
スタンプラリー
開催期間 令湘２年８月 １日 ～令湘２年１ １月 ３０日

枦￥’

⑥スタンプラリー期間内は何回でも
チャレンジできるよ１

詳し くは公式

ガイ ドブッ勹を

千エ ッ勹じゃ！

１
⑥豪華賞品獲得１ 共通商品券は

Ｖブ
じよ

１４１

①スタンプラ リー加盟店で食べたり、
お買い物したりしよう１

④賞品リストから豪華賞品を選んで
ハガキを送ろうＩ
Ａ賞　共通商品券３，０００円分　　４Ｗ
Ｂ賞　５， ０００円分相当商品

応募者記入欄※必ず記入してく ださい

お
名
前

姓 名

－丶丶

ｔ

住
所

＝ｉ＝口口口 口口口□

電話番号

丶
②お買い物１ ，０００円につきスタ ンプ

ＧＥＴ　Ｉ　※同一店舗の スタ ンプは無効と なり ます。

ｌ

几

③スタンプを８個集めてスタンプラ リー
完成囗
更にスペシャルスタン プ（ アエ レール

きほ＜・明星ヶ丘文化施設）を ２個集
めるとＷチャンス 囗Ｏ個のスタンプを
集めた方の中から抽選で１ 万円分の
共通商品券をプレゼン ト。

【希望賞品】
Ａ・ Ｂどちらかに○を付け、
Ｂの場合は賞品番号を記入。

Ａ
鬼のまち

共通商品券

３，０００円分

Ｂ

鬼のまち

特選品

５，０００９自

賞品
番号 Ｂ－

※同一店舗でのスタンプ（同
じスタンプが ２個以上が
ある場合）は無効となり
ます。

※応募ダ’切

令和２年１２月４日消印有効。

※スタン プが集ま った ら封書に て鬼北町商工会に

郵送、または鬼北町商工会までご持参下さい。

鬼北町商工会
〒７ ９８ －１ ３４２

北宇和郡鬼北町大字近永１ ２１４

水本かまぽこ店一
昔４５－０４２５／近永１２４８

リカ ーシ ョツプ戸田
８４５－ ３５ ３６／近 永３９０　　’

奈良食堂
昔４５－２２８６／永野市１３０－６

御食事処 好屋　　’，
酋４５一３３１３／近永７８８　・

東洋軒きほく庵り
霖４５－２５２９／永野市３６９－ Ｉ　Ｉ

ごはん屋　　　　岬
酋４９－ ３２４２／中 野ｊ ｌｌ ５９ ２－３

亠‘Ｆ●●－愬惣Ｌ
二宮栄進堂
昔４ ８－００ ２７／小松１ ３９３

企業組合 森の風，ｊ
登４８－００２７／小松１ ３９３　　丶

－　　 ｜’ ａ．‾　　　　Ｙシ ョップ愛治店貳浪
ｍ亠冫ぷｌぶぷぷ“’“陽マ

｜圜ｌｌｌ冖■｜｜｜ ｜Ⅲ 怒黔＿厂乍酋嵋４－２１ ３３／下鍵山４１５　 气・ご

土居鮮魚店　　 疸６　スーパーひよ し　 鯰そ＿丶
酋４４－２２０１／下鍵山１６８　 ぐぷ　 雲４４－２１ ，１ １／下鍵山３０８　 匸・う

四ｇ涵アエレールきほく鳶色ｗ＆１５ぶ
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亠
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洳｜電話番号｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　ＴＥＬ０８９５－４５－０８１３　　　　　　　　１１・・’″※各店舗の詳細については町内各所にある『鬼のまちの食めぐり♪ スタンプラリ ー公式ガイド ブッ ク』 をご確認＜ださい惑●●　　　ｊ，ミ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一－　　　　　　　Ｕ　　●●　Ｘ

１●゛’　 ゛¶

カフ ェ＆ベーカリ ーみもざ　 ・・
Ｓ４５－０３１８／近永８１－１　　　 ・・

がんてつ
豐０９０－７５８２－２１４５／永野市４３２－１

成川渓谷休養センター．＿．
雲４ ５－ ２６ ３９／奈良

憩ふ食空間風　 ｎｌ
雲４８－０３００／下大野１４－４　・

碧花　　　　　　 １，
雲４ ９－ １９ ６７／小松１ ３９ ９　　 ’・

居酒屋みわち ゃん 厂霆
Ｓ４６－０２３７／清水９１９　　　ご

スーパーくずヵ咾）日吉店，い
雲４ ４－ ２０２８／下鍵山 ４８ ２　 １゛几゛ ．・

風来坊　　　　　 ．で
雲４４－２８８１／上大野５２６　 １ヽ ・．・・．

明星 ヶ丘文化施設 副丶
雲４４－２６６６／下鍵山４２５　 １ヽ ．－ ，・リ・

使えるお店は８０店舗以上！！

鬼のまち共通商品券

３，０００円箚

櫻花　　　　　　＝
雲４５－０８３９／近永３５３－４

ほっかほっか亭宛北店
豐４９－３３９９／永野市４３４－１

エコ ショ ツプひろみ・Ｊ　 ．Ｊ
豐２０－６６７８／出目２１３３　　’

ＯＮ ＆Ｏ ＦＦ　　 ＩＪ
登４ ８－０４ ５９ ／小 松１ １０－Ｉ　　　Ｉ

フェザン フイ レールハ
昔４ ９－３３ ７３／川 上１ ９６ １　　 ’　．

松岡商店　　　　几
登４ ６－０４０３ ／大 宿１ ４８ ５　　 ｀’

鉄板焼き 案山子，ｌ
豐４４－２４０２／下鍵山４８３　 １　．

道の駅日吉夢産地 …………
酋４４－２３４０／下鍵山５４　　 １ヽ

レス トハ ウス じゅ うじ ゅう
昔４５－３３３２／近永３６９－１

赤松酒店
登４ ５－００ １１ ／永野市 ４４ ２－１

パティス リー縁
昔４５－３７８９／出目２１６２

小松屋戸田鮮魚店言
壼４８－００３３／小松１３７０　　｀

スーパーくずかわＪＩ Ｉ上店……
登４８－０３ ５５／川 上９ １０－２　 １・ ．－

養家鮮魚店　 ・・ ・ｔ
豐４５－０１２３／束仲４８０　　 ｀’

長鶺魚店・お鱆処ながた弓
昔４４－ ２２ ０２／下鍵山 ６８９

くら し野はる り　八
雲２ ０－４３ １１ ／下 鍵山 ５４

顋鄂冖鄲呵響Ｆ゛７７”甲
・●　　　 鬼のまちの息めぐり♪ ス９ンフラリー

鬼のまち翳滾品

Ｂ賞‥５．０００円相当
Ｗ

貝 返礼品皿

Ｂ－１ （有）赤松酒店

Ｂ－２ 水本かま ぼこ店 天ぷ ら・ かまぼこ詰合せ

四八　 ／ふ 丶ふ 四＝ ｏミ ．、○丶 心入　　 ＬＬ　 ｌｔ ゛哺 ９ｙ 瓦１ ９亠屑？ ．●・， ＆゛ ＩＩ Ｉ１　 １９ ，１ ふふ ヴ９

Ｂ－４

（有）広見プロパン商会　 鮠ットガ ススモークレス焼肉夕１ル “やきまる”

企業組合森の風

Ｂ－５　 もり した美容室

ｉＢ －６

１

１Ｂ－７

（株）高 田商店

ｉ（株）あう農園

Ｂ－８　１近永カ メラ ＆ま きの

Ｂ－９　 新倉商店

Ｂ－ １０ 兵頭電器商会

Ｂ－ １１ ，フ ェザンフ ィレール

Ｂ－ １２ （株）森の三角ぼうし
‥　 ⊇　 ‥‥ ‥‥　 ‥‥‥‥‥

Ｂ－ １３ 芝薬局

えごま油４本セッ ト＋ １本

髪の毛つやつやセ ット

ゆずの里　いろ いろ詰合せ

亅わわ　味く らべ（コ シヒ カリ ・に こま る各 ５ｋ ｇ）
｜　　　　　　　　　　 ．． ■㎜ ■■ ㎜㎜㎜■■㎜㎜■■

クリ ーン トイ レッ トペーパー５０個セット

特製クリ スマスリ ース

シチズン　手首式血圧計　ＣＨＷ６５９ＥＩ
－　 －－‥－－－－－‥－－‥－‥－－－－－－－‥‥－－－ －－－　　　　－

鬼北きじ ！１ 羽分食べ比ベセット
｜　　　 一一　　　　 －－　 －　 －－

ｉ森の三角ぼうしおすすめ商品詰め合わせ

丶・丶テルモ 電子匹＿計Ｅｓ，ｗｌ（ｘｌｚ

Ｂ－ １４ １寺島時計店 ・メ ガネ店　 シチズン 電波掛時計８ＭＹＡ４３０　０３
１　　　　　　　　　　　　　　　 り　　 ‥　 －　 ‥・

Ｂ－ １５ （一社）鬼北農業公社 きじ工房 ，鬼北き じ　 ３点 セット

Ｂ－ １６ ：サ ラダ館き ほく 店　　　 イルムス　軽量毛布２枚セット

Ｂ－ １７ （有 ）パルテ あい　　　　１備忘録　ＩＣ レコ ーダーＲＲ－ＳＲ３０
－－ －－－－ －‥ｊ－．． ．．．． ．． ．　　　 ｜　 ’‥”””” ””””‥”

Ｂ－ １８ ビュ ーテ イーサ囗 ンまつも と　 「髪質改善」 システム トリ ート メント

Ｂ－ １９ １たなか洋装店 Ｔシ ャツブラ ウス

中央鮮魚店
登４５－０１ ６２／近永１ １８４

ハタダフジ広見店
昔４ ５－ １００１ ／近永３ ９０

道の駅広見森の三角ぼうし
昔４５－３７５１／永野市１３８－６

）山本酒店
丿　 昔４ ８－００３２／小松１ ３７８

ｊ　 田わわ家
・　 Ｓ４ ９－ １５ ４５／内 深田 １２ ３３

］ｌ　 喫茶かつ やま
ａ４４－２２８８／下鍵山１１２

丶丶｀

頁

－

Ｂ－２０ 中央鮮魚店 鍋用海鮮セット

Ｂ－２１ 憩ふ食空間　風 風　 お楽 しみ ご利用券

Ｂ－２２ ミス美容室

Ｂ－２３ （株）日 吉夢産地

Ｂ－２４ パティス リ一線

Ｂ－２５ （有）近永石油

Ｂ－２６ 東洋軒きほく庵

ミス美容室　 ご利用＆ お買い物券

ｉ武左衛門お買い物券

縁　 お買い物券

近永石油　 ご利用券

東洋軒き ほく 庵　 お食事券

Ｂ－２７ スーパー くずかわ川上店ス ーパ ーく ずかわ　 お買 い物券　，

ｊ－２８ スーパー くずかわ 日吉店＝ スーパー くずかわ　 お買 い物券

Ｂ－２９ 櫻花　　　　　　　　 櫻花　 お食事券

ＩＢ－３０１ 大野鮮魚店　　　　　　大野鮮魚店　お買い物券

Ｂ－３１ （有）春廼家　　　　　　 春廼家　 お買い物券

Ｂ－３２ （有 ）二 宮石油店　　　　 二宮石油店　 ご利用券

；Ｂ－３３ビューティ ーサ ロンぴあ ：ビ ュー ティ ーサ ロン ぴあ ご利用割引券

：Ｂ－３ ４： （有 ）浅野石油店　　　　 浅野石油店　 ご利 用券　　　　　　＝

ＩＢ－３５善家鮮魚店　　　　　　善家鮮魚店　 お買 い物券

Ｂ－３６ 長田鮮魚店　　　　　　長田鮮魚店　 お買い物券

Ｂ－３７ 案山 子　　　　　　　　案山 子　 ご利用券

ｉＢ－３８１ （有）大成社 鬼北営業所大成社　印刷券

四　　　　　　　　四
鬼のまちの食めぐり♪スタンプラリー゜

匹：？
【：

胴瞻

使鰮・●ｔ鬯匍３年Ｉ Ｓ３１日　 発行：鬼北酊商工会

こののぼりの
お店で

使えます！

甲゛ ｀・丶


