
羽村市プレミアム付商品券 キャンペーン店舗 ★商品券を使って各お店でサービスを受けましょう！
期間中：令和2年12月17日（木）～令和3年3月5日（金）

店舗名 所在地 電話 期間 サービス内容

寿司・和食・そば・うどん
ちんか 小作台1-2-16 554-0235 プレミアム付商品券1枚利用で、当店で利用できる150円の商品券を差し上げます。期間中
武寿司 緑ヶ丘2-3-6 554-4459 「商品券利用」と注文時に声がけ頂いたお客様には10％引き。期間中

中華料理・ラーメン
らーめん虎テツ 小作台1-5-12松永ビル1F 554-0935 商品券ご利用で、味玉 or 大盛サービス。期間中
紅屋飯店 羽東1-6-11 555-5555 商品券ご利用で、パラパラチャーハン￥600→￥500、塩味さっぱりタンメン￥600→￥500、手造りみそのみそラーメン￥600→￥500期間中
洋食・イタリアン・各国料理
ケーシーズ　キッチン 小作台1-21-12第1丸八ビル1Ｆ 579-2580 ディナータイムで商品券お使いの方、グループ全員にソフトドリンクサービス。期間中

焼肉・鉄板焼・食堂
焼肉レストラン　カルネ 小作台1-11-6NTKビル103 579-1171 「商品券利用」と注文時にお声かけ頂いたお客様には、ディナータイムは「チーズ入りウインナー」をサービス、ランチタイムは「アイスキャンディー」をサービス。期間中

世界一のミートボール 小作台1-21-15 533-5189 商品券ご利用の方、くるみのチョコブラウニーをプレゼントします。期間中
イタリアンレストラン　カンパーナ＆ONEモア 栄町1-14-3 554-4392 商品券ご利用で、ソフトドリンク（コーヒー、紅茶[ホット・アイス]、ウーロン茶、お茶） おかわり自由期間中
洋風家庭料理ラルゴ 緑ヶ丘5-10-40 554-1773 商品券ご利用の方、ラルゴドレッシング通常650円を600円にてご提供いたします。期間中
イタリアンレストラン　クレッシェレ 五ノ神4-15-11-105 578-3368 ディナータイムに商品券をご利用の方、ディナードリンク1杯サービス（2名様まで）。期間中

カフェ・軽食
みんなのカフェ　メリ・メロ 小作台3-18-10 533-6166 商品券ご利用のお客様に「次回から使えるフリードリンク券」プレゼント。期間中
54CAFE＆CREPE 緑ヶ丘1-5-12 1F 533-6208 次回以降に使える「ソフトドリンク1杯無料券」プレゼント。※コーラ、スプライト、メロンソーダ、カルピスメロンソーダ、カルピスソーダ、カルピス、アップルジュース、爽健美茶期間中
カフェレストラン　コナモーレ 緑ヶ丘1-11-5 579-4623 当店人気№1　国産鶏のキーマカレーをプレミアム付商品券１枚でお食事頂けます。期間中
Protein drink ＆ Smoothie U-TAN 五ノ神4-15-18 1F 510-2898 期間中、商品券をご利用のお客様には、プロテインドリンク＆スムージー商品を50円引き致します！期間中
フラダンス羽村anuenue 川崎2-3-32 090-1773-4378 商品券ご利用のお客様に季節のクッキープレゼント♡期間中
居酒屋・スナック
Pretty 小作台1-2-12 578-2734 商品券をご利用のお客様にはビール1本プレゼント！※喫煙可期間中
居酒屋なぎさ 小作台1-13-8 555-4956 商品券ご利用で、小学生までのお子様にアイスクリームをサービスします。期間中
旬菜彩房　空楽 小作台1-15-2ベルべデールシモダビル2F 578-3295 商品券をご利用のお客様には、「本日のおすすめメニュー」より、料理1品サービス！！期間中
LITTLE　CROP 小作台1-28-10 511-8553 「商品券利用」と注文時にお声がけ頂いたお客様には、食後の「ブレンドコーヒー」サービス！期間中
鉄板居酒屋　駅 栄町1-6-7 042-848-4763 商品券ご利用でウェルカムドリンクサービス期間中
やきとり福ちゃん 栄町1-7-1 555-2232 1回の注文で、プレミアム付商品券4枚以上ご利用のお客様に「つくね1本」サービス。※注文時にサービスの利用を通知することが必須。期間中
和食厨房ゆず 緑ヶ丘1-5-21トリオビルB1F 579-3399 「商品券利用」と注文時にお声がけ頂いたお客様には、ランチ→ゆずジュース1杯無料！！ディナー→ワンドリンク無料！！期間中
ひのき茶屋 五ノ神4-1-3 555-3498 店主指定のこだわり日本酒を商品券1枚でご提供。※ご注文時、商品券と交換となります。（精算時不可）期間中
居酒屋やおき 富士見平2-22-15 555-4587 「商品券利用」と注文時にお声がけ頂いたお客様にお刺身一品サービス。期間中
やきとり一浦 羽東1-23-26 090-7908-0620 商品券でお買物をされた方には、やきとり1本サービスします。期間中
しづ茄 羽加美1-30-2 555-8754 商品券を利用のお客様には、ウーロンハイ1杯サービスまたは手造りのギョウザ一人前サービス致します。期間中

みどり整体院 緑ヶ丘3-16-9公園通りビル202 578-9080 商品券をご利用された方、整体・特殊電気治療などの施術、初日30分2,000円→1,000円。最大60分まで期間中

期間中

むさしの整体療術センター 五ノ神1-8-1-201 555-5844 商品券ご利用で、・取扱いサプリメントの10％割引販売　・ゆび健診の事務手数料￥3300→￥2200（税込） ・食事アドバイス：オンライン食事カウンセリング 管理栄養士対応（45分）￥4950→￥2750（税込）期間中
こころワクワクショップ 神明台1-17-7-1Ｆ 511-8020 商品券をご利用のお客様には、貼るだけで痛みがスゥ～と和らぐ不思議な粒を10粒プレゼント！期間中

TT NONAKA SPORTS 川崎1-5-6 578-8903 商品券ご利用の方には、卓球台１時間無料利用券プレゼント期間中

アジ庵ガンジー 神明台1-1-2 579-2485  注文時に「商品券利用」のお申出で、ソフトドリンクとアルコールメニューの単品を100円割引きします。ランチドリンク、他クーポン併用不可。期間中

手打ちうどん・そば　まこと屋 五ノ神4-4-2コーポ加藤101号 579-2664 プレミアム商品券ご利用時、カレーうどん・そば・ライスは500円にて、天皿200円のところ100円にてご提供いたします。期間中
東寿司 五ノ神2-13-3 554-3303 商品券ご利用で、串カツ刺身ランチ、いわし丼ランチご注文の方にコーヒー、フルーツサービス致します。期間中
とんかつ　ちがさき 羽東1-27-14 554-7971 商品券ご利用時限定、三種（ロース・ヒレ・鶏）食べ比べソースカツ丼を1,000円（税込）で販売します。期間中
手打ちそば　一作 神明台1-18-8 555-4451 商品券利用とご注文時にお声がけ頂いたお客様には、温泉卵の一品料理を人数分サービスいたします。期間中

ICISE（アイサイズ） 緑ヶ丘1-15-1酒井マンション1F 554-6965 3ヶ月集中　お父さん応援キャンペーン！アイサイズのパーソナルトレーニングで痩せて筋力upして魅力輝きさせませんか！！
通常3ヶ月（全12回）115,500円→羽村市プレミアム付商品券1枚以上ご利用で3ヶ月（全12回）50％OFFの57,750円にさせて頂きます。期間中

育児・介護・関連用品
デイサービスSimple 小作台2-7-20コーズビル1F 050-5857-2723 商品券ご利用の方、身体が不自由な人の体験ができます（完全予約制、無料送迎付き）2021年1月4日（月）

～1月31日（日） 
デイサービス羽村　とまり木 双葉町3-9-22 513-6478 商品券ご利用で、朝、昼、夕　食事　￥1,200→￥500期間中
ヘアケア・理美容

ヘアケア・理美容

ヘアルームさくら 五ノ神2-6-11こーぽいぐさ101 555-0396 商品券をご利用のお客様には話題のデンキバリブラシ無料体験！2021年1月6日（水）
～3月5日（金） 

Aya Care（アヤケア）エステ 小作台1-5-2あらやしきビル1Ｆ 578-9782

スパ　レジェンド 五ノ神4-1-8 578-8398 お洒落　感謝祭　商品券5,000円ご利用毎に最高10,000円分のビューティークーポン券等が当たる抽選会実施！期間中
髪結い処櫟 羽東1-12-54 554-5352 商品券をご利用のお客様には、業務用リンス1,000ml　50％OFF、ワックス・基礎化粧品20％OFF期間中

心髪和処　美容室 小作台5-6-13シモーヌ小作台102 570-6388 お洒落　感謝祭　商品券5,000円ご利用毎に最高10,000円分のビューティークーポン券等が当たる抽選会実施！期間中
㈲ビューティ・クララ 小作台1-20-6 555-2533 プレミアム付商品券持参で御来店のお客様で、パーマ・カラー・カットの方にトリートメントをサービス致します。期間中

住まい・環境
武陽液化ガス㈱ 五ノ神4-15-1 578-1900 羽村市プレミアム付商品券でガス器具をご購入でキレイキレイ薬用ハンドソープをプレゼント！期間中
団体・その他
羽村市観光案内所（一般社団法人羽村市観光協会）羽東1-13-15 555-9667 商品券でお買物をされたお客様には、゙はむらの風物詩 ポ゙ストカードをプレゼント！期間中
羽村市学生服組合（総合衣料しもだ・ファッションハウス シバタ） 羽西2-5-13 554-2039 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期間中

健康・医療・ボディケア

衣料品・靴・おしゃれ雑貨・寝具

米・酒・加工食品・嗜好品・日用雑貨・燃料
せらー　のらぼうな 緑ヶ丘1-6-61 533-6442 商品券ご利用で、自社製造のワインは10％OFFで販売致します。期間中
㈲あづま食糧 羽東1-6-7 554-0335 プレミアム商品券ご利用の方、お米（白米・玄米）5㎏毎に100円値引きいたします。期間中

紀乃家菓子店 小作台1-6-18 555-5895 商品券ご利用の方にお茶を一杯サービス致します。期間中
ヘルシーファクトリーＩ 富士見平1-13-19FGビル103 080-1382-5346 商品券をご利用で、1,000円以上お買物をされた方には低糖質ミニお菓子をプレゼント！期間中

中村販売所 羽東1-11-5 554-2225 商品券で店頭精米の玄米をお買物された方、10％増量します（精米代は無料）期間中
㈲大西園 羽東1-27-12 554-5839 プレミアム付商品券で￥2,000以上お買い上げ頂いたお客様に煎茶を一煎又はお菓子のいずれかを差し上げます。期間中
㈲カナバ島田商店 羽東3-10-31 554-2124 商品券のご利用で、お米5㎏を100円引きに致します。期間中

岡田屋酒店 羽中4-1-26 554-2038 商品券ご利用で、ワイン2割引（在庫あるのみ）◎マルティーニ（イタリア・スパークリングワイン）9.5°ロゼ750㎖　8本限定
◎マルティーニ・ベリーニ（イタリア）8°ロゼ750㎖　31本限定　◎フロンティラ（チリ）赤12°750㎖　24本限定期間中

パン・和菓子・洋菓子

ノエビアBeauty Studio ハーモニー 神明台1-21-3 555-8386 商品券ご利用の方、新規の方のみ、サンプルセットプレゼント。期間中
薬・化粧品

メロディーフェア 五ノ神1-13-2リオ羽村壱番館105 555-7487 プレミアム付商品券2枚以上ご利用の方に花鉢１鉢プレゼントします。12/17～12/31
花・園芸

オニキス羽村中央店 栄町2-21-8 0120-979-378 商品券ご利用の方にBOXティッシュをプレゼント！期間中
車・自転車

ソフトバンク小作 小作台1-3-7 570-7747 商品券でご購入でソフトバンクオリジナルグッズプレゼント。期間中
新聞・携帯電話

㈲池田靴店 五ノ神4-2-3 555-5993 商品券ご利用で通常￥770の和歌山県産5本指ソックスを、お1人2足まで￥550で販売、30足限定となります。限定30足

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 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機[買い替えキャンペーン]実施中！！商品券ご利用の方にリサイクル費用・当社負担いたします。
(対象機種に限る)期間中

AOKI 羽村店 栄町2-21-5 555-8488 商品券ご利用でお買上戴いたお客様に、スヌーピーグッズプレゼント。期間中
ファッションハウス　シバタ 羽東1-14-8 554-2213 商品券ご利用で、婦人服・紳士服をレジにて10％OFF（赤札・値下品・スクール用品は除く）期間中
総合衣料しもだ 羽西2-5-13 554-2039 商品券御利用で全商品10％OFF（サービス品・スクール衣料品除く）期間中

羽村市
プレミアム付商品券

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14枚（大型スーパー以外の加盟店で利用可能）
１冊で12,000円分のお買い物ができます！

●購入対象者：市内在住・在学・在勤者 ●購入制限：1人3万円（3冊）まで ●販売価格：1冊10,000円（額面12,000円）

●購入申込期間：令和2年12月1日（火）～令和2年12月10日（木）（当日消印有効）
●購入引換期間：令和2年12月17日（木）～令和3年1月8日（金）（12月29日～1月3日を除く）
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申込専用ハガキ
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名称
羽村市商工会 羽村市栄町2-28-7

（株）コナモーレ

羽村市観光協会

西多摩農業協同組合本店

西多摩農業協同組合小作支店

羽村郵便局

羽村加美郵便局

羽村富士見郵便局

羽村南郵便局

羽村小作台郵便局

住所 開設時間

羽村市緑ヶ丘2-11-1
（羽村市産業福祉センター内）

羽村市羽東1-13-15
（羽村市観光案内所内）

羽村市羽東1-5-1

羽村市栄町1-1-2

羽村市緑ヶ丘5-3-2

羽村市羽加美3-5-28

羽村市五ノ神2-8-19

羽村市羽東3-8-28

羽村市小作台5-5-1

全日　午前9時～午後5時

平日　午前9時～午後5時

平日　午前9時～午後3時

平日　午前9時～午後7時

平日　午前9時～午後5時

火～日曜日　午前9時～午後5時
※月曜日は産業福祉センターが休館の
　ため購入引換はできません。

●購入申込後の希望冊数、購入引換窓口の変更は出来ません。
●開設時間外の商品券購入引換はできません。
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●本券は、羽村市内の取扱い加盟店でご利用できます。●本券の有効期間は、令和2年12月17日（木）から令和3年3月5日（金）までです。●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、ICカード・キャッシュレス決済へのチャージ処理など）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（プロパンガスを除く）、公共施設利用料、指定収集ゴミ袋などにはご利用できません。●本券は、現金とのお引き換えはできません。●本券の盗
難・紛失または毀損に対し、発行者はその責任を負いません。●乱丁・落丁の場合は、そのまま羽村市商工会へお持ちください。●額面より少ない金額のご利用の場合、つり銭は出ません。

事前申込による抽選販売となります。本紙に掲載している申込専用ハガキを切り取り、切手を貼付して郵送またはWebページ 
(https://hamura-coupon.jp)からお申し込みください。なお、申込専用ハガキは羽村市商工会、羽村市役所、羽村市産業福祉センターにて
配布のほか羽村市商工会Webサイト（http://www.hamura-sci.jp/）からダウンロードすることもできます。当選者には購入引換券ハガ
キを送付いたしますので、購入引換券ハガキを持って希望した購入引換窓口にてご購入ください。お申込みにあたっての注意事項は裏面に
記載しております。必ずご確認ください。

お得！
20％

発行総額 3億6千万円

本券の使用期間は、令和2年12月17日（木）から令和3年3月5日（金）までです。

●購 入 方 法：

「羽村市プレミアム付商品券」ご利用の方限定プライス！☆毛穴やシミが気になる方に酵素パワーで艶やかでハリのあるお肌へ導
く「酵素フェイシャル」通常価格￥5,500のところ￥2,000！☆美の王道コラーゲンにより、水分補給して肌に潤いを与える「コ
ラーゲンフェイシャル」通常価格￥5,500のところ￥2,000！※要予約（勧誘、押し売りは一切ございません。）


