
P 会場内駐車場あり ※数に限りが
　ございます。
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鶏棒つくね（冷凍）
（3本入）
鶏棒つくね（冷凍）
（3本入）

250円250円［税込］［税込］

300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

通常販売価格通常販売価格
350円［税込］ 特価

鶏の唐揚げ
1パック（30g×15個入り）
鶏の唐揚げ
1パック（30g×15個入り）

500円500円［税込］［税込］

550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）

味付け牛バラ
（100g×3パック）
味付け牛バラ
（100g×3パック）

500円500円［税込］［税込］200円200円［税込］［税込］

焼き餃子（冷凍）
1パック（15個入）
焼き餃子（冷凍）
1パック（15個入）

250円250円［税込］［税込］

320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］

280円［税込］特価
通常販売価格通常販売価格 650円650円［税込］［税込］

790円［税込］特価

手包み蒸し焼売
1パック（5個入）
手包み蒸し焼売
1パック（5個入）

きんぴらごぼう
1パック（130g）
きんぴらごぼう
1パック（130g）

銀鮭切り身
1パック（5切入）
銀鮭切り身
1パック（5切入）

300円300円［税込］［税込］

350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。

●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4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
4/16（土）～5/6（金）

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！黒豚対決！！超目玉！！

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。

天狗ハーブ卵 
1パック（10個入）
天狗ハーブ卵 
1パック（10個入）

生そば（冷凍）
1パック（1玉）
生そば（冷凍）
1パック（1玉）

98円98円［税込］［税込］

通常販売価格
170円［税込］ 77円77円［税込］［税込］

通常販売価格
98円［税込］・2パック目からは通常価格となります。

・1家庭1パックとさせて頂きます。

契約農家
生産

ハーブ入り天然飼料で育てた鶏の卵。
ミネラルたっぷり！！

肉汁がほとばしる！自家製の味ナンコツのコリコリが良い食感！

皮はパリッと！中はジューシー！ 家飲みのおかずにぴったり！

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！！

お店で食べるのと同じでカリッ
とジューシー！定番人気商品
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。

「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！

使いたい分だけ解凍して焼く
だけ!朝食の一品にはもちろん、
家飲みのお供やお弁当にも
ぴったり！

老舗そば粉メーカーより厳選した
オリジナル配合！！

自家製！！

甘みと香りにこだわった
二番粉を使用。
天狗本気の自家製麺。

各590円各590円［税込］［税込］通常販売価格通常販売価格
690［税込］特価

スタミナ満点！オリジナルの甘
辛だれを漬け込んであります。
あったかご飯にのせて、本格的
な牛焼肉重に！

VS対決
第２弾!!

みんな大好き！定番商品！

肉汁あふれる粗挽き肉を使用！ シャキッとした食感をご自宅で！ 家飲みの肴やお弁当のおかずに！

醤油漬け味噌漬け 塩麹漬け

甘辛だれでごはんが止まらない！

1日
100組様
限定
1,000円（税込）以上のご購入でご来店の

お客様限定

特価 特価

醤油の香ばしさと豚肉の甘みの濃縮！
味噌とラー油の辛味がマッチ！ 柔らかく旨みたっぷりの塩麴！

ご飯のおかずに、お酒のおつまみに！
たっぷり260g入って大満足！！！

鹿児島黒豚「黒の匠」の肩ロースを醤油漬け・味噌漬け・塩麴漬けの3種類ご用意しました！

醤油漬け・味噌漬け・塩麴漬け 各260g入
鹿児島黒豚「黒の匠」



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
220416

ゴールデンウィーク

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。 担当窓口：田中、赤間

LINE
友だち追加で当店の
お得な情報をお届けします。

右記より
友だち追加
お願いします。

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

ご来場のお子様（小学生以下）にお会計後

プレゼント！！ジュース

チラシ期間

こどもの日企画！土・日・祝日限定！

こどもの日！こどもの日！商品特集♪商品特集♪

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
数量限定！

お店でも大人気のお店でも大人気の
美味しい美味しいお米お米［10：00～15：00頃まで］

直売所名物のお楽しみ！

4/16土

4/17 日
〜

チラシ期間
4/16（土）～5/6（金）

チラシ期間
4/16（土）～5/6（金）

NEW

NEW

生チョコレート
ボローニャの宝石
生チョコレート
ボローニャの宝石
 1パック（20個入）

食べやすく一口サイズにカットして
あります。魅惑の口どけ、芳醇な香り
をご堪能ください。

天狗全店舗で使用しているオリジナルブレンド米

イタリアのボローニャから原料を輸入
工場で手作りした生チョコレート！

※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。

※写真はイメージです。

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★

サーモン半身サーモン半身

890円890円［税込］［税込］特価790円790円［税込］［税込］

1450円1450円［税込］［税込］

パーティーやイベントの食卓に是非！！

1パック（生食用）
すき身まぐろすき身まぐろ
熱々のご飯や酢飯に乗せて、ねぎとろ
丼に！酢飯と海苔で巻けばねぎとろ
巻きにも！刻みたくあんと合わせれば
トロタクにも！！たっぷり400g
入っての価格です！！

400g

濃厚バニラアイス濃厚バニラアイス

600円600円［税込］［税込］通常販売価格通常販売価格
700円［税込］ 特価

天狗全店舗で提供している人気のバニラアイス。

1ℓ

アイスの王道自家製バニラ！

濃厚抹茶アイス濃厚抹茶アイス

600円600円［税込］［税込］

150円150円［税込］［税込］

通常販売価格通常販売価格
700円［税込］ 特価

通常販売価格通常販売価格
990円［税込］

777円777円［税込］［税込］通常販売価格通常販売価格
900円［税込］特価

天狗全店舗で提供している人気の抹茶アイス。

1ℓ

国産 無洗米国産 無洗米
5kg

上品な苦さがポイント！

お子様にも大人気
お刺身用のトラウトサーモン

電子レンジで簡単に
お豆腐が出来ちゃいます！

お店で人気のねぎとろが
ご家庭で味わえちゃいます！

ちらし寿司、手巻き寿司にもピッタリ！！ おうちで楽しくお豆腐作り！

当日のタイムセールもございます！

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！

特別
価格

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）

プッチ容器
5個分
作れます！

！
プッチ容器
5個分
作れます！

！


