1パック
銀だら煮付け（角切り）
1パック

さばの味噌煮
（2枚入)
さばの味噌煮
（2枚入)

鹿児島県産うなぎ
（1尾）
鹿児島県産うなぎ
（1尾）

390円390円［税込］［税込］

450円［税込］特価

煮物が大得意な天狗が、おいし
い肉じゃがつくりました！手作り
のおいしさを簡単調理でお召
し上がりください！

●商品が万一品切れの場合はご容赦ください。また紙面の写真はイメージとなっております。　※紙面写真と商品が異なる場合がございます。

天狗は、安心・安全を第一に、全国からの直送食材を厳選。
産直食材の使用で「農林水産大臣賞」を受賞しました！

テンアライド株式会社
関東セントラルキッチン

〒350-1205 埼玉県日高市原宿２１

居酒屋チェーン99店舗

の食品工場直売所

テンアライド株式会社は、旬鮮酒場「天狗」、和食れすとらん「天狗」、「テン
グ酒場」など、首都圏を中心に全国99店舗を展開し、ここ日高市の自社工場
（セントラルキッチン）で加工食品を製造しています。（2022年5月現在）

レジ袋が有料に
なりました。
（1枚3円）

★エコバックをご準備ください。

営業時間：9時～17時（年末年始を除き、年中無休）

042-976-9001TEL.
直売所
直通電話

チラシ期間
5/7（土）～5/29（日）

直売所3つのこだわり直売所3つのこだわり
その❶.妥協しない素材
その❷.ワンランク上の味
その❸.安心・安全な製造

レンジで、お湯で温めても食
べられる簡単レシピ！！おかず
のプラス1品に！！

工場直売限定商品 みんな大好き！カレー対決！超目玉！！

お肉、バター、特製のおろしソー
ス付き。一度食べたらヤミツキ
メニュー間違いなし！

平打ち生うどん（冷凍）
１パック（1玉）
平打ち生うどん（冷凍）
１パック（1玉）

77円77円［税込］［税込］

通常販売価格
90円［税込］

肉汁がほとばしる！自家製の味 ご馳走メニュー！秘伝のソースが決め手！

どこか懐かし～これぞおふくろの味！

パリッとジューシー！国産やまと
豚の旨みが際立つ自家製ソー
セージ。ビールと相性抜群の一
品です。

このピエロと
旗が目印！！

アメリカ産の銀だらを工場で
加工し、美味しく仕上げました。
不揃いではありますが、味は最
高級！ 是非お試しください。

ノルウェー産のさばを、旨味と甘
みがマッチした特製ブレンド味
噌で味付けしました。おかずとし
て、お酒の肴として。

滋養強壮が期待できる栄養素
がたっぷりなうなぎ。ふっくら
な柔らかな身質でリピーター
のお客様続出。

老舗製粉会社より小麦粉を直接仕入れ、
工場にて製麺しました！

復活希望の声を多数いた
だき待望の復活。もちも
ち食感がやみつきです。

和食れすとらんで人気の小鉢
です。小分けにすれば重宝でき
ます。温めるだけで和の一品の
完成です。

味は最高級！アメリカ産 銀だら! ノルウェー産のさば特製味噌で味付け！

きんぴらごぼう
1パック（130g）
きんぴらごぼう
1パック（130g）

「和食れすとらん天狗」の小鉢に
使用しております！ちょい足しに
役立つ万能お惣菜！お弁当にも！

シャキッとした食感をご自宅で！

口あたり良くふっくらとした柔らかさ！

口の中でジュワッと旨味が広がる！

特価

ニュージーランド産ニュージーランド産

バターチキンカレー
1パック（180g）
バターチキンカレー
1パック（180g）
バターの甘みとやわらかチキンが
相性バツグン！お子様でも召し上がれる
辛さです。

450円450円［税込］［税込］

450円450円［税込］［税込］ 450円450円［税込］［税込］

マッサマンカレー
1パック（180g）
マッサマンカレー
1パック（180g）
世界一美味しいと評されたタイ王国の
マッサマンカレー新登場。限定数のため
お早めにどうぞ。

キーマカレー
1パック（180g）
キーマカレー
1パック（180g）
牛ひき肉と野菜をたっぷり使用した
ピリッと辛い本格カレーです。半熟卵
や目玉焼きでアレンジメニューも出
来ちゃいます。

家飲みのおかずにぴったり！

サイコロステーキセット
1セット（ハラミ肉100g×3パック＋
秘伝のおろしソース＋バター）

サイコロステーキセット
1セット（ハラミ肉100g×3パック＋
秘伝のおろしソース＋バター）

通常販売価格通常販売価格 450円450円［税込］［税込］

500円［税込］特価
通常販売価格通常販売価格
1,690円［税込］特価1,580円1,580円［税込］［税込］

お試し価格
大特価
150円150円［税込］［税込］

おうちで楽しくお豆腐作り！
手作り豆腐が5個も出来ちゃいます！

豆腐の素豆腐の素
+プッチ容器5個入り+プッチ容器5個入り
500ml（にがり付）

お子様と
ご一緒に！



テンアライド株式会社 関東セントラルキッチン 042-976-9001〒350-1205 埼玉県日高市原宿２１
220507
新緑フェア

製造アルバイト・店舗スタッフ大募集！天狗の「おいしさ」を支えるお仕事です。
下記電話番号からご応募ください。

当店は居酒屋の食品工場です。居酒屋
向け・レストラン向けの食材を取り揃えて
います。同業他社様、個人店経営の方、
是非一度ご来店ならびにご相談ください。

ポイントがたまると500円券で使用できます！
この際に是非お買い物に来てください！！担当窓口：田中、赤間

TEL.
●商品が万一品切れの場合はご容赦ください。また紙面の写真はイメージとなっております。　※紙面写真と商品が異なる場合がございます。

直売所
直通電話

期間限定！入社祝い金2万円支給！※規定有

お得な情報

ヨーヨーすくい
スーパーボールすくい
でお楽しみいただけます！

&

家庭でも簡単に作れる
メニューを振る舞います。

実際に見て！食
べて！

お試しいただけ
ます！

試食会
［10：00～15：00頃まで］

直売所名物のお楽しみ！

5/7 土
5/8 日

チラシ期間 5/7（土）～5/29（日）チラシ期間 5/7（土）～5/29（日）

※感染防止を徹底の上開催を予定致します。
　直前の感染者拡大となる場合は直前で
　見合わす場合もございます。

直売所Twitterはじめました！
お得な情報を随時発信中！

右のQRコードを
読み込んで
フォローしてね★

直売所 母の日企画直売所 母の日企画

1パック（200g入）

ゴロっとした野菜がたっぷり！！

野菜入りもつ煮野菜入りもつ煮
270円270円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格300円［税込］特価

一からの手作りにこだわり、
特製スープでじっくり煮込んだ
お店のメニューと同じもつ煮
です。

一からの手作りにこだわり、
特製スープでじっくり煮込んだ
お店のメニューと同じもつ煮
です。

1パック（３本入）

ナンコツのコリコリが良い食感！

鶏棒つくね（冷凍）鶏棒つくね（冷凍）
280円280円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格300円［税込］特価

無駄なつなぎを一切なく
したこだわりのつくね。
食感の異なるもも肉、
なんこつ、かわをブレンド
しております。

無駄なつなぎを一切なく
したこだわりのつくね。
食感の異なるもも肉、
なんこつ、かわをブレンド
しております。

1パック（15個入）

皮はパリッと！中はジューシー！

焼き餃子（冷凍）焼き餃子（冷凍）
280円280円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格320円［税込］特価

非加熱の生餃子なので、
パリッとジューシー。
国産野菜を使用した、
具材の旨味にこだわった
餃子です。

非加熱の生餃子なので、
パリッとジューシー。
国産野菜を使用した、
具材の旨味にこだわった
餃子です。

1パック（5個入）

肉汁あふれる粗挽き肉を使用！

手包み蒸し焼売手包み蒸し焼売
320円320円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格350円［税込］特価

食べ応えのある大きめの
焼売。1つ1つ工場で手包み
しています。肉汁たっぷり
で醤油がいらないほど味
わい深い焼売です。

食べ応えのある大きめの
焼売。1つ1つ工場で手包み
しています。肉汁たっぷり
で醤油がいらないほど味
わい深い焼売です。

1パック（160g入）

国産豚もつだから美味しい！！

とろとろもつ煮とろとろもつ煮
270円270円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格300円［税込］特価

とり皮、背脂、国産野菜の旨
みがじっくり溶け込んだ自家
製・濃厚もつ煮込みです。お
好きな具材を入れて温めて
ください！（豆腐は「とろとろも
つ煮」には入っておりません。）

とり皮、背脂、国産野菜の旨
みがじっくり溶け込んだ自家
製・濃厚もつ煮込みです。お
好きな具材を入れて温めて
ください！（豆腐は「とろとろも
つ煮」には入っておりません。）

1パック（200g入）

天狗伝統の肉豆腐！！

肉豆腐の素肉豆腐の素
270円270円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格300円［税込］特価

創業当時から受け継がれる伝
統の肉豆腐。解凍し、鍋にうつ
し、お好きな具材を入れて温
めてください！
（豆腐とゆで卵は「肉豆腐の
素」には入っておりません。）

創業当時から受け継がれる伝
統の肉豆腐。解凍し、鍋にうつ
し、お好きな具材を入れて温
めてください！
（豆腐とゆで卵は「肉豆腐の
素」には入っておりません。）

以下のパッケージを
1パックプレゼント！！

広告期間中2,000円以上
お買い上げのお客様に日頃の感謝！

チラシ掲載商品以外も、
１００種以上の商品を
取り揃えております！

当日のタイムセールも
ございます!

お子様縁日！

チラシ期間

全日対象
チラシ期間

全日対象

5/7 土
5/8 日

ご来場のお子様（小学生以下）にもれなく

プレゼント！！お菓子

チラシ期間
全日開催 フェア期間中は毎日！

ポイントカード始めました！NEWS！！


