コロナに負けないぞ！プロジェクト第 4 弾

飲食店が一番苦しい時期に
応援をありがとうございました。
まだまだ、苦しい状況ですがひとまず、
皆様へ少しばかりの「恩返し」です。

期間中に
「＃瑞穂エール飯」
参加店で、
（税込）
以上のご飲食、
テイクアウト
（お持ち帰り）
、
５００ 円
デリバリー
（配達）
をして頂くと、
裏面のスタンプラリー台紙の参加店の場所にスタンプを押します。
集めた各参加店のスタンプの数に応じて、
抽選でプレゼントが当たります。

実施期間：令和２年１１月 15 日 ( 日 )〜令和３年２月２８日 ( 日 )
応募締切：令和３年３月１０日 ( 水 ) 消印有効
抽選予定：令和３年３月１２日 ( 金 )
※景品の写真はイメージです。

景品

スタンプ 20 個 １名様（40,000 円相当の iPad（Wi-Fi モデル）
、
Nintendo Switch、
JTB 旅行券から１つをお選び頂きます。
）
スタンプ 15 個 ２名様（20,000 円相当の Nintendo Switch Lite、JTB 旅行券から１つをお選び頂きます。）
スタンプ 10 個 ５名様（ビール券 350ml 缶 2 缶 ×10 枚）
スタンプ 5 個 15 名様（お米５kg）
内容・注意事項

●裏面の「＃瑞穂エール飯」参加店で 500 円（税込）以上のご飲食、テイクアウト（お持ち帰り）、デリバリー（配達）で、スタンプを１つ押します。●全て違うお
店のスタンプを集めてください。●１回のご飲食等でスタンプは原則１つです。お二人様以上でのご利用の場合で、それぞれが 500 円以上のご飲食等の場
合は、それぞれの台紙にスタンプを押すことができます。●集めたスタンプの数に応じて、抽選でプレゼントが当たります。●スタンプの数が 5 個、10 個、
15 個、20 個、集まると応募できます。まずはご希望の景品を選んで、応募できるスタンプ数を集めてください。●応募は、裏面の台紙に、氏名、住所、電話番
号を必ずご記入ください。台紙を封筒等に入れて、郵送（商工会）もしくは、商工会窓口にお持ちください。詳しくは、裏面をご覧ください。●お一人様、何回
でも応募できますが、どれか一つしか当選しません。●抽選結果は、景品の発送をもってかえさせていただきます。

主催：瑞穂町商工会／後援：瑞穂町／協賛：西武信用金庫／運営：瑞穂町商工会 東京都西多摩郡瑞穂町石畑 1973

TEL 042-557-3389

お名前／

ご住所／

〒

電話番号／
※ご記入いただいた個人情報は、
本事業以外では使用しません。

居酒屋 一発

瑞穂町箱根ケ崎東松原 12-8
042-556-4263
17:00 ～ 24:00 定休日・月曜

店印
お食事処 たかはしや

瑞穂町箱根ケ崎 135
0120-57-0231
11:00 ～ 20:00 定休日・火曜

逸品居

瑞穂町長岡 1-13-18
042-557-2886
11:00 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 23:00
定休日・火曜

店印

おだか 箱根ケ崎店

瑞穂町箱根ケ崎 2262
042-557-8541
18:15 ～ 23:00 定休日・月曜

店印
ごはんや 菜光亭

店印
さしだ家

大むら

瑞穂町箱根ケ崎 113-1
042-557-0827
11:00 ～ 15:30 ／ 17:00 ～ 20:00
定休日・水曜

店印

家庭料理 おだか

瑞穂町二本木 732-10
042-557-5261
8:00 ～ 11:30 ／ 17:00 ～ 22:00
定休日・なし

店印

四季菜中華 彩華房

沖縄料理と
家庭料理の店

のりちゃん

瑞穂町箱根ケ崎 116
042-556-5873
17:00 ～ 24:00 定休日・水曜

店印

くら蔵 瑞穂本店

瑞穂町箱根ケ崎 215-15
042-556-0003
11:00 ～ 14:00（弁当）／ 16:00 ～ 23:00
定休日・昼：日曜、
祭日／夜：月曜

店印

寿し長

瑞穂町二本木 499-6
042-556-1254
11:00 ～ 14:00 ／ 17:00 ～ 21:00
定休日・月曜

瑞穂町石畑 1833
042-557-0425
11:00 ～ 14:00 ／ 17:00 ～ 20:00
定休日・金曜

瑞穂町長岡長谷部 274
042-513-9077
11:30 ～ 14:00 ／ 17:00 ～ 21:30
定休日・月曜

瑞穂町箱根ケ崎 2323-3
042-557-0002
17:00 ～ 22:00 定休日・月曜

寿し益

炭火焼鳥 竹

つたや

鉄板居酒屋ＡME’S Kitchen

店印

瑞穂町箱根ケ崎東松原 27-7
042-556-0549
11:00 ～ 22:00 定休日・水曜

店印
とりあえず吾平 瑞穂武蔵店

瑞穂町武蔵 54-1
042-568-3581
17:00 ～ 22:00 定休日・元日、大晦日

店印

店印

瑞穂町箱根ケ崎 2360-1
042-557-5594
17:00 ～ 22:00（テイクアウトは 20:00 迄）
定休日・水曜、日曜、祭日

店印

日本亭

瑞穂町箱根ケ崎 1128-3
042-556-9356
11:00 ～ 20:00 定休日・火曜

店印

瑞穂町箱根ケ崎 784-4
042-557-1451
9:30 ～ 13:00 ／ 17:00 ～ 18:30
定休日・日曜、月曜

店印

博多とんこつラーメン 一舞

瑞穂町殿ケ谷 824－18
042-847-2598
11:00 ～ 22:00 定休日・なし

店印

店印
瑞穂町箱根ケ崎 2247-4
042-511-5551
火～金 11:00 ～ 14:00 ／ 17:00 ～ 0:00
土、日 17:00 ～ 0:00 定休日・月曜

店印

満北亭 瑞穂店

瑞穂町箱根ケ崎 1270
042-556-1845
11:00 ～ 24:00 定休日・なし

店印

店印

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、休業や営業時間などが変更になる場合があります。

詳しくは、右記のホームページもしくは、直接お店にお問い合わせ下さい。https://mizuhotakeout.jimdofree.com/

応募方法

〒1 90-1 21 1
東京都西多摩郡瑞穂町石畑 1973

スタンプラリー台紙を封筒などに入れて、郵送（商工会）もしくは、商工会窓口
商工会窓口：瑞穂町石畑 1973
窓口時間：8:30 〜 17:00（土日祝日・年末年始を除く）

キリトル

にお持ちください。郵送のあて先は、右記を切り取ってご利用ください。

瑞穂町商工会

行

