
   

市内でお買い物を
してスクラッチ券を
GETするりん！

チャンス券で、はむりん大抽選会に応募しよう！

※スクラッチ券は無くなり次第配布終了となります。

1,000円×1,200本
300円×１5,600本！

総額588万円
SAMPLE

米・酒・加工食品・嗜好品・日用雑貨・燃料

中村販売所 羽東1-11-5 554-2225 期間中 当たり券を使って店頭精米のお米をお買い物された方へ玄米１０％増量致します（精米代は無料）。

Yショップ五作店 羽西2-9-11 554-2028 期間中 当たり券を使ってお買い物される方　ヤマザキ豆いっぱい大福　３０円引で販売致します。

肉・鮮魚・野菜・豆腐・乳製品・惣菜・弁当
Orange's　デリカキッチンwithゆうゆう 五ノ神4-1-16 578-9472 期間中 当たり券のご利用ですべての商品50円引き！

お米の店 あづま食糧 羽東1-6-7 554-0335 期間中 当たり券のご利用で、お米５㎏を１００円引きに致します。

有限会社　カナバ島田商店 羽東3-10-3 554-2124 当たり券のご利用で、お米５㎏を１００円引きに致します。期間中

期間中有限会社　池田靴店 五ノ神4-2-3 555-5993
チャンス券（はずれ券）のご提示で、
・アシックスウォーキングシューズ婦人用 限定特価20,900円が10,000円で販売、23cm限定2足。
・アサヒビジネスシューズ紳士用（４Eモデル）限定特価16,500円～18,700円が10,000円で販売25.5cm、26cm2足のみ。
・日本製５本指ソックス 通常770円のところ550円で販売、お一人様１足のみ・限定２０足分まで。  

パン・和菓子・洋菓子
PAIN　MIZA 五ノ神4-7-5 578-9333 期間中 チャンス券（はずれ券）のご提示で、パック飲料１個サービス。

ヘルシーファクトリー 富士見平1-13-19 FGビル103 080-1382-5346 期間中 当たり券ご利用で１，０００円以上ご購入の方にミニ菓子プレゼント！！

電気製品・時計・メガネ・写真
でんきのクサジマ 緑ヶ丘1-15-10 554-5121 期間中 ☆１２月２日（金）３日（土）４日（日）　＜パナソニックフェア開催、抽選くじ実施中＞　５００円以上オリジナルグッズが当たる。空クジなし！！　

寿司・和食・そば・うどん
手打ちうどん　そば　まこと屋 五ノ神4-4-2-101号 579-2664 期間中 当たり券ご利用で天皿をサービス致します。

期間中総合衣料　しもだ 羽西2-5-13 554-2039 当たり券又はチャンス券（はずれ券）１０枚ご提示で、全商品１０％OFF。（ただし、サービス品、スクール用品を除く）

手打蕎麦　一作 神明台1-18-8 555-4451 期間中 当たり券ご利用で温泉玉子の一品料理を人数分サービス！（ご注文時に「温玉サービス」とお声掛けください）

ちんか 小作台1-2-16 554-0235 １月末まで チャンス券（はずれ券）５枚のご提示で、当店の食事券２００円を差し上げます。

期間中有限会社　ときわ堂 五ノ神1-12-10 554-3302 当たり券ご利用の方、１０％割引（特価品除く）。

書籍・文具・事務用品・玩具

中華料理・ラーメン
紅屋飯店 羽東1-6-11 555-5555 期間中 チャンス券（はずれ券）３枚のご提示で、定食、セットメニュー、ランチをオール１００円引き。

中華料理　香蘭飯店 五ノ神4-6-5 555-0483 期間中 当たり券を使ってお食事された方へ杏仁豆腐をサービス致します。

洋食・イタリアン・各国料理

焼肉・鉄板焼・食堂

健康・医療・ボディケア・化粧品

カフェ・軽食

居酒屋・スナック

趣味・教養

住まい・環境

団体・その他

はるのひ bagel bakery 578-9996 期間中 当たり券を使って１，５００円以上のお買い物をされた方へベーグル無料券を１枚プレゼント。緑ヶ丘1-20-4-1Ｆ

チャンス券（はずれ券）５枚のご提示でソフトドリンク１杯サービス。遊遊天山 栄町1-3-12 578-0203 期間中
餡味オリジナルスタンプが押されているチャンス券（はずれ券）５枚で２００円扱い。餡味 神明台4-1-35 578-5580 期間中

チャンス券（はずれ券）のご提示で、会計時５％ＯＦＦ（１人につき１枚）。KC’S　KITCHEN 小作台1-21-12 579-2580 期間中
チャンス券（はずれ券）１０枚のご提示でフード、ドリンク１００円引き。OKURA 神明台1-1-2-102 578-9666 期間中

チャンス券（はずれ券）５枚のご提示で、３種類のブレンドした唐辛子、桜エビ、フルーツなどを使った甘辛なキムチをサービス。羽村もうもう亭 緑ヶ丘5-2-3 555-0087 期間中

チャンス券（はずれ券）のご提示で、１枚につきお一人様１杯ドリンクを５０円割引！！Smile Café 福祉作業所 スマイル工房 玉川2-10-1 587-2723 期間中
当たり券のご利用で、次回以降使えるフリードリンク券プレゼント。みんなのカフェ　メリ・メロ 小作台3-18-10 533-6166 期間中

チャンス券（はずれ券）５枚ご提示で、３０分無料体験（クリスマスソングやお正月らしい曲も弾けるようになります）。羽村琴和会 川崎1-10-39 090-4455-6046 期間中
チャンス券（はずれ券）のご提示で、フラ体験５００円（おひとり様１回限り。見学のみは不可）。フラダンス羽村anuenue 川崎2-3-32 090-1773-4378 期間中
スクラッチ券ご提示で、体験レッスン無料！！（当たり券、はずれ券どちらでもOK）。ホヌレレ　ウクレレ　スクール 双葉町2-8-10 070-3157-3733 期間中

新築をご契約の方、仲介手数料半額。新築以外の方、仲介手数料２０％引き。株式会社　西武住販 小作台2-18-8 555-1225 期間中
当たり券を使ってガス器具をご購入された方へ白雪ふきんを１枚プレゼント♪武陽液化ガス株式会社 五ノ神4-15-1 578-1900 期間中
２０万円以上ご契約のお客様、当たり券のご利用で基礎塗装一式サービス！
チャンス券（はずれ券）ご提示で、ご契約のお客様Amazonギフト券１，０００円分プレゼント！はむらの塗装店リンケージアート 双葉町3-1-11 513-4315 期間中

当たり券のご利用で次回使える１００円割引チケットを差し上げます。寿企業　（株） 緑ヶ丘2-17-22 554-2047 １月末まで
お買い物をされたお客様には”はむらの風物詩”ポストカードをプレゼント。一般社団法人　羽村市観光協会 羽東1-13-15 555-9667 期間中
チャンス券（はずれ券）のご提示で、通常価格のジムニー １日 ３，０００円、エスティマ １日 ６，０００円、
軽キャンピングカー １日 ９，０００円から１，０００円引きで貸出し致します！イーグルレンタカー 富士見平2-1-17　 555-1190 期間中

当たり券ご持参でご来店のお客様、乾き物サービス致します。スナック　凛 五ノ神4-1-29 578-9622 期間中
チャンス券（はずれ券）のご提示で、ファーストドリンクサービス（１組１０名様まで）。和風肉ビストロ 空楽 小作台1-15-2-2F 578-3295 期間中
スクラッチ券のご提示で、ギョウザ・ラーメン・うどんを２００円引き。しづ茄 羽加美1-30-2 555-8754 12月1日～1月20日

（年末年始を除く）

ヘアケア・理美容
当たり券、チャンス券（はずれ券）のご提示で、ヘアケア商品１０％OFF。髪結い処　櫟　東口店 五ノ神4-11-14メゾンさくら野1F 533-6560 期間中
当たり券、チャンス券（はずれ券）のご提示で、ヘアケア商品１０％OFF。券（はずれ券）のご提示で、ファーストドリンクサービス（１組１０名様まで）。髪結い処　櫟　本店 羽東1-12-54 554-5352 期間中

当たり券をお持ちの方は１０分延長。かまた鍼灸マッサージ指圧治療院 小作台5-8-5 スペースエイツビル201 090-7197-4411 期間中

スクラッチ券のご提示で、初回６，０００円→特別価格３，０００円でご提供！！ともカイロプラクティック 羽加美1-25-1 090-7198-0997 期間中
当たり券３００円で、爪カット１，５００円→１，０００円に。チャンス券（はずれ券）ご提示で、当店スタンプカードにスタンプ１個プラスで捺印。足の癒しとキレイのサロンふうぅ 小作台3-19-13　クレールB102 070-6432-6137 期間中
チャンス券（はずれ券）１０枚のご提示でメニュー表定価から１，０００円引き。中村針灸院 五ノ神1-13-1 533-4366 期間中
ご購入された方へサンプルを差し上げます。＜新規のお客様のみ＞　ノエビアBeauty Studioハーモニー 神明台1-21-3 555-8386 期間中

チャンス券（はずれ券）５枚ご提示で、５００円引き致します。みどり整体院 緑ヶ丘3-16-9-202 期間中070-3332-5519

チャンス券（はずれ券）をご提示いただいた方へ珈琲・紅茶・ウーロン茶を１杯（おかわり）サービス。カンパーナ＆Oneモア 栄町1-14-3 554-4392 期間中
チャンス券（はずれ券）５枚ご提示いただいた方、ドリンク１杯サービス！！BISTRO SCINTILLER ビストロ サンティエ 小作台1-26-10 840-9050 期間中
当たり券をご使用の方、ワイン・ビール・ソフトドリンク１杯サービス。イタリアンレストラン クレッシェレ 五ノ神4-15-11シティプラザはむら1F 578-3368 期間中
「スクラッチキャンペーンを見て来ました」で、ランチ又はディナーのお食事代より５０円引き。アメリカンダイナー　ラ・ブーム 五ノ神4-15-11-102 533-4548 期間中

テイクアウトにて、税込２，１６０円以上のご注文された方でチャンス券（はずれ券）１０枚をご提示頂ける方に「つくね１本」又は「辛みそダレ１袋」を
サービス。※おひとり様１回限り ※サービス品を「つくね」に選択される方は、注文時に「チャンス券１０枚あります」と事前申告が必須です！やきとり福ちゃん 栄町1-7-1 555-2232 期間中

当たり券を使って３，０００円以上のご利用でオリジナル缶バッジをプレゼント致します。Café＆Bar８０８ 期間中五ノ神4-2-8 加藤第二ビル103 578-8804
１，０００円の当たり券のご利用でお好きなリトルクレープ１個プレゼント。Deli＆Café５４ 期間中栄町3-3-3 さくらモール2F 050-1484-6697

店舗名 所在地 電話 期間 サービス内容

応募期間 ：令和4年12月1日（木）～令和5年1月18日（水）消印有効
応募内容 ：スクラッチチャンス券10枚一口で応募（お一人様何口でも可）
応募用紙 ：加盟店及び羽村市商工会で配布、羽村市商工会ホームページから
　　　　  ダウンロードも可能です。
応募方法 ：スクラッチチャンス券の「チャンス」の部分を切り取り、応募用紙に貼  　
　　　     付して羽村市商工会まで郵送でご応募ください。または、羽村市商工会・
　　　　 羽村市観光協会・羽村市役所・羽村市産業福祉センターに設置する　　     
　　　　 応募箱に投函することもできます。
当選結果 ：当選者には1月下旬に郵送にてお知らせ致します。

景品及び当選本数
●SUZUKI 電動アシスト自転車（3本）
●ダイキン 加湿空気清浄機（4本）
●SHARP ヘルシオホットクック（2本）
●Nintendo Switch 本体（5本）
●お好きなお米3,000円分（30本）

※Ｗチャンスのクオカード
500円分（100本）は、
景品の発送をもって

代えさせていただきます。

お問い合せ／羽村市商工会 羽村市栄町２-２８-７ 電話０４２-５５５-６２１１
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｈａｍｕｒａ-ｓｃｉ.ｊｐ

有効期間：令和4年12月１日（木）～令和5年１月１5日（日）

※ご注意/有効期限の違うお店もございます。
有効期間

★スクラッチ券でサービスを受けましょう！
令和4年12月１日（木）～令和5年１月１5日（日）

羽村市内、約240店舗で500円購入ごとに、スクラッチ券1枚がもらえます！（1回のお買い物での配布
上限は10枚までとなります。）削って金額が表示されたら、当たり額相当の金券としてお使い頂けます。
また、チャンス券10枚一口として、豪華景品が当たる「はむりん大抽選会」に応募できます。

I

衣料品・靴・おしゃれ雑貨・寝具


