
でご利用いただけます！

限定２０，０００２０，０００

午前１０時から販売開始
(ただし売切れ次第終了します)

にぎわい商品券ご利用のお客様にお届けするうれしい特典やサービスが盛りだくさん！

冊販売

★商品券を使って各お店でサービスを受けましょう！

有効期限：２/１８〜７/３１
※ご注意/有効期限の違うお店もございます

２億２，０００万円が羽村市内に流通！

★本券は、現金とのお引き換えはできません。

★本券は、羽村市内の取扱い加盟店でご利用できます。

★本券は、換金性の高いもの（商品券・ビール券・おこめ券・ギフト券などの各種商品券、切手・印紙・図書カード・プリペイドカードなど）や、
　 たばこ及び性風俗関連特殊営業に関わるもの、国や地方公共団体への支払い、公共料金・公共施設利用料などにはご利用できません。

★商品券は、現金のみでの販売となります。クレジットカードなどでは購入できません。

★当日完売しなかった場合のみ2月19日（月）から羽村市商工会で販売します。

販売価格：１冊１０，０００円 購入限度額：１人３冊 （３０，０００円） まで

★１冊内訳 ：Ａ券１０枚 （全加盟店で利用可能）＋Ｂ券１２枚（大型スーパー以外の加盟店で利用可能）
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期限 平成３０年２月１８日（日）〜平成３０年７月３１日（火）
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もも

平成 30年 2月18 日（日）午前 10 時から午後 3時まで、上記販売所で発売いたします。ただし、売切れ
次第終了いたします。当日完売しなかった場合のみ 2月19 日（月）から羽村市商工会で販売します。

★販売所のご案内★

販売日

小作台２−１８−１579-7677①　セブンイレブン羽村小作台２丁目店

555-6997②　㈱浦野建築 小作台３−２１−６

　　 コミュニティレストラン らるご （コミュニティセンター地下） 579-0799

⑳　カフェレストラン　コナモーレ （ゆとろぎ１階） 555-1680

⑱　福島屋本店 554-0137

⑲　手打うどんそば  まこと屋 579-2664

⑰　Ｍ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ（マミーショッピングセンター商店会内） 578-0710

⑩　ファッションハウス シバタ 554-2213 羽東１−１４−８

⑪　㈲秋山商店 554-6672 川崎４−４−５

⑨　㈱マルフジ羽村店 579-3315 羽東１−２１−２８

⑧　㈲カナバ島田商店 554-2124    

⑦　清流会館 555-6211（羽村市商工会） 羽７４１−１

羽東３−１０−３１

⑥　㈱玉川苑 555-2234 羽中４−１２−１

⑤　羽村市農産物直売所 579-5467 羽加美１−３２−１

③　㈲総合衣料しもだ 554-2039 羽西２−５−１３

④　㈲橋本園 554-2136 羽西２−１０−２３ ⑮　柳丸 ・ 青梅せんべい羽村双葉町店 519-3826

⑫　ブティック　ロゼパリス 555-0331

⑭　美容室マリア 555-3292

⑯　伊吹石油ガス㈱ 554-0755

⑬　ＨＡＭＵＲＡ ｃａｆｅ 579-1239

緑ヶ丘５−２−６

緑ヶ丘１−１１ー５

五ノ神３−１５−１

五ノ神４−４−２

富士見平２−１４−９

双葉町３−１０−１

神明台１−２８−１５

神明台３−２１−６

五ノ神３５７

神明台１−１０−１０

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  摩多  川 

羽村市商工会

栄町地区

羽村市動物公園
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羽村市役所

緑ヶ丘地区

富士見平地区

小作台地区

羽東・川崎・玉川・羽地区

五ノ神地区

双葉町・神明台地区

羽中・羽加美・羽西地区

小作駅小作駅

羽村駅羽村駅

高橋酒店 羽東1-21-1 554-2272 2/19～
無くなり次第終了

・澤乃井一番汲み720mℓ　1,215円→にぎわい商品券2枚（限定6本）
・焼酎　三岳900mℓ1,523円→にぎわい商品券2枚（限定15本）　・焼酎　三岳1.8ℓ　2,700円→にぎわい商品券4枚（限定6本）

店舗名 所在地 電話 期間 サービス内容

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 店頭精米の玄米を、にぎわい商品券でお買物されたお客様へ10％増量いたします。精米代は無料で、5分搗き、7分搗きも承ります。

㈲あづま食糧 羽東1-6-7 554-0335 にぎわい商品券ご使用の方、お米5％値引きいたします。期間中

数量限定㈲池田靴店 五ノ神4-2-3 555-5993 にぎわい商品券でお買物、使用されるお客様に限り、ミズノウォーキングシューズ　22.5～23.5cm
定価￥12,000（税別）のところ、￥6,000（税別）で販売致します。（限定5足）

2/18～5/31㈲カナバ島田商店 羽東3-10-31 554-2124 にぎわい商品券の御利用で、お米10kg配達は200円引（店頭は300円引）、お米5kg配達は100円引き（店頭は150円引き）に致します。

パン・和菓子・洋菓子
紀乃家菓子店 小作台1-6-18 555-5895 期間中 にぎわい商品券1,000円毎に100円程度のお菓子を1個プレゼント

㈲寿屋ベーカリー 栄町2-10-11 555-8123 にぎわい商品券で500円以上購入した方に、オニオンスープかコーンスープを1本サービスさせていただきます。期間中

電気製品・時計・メガネ・写真
クサジマ電器㈱ 緑ヶ丘1-15-10 554-5121 2/18～3/31 5年延長保証プレゼント！！（メーカー保証1年＋4年保証）にぎわい商品券ご利用でテレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機お求めの方に…。（カード払いは除く）

寿司・和食・そば・うどん
㈲ちんか 小作台1-2-16 554-0235 期間中 にぎわい商品券1枚ご利用につき当店のお食事券（額面250円）をプレゼント

手打蕎麦　一作 神明台1-18-8 555-4451 期間中 にぎわい商品券ご利用で、温泉たまごサービス（一品料理）

中華料理・ラーメン
㈲香蘭飯店 五ノ神4-6-5 555-0483 期間中 にぎわい商品券1枚につき、当店の食事券が当たるガラガラくじができます（最大20回まで）

紅屋飯店 羽東1-6-11 555-5555 期間中 にぎわい商品券1枚ポッキリ商品 Ⓐミニチャーハン＆ラーメン ¥750→¥500　Ⓑジャンボ餃子（3ケ）&ラーメン ¥750→¥500

洋食・イタリアン・各国料理
洋風家庭料理ラルゴ 緑ヶ丘5-10-40 554-1773 期間中 ラルゴドレッシング通常600円をにぎわい商品券お持ちの方は500円で販売致します。

Café-yokotan カフェヨコタン 羽加美1-23-9 555-8864 期間中 にぎわい商品券2枚以上ご利用の方に50円キャッシュバックします。

アジ庵ガンジー 神明台1-1-2 579-2485 期間中 にぎわい商品券1枚につき、単品ドリンク全品から1杯を50円引き。

焼肉・鉄板焼・食堂

やきとり福ちゃん 栄町1-7-1-5号室 555-2232 期間中 ＜テイクアウト専用・にぎわい商品券セット＞商品券1枚で50円お得に〔内容〕もも2本、つくね2本、ねぎま1本＝計5本
※通常は全部タレ味。「全部　塩」のみ変更可能　※商品内容の変更は不可　※店内飲食・宅配は不可　※1回ご注文に4セットまで

健康・医療・ボディケア

コリアングリル李朝 緑ヶ丘5-2-3 555-0087 期間中 にぎわい商品券で5千円支払いごとに韓国のり1個サービス

カフェ・軽食

イチローさんのキマグレカフェ 羽西3-11-26 579-7878 期間中 にぎわい商品券にてお支払い頂いた方へ、コーヒー（Hot．Ice）、紅茶類に限り、通常¥500→¥450で提供致します。

54CAFE&CREPE 緑ヶ丘1-5-12 マンション中野1F 533-6208 期間中 にぎわい商品券にてお買上げのお客様には、ドリンク1杯サービス（タピオカは除く）

のんびりカフェ中車水車小屋 羽中4-17-6 080-3573-9514 期間中 にぎわい商品券1枚で「土鍋で炊いたあんこで食べるお豆腐白玉」を提供

ヘアケア・理美容

髪結い処　櫟 羽東1-4-18 554-5352 期間中 にぎわい商品券ご利用で、シエラオーガニカ1000mlシャンプー・リンス30％OFF

スポーツ
54TIDE 緑ヶ丘1-5-12 マンション中野1F 519-4503 期間中 ①にぎわい商品券ご利用で、新作商品を15%OFF（セール品を除く）②にぎわい商品券ご利用で1時間以上ランプを使用すると30分間延長無料

TTA東京西多摩卓球スタジオ 川崎1-5-6 578-8903 期間中 にぎわい商品券ご利用で料金50％OFF

住まい・環境
武陽液化ガス㈱ 五ノ神4-15-1 578-1900 期間中 にぎわい商品券で3万円以上のガス器具ご購入で、白雪ふきん1枚またはボックスティッシュ5箱をプレゼント♪

㈱フィックス 羽東1-22-2-G.oneビル1F 533-5451 期間中 にぎわい商品券1冊以上のご利用で、総額より10％割引

ふすま屋瑞穂 双葉町2-19-29 578-8443 2/18～3/31 にぎわい商品券ご利用で、ふすま4面張替え毎に、網戸1枚張替えサービス！（巾90ｃｍまで）

ビューティークレヨン 小作台5-15-16 555-4944 期間中 にぎわい商品券ご利用の方に、M3.5トリートメント施術（通常¥1,080）をサービス

まろん鍼灸接骨院 双葉町2-1-33パープル双葉101 578-9146 期間中 酸素カプセル　にぎわい商品券1枚で40分→60分に延長　にぎわい商品券10枚で1ヶ月使い放題「1日60分まで」

ノエビアBeauty Studio ハーモニー 神明台1-21-3 555-8386 期間中 にぎわい商品券をご利用の方（新規のお客様に限り）商品購入3,000円以上の場合のみ基礎化粧品ミニセット（500円相当）１ヶプレゼント

すえきち鍼灸治療院 神明台3-9-25 533-4525 期間中 にぎわい商品券ご利用の方への特典　・小顔矯正　無料　・骨盤矯正　無料　・重心バランス矯正　無料

東寿司 五ノ神2-13-3 554-3303 2/18～6/30 にぎわい商品券で支払った分の飲食代を10％割引（10,000円以内に限ります）

手打うどん・そば　まこと屋 五ノ神4-4-2 加藤第1ビル101 579-2664 期間中 カレーうどん¥750、カレーそば¥750、カレーライス¥700、もりそば¥700、もりうどん¥700のところ、いずれもにぎわい商品券1枚で提供

衣料品・靴・おしゃれ雑貨・寝具

㈲総合衣料しもだ 羽西2-5-13 554-2039 期間中 にぎわい商品券ご利用の方は、全商品10％割引（サービス品・スクール衣料を除く）

ファッションハウス　シバタ 羽東1-14-8 554-2213 にぎわい商品券ご利用の方、店内婦人・紳士洋品をレジにて10％ＯＦＦ（特価の値札・学生服・スクール用品は除く）2/21～3/19

羽村市学生服組合
ファッションハウス　シバタ 羽東1-14-8 554-2213 2/18～4/30
㈲総合衣料しもだ 羽西2-5-13 554-2039

にぎわい商品券で、スクール衣料品3千円以上お買上げの方には学用品を、
2万円以上お買上げの方には白スクールソックスをプレゼント

小作台4-9-4-101 期間中 にぎわい商品券1枚で「こども日本茶さろん」1回受けられます。0才～2才くらいまでのお子様1名とママが対象です。生後1か月から
飲めるオーガニック日本茶を淹れています。お茶の淹れ方、カフェインのしくみ、赤ちゃんとたのしむこども煎茶について学べます。090-6000-1242RICCO Japan

オーガニック日本茶専門店

神明台1-17-7-1F 期間中 健康の秘訣は“血行にあり”を理念とした健康サロン「こころワクワクショップ」では、あなたの血管の状態や血流がチェックできる
「毛細血管観察」を商品券1枚（500円）で行えます。TVなどで話題の「ゴースト血管」もチェック！血行促進のアドバイスも行います。511-8020こころワクワクショップ

市内４５６店舗
★商品券を利用できる店舗は昨年と変更があります。ご購入の際は必ずご確認ください。

ジョティ アジアンダイニング＆バー 神明台1-16-2 578-9663 期間中 にぎわい商品券ご利用の方は、ソフトドリンク一杯または小ビール一杯サービス


