
お名前 ご住所　〒　　－

TEL年齢　　　歳 性別　男 ・ 女

①加盟店で提供するワンコイン(500円)
サービスを受けた方は、スタンプカー
ドにスタンプをもらってください。
②スタンプが３つ集まりましたら、その場
で加盟店に渡してください。
③後日、抽選を行います。当選結果は賞
品の発送(Ｒ5.1月中旬)をもってかえさ
せていただきます｡

参　加　方　法

主催／潟上市商工会
TEL.018-877-3456

スタンプを３つ集めて
       　　　賞品を当てよう！

切り取って、必要な事項をご記入の上
スタンプカードとしてご利用ください。

賞　　　　品
11月19日土～12月18日日

潟上のお店を
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ワンコインスタンプラリーワンコインスタンプラリー
スタンプカードお問合せ
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詳しくはこちら ▼

2022年

加盟店共通お買物券
＆商工会認証特産品1等 ×３本

×５本

×10本

加盟店共通お買物券
＆商工会認証特産品2等

加盟店共通お買物券3等

　10,000円　　
1,000円相当
　5,000円　　
1,000円相当

　2,000円　

①加盟店で提供するワンコイン(500円)サービスを受けた方は、スタンプカードに
　スタンプをもらってください。
②スタンプが３つ集まりましたら、その場で加盟店に渡してください。
③後日、抽選を行います。当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます｡

発見・体験ワンコインスタンプ
ラリ

ー

500
Yen
500
Yen



来店日　　　月　　日 来店日　　　月　　日 来店日　　　月　　日

ご注意
●スタンプは、ワンコインサービスのご利用

１回につき１個押印します。
　※３個集めたら、その場で加盟店にお渡

しください。おひとり様何回でも応募
できます。

　※同一店舗の押印は、異なる日付であれ
ば２個まで有効です。

●商品は品切れになることがあります。
　体験等は予約状況によってお申込みでき

ないことがあります。
●お客様からいただいた個人情報は、潟上

市商工会が賞品の発送および本事業の
調査分析のためにのみ利用させていただ
きます。

　このマークがあるお店
は、商工会が開催している
「‶お店のファンづくり"

実践ＬＡＢＯ(ラボ)」(セミナー)参加店
です。
　セミナーを通じて、自店が提供する
商品やサービス、お客様に楽しくご
来店いただく方法などに、さらに磨き
をかけています。

施術実績延べ38,000人超！
湘南茅ヶ崎で１番予約がと
れない指圧師が天王で開
院！！

　　　「幸せジカン」を実
感！！　初めての方限定！体
験全身指圧（15分）

Tel.090-7335-9117
潟上市天王字御休下247-1

連絡先

https://628shiatsu.comWeb

住所

happy482@628shiatsu.come-mail
9:00～19:00営業時間
不定休

https://www.wafflecafesign.com/
10:30～16:00（15:30 L.O）
木曜日

定休日

連絡先
Web

住所

営業時間
定休日

TEL、LINE予約

よもぎ蒸しとボディケアを組み合
わせて冷えや体のお悩みの根本に
アプローチ！あなたの体質に合っ
た体作りのコツもお伝えします。

　　　　古くから女性特有の悩み
に使われてきた“よもぎ”を煮だし
た足湯＋体質診断＋セルフケアの
アドバイス(所要時間：約30分)　
※女性限定

Tel.080-9628-7797
潟上市天王字追分西29-107

連絡先

住所

9:30～19:00営業時間
不定休定休日
LINE (ID:＠minori_salon)、TEL予約

流木とドライフラワーまみれの濃厚
空間。二坪ほどの小さなお店に、店
主手作りの雑貨がぎゅぎゅっと詰め
込まれています。駐車場２台有。

　　　　幸運のシンボルである
蹄鉄を刻印した流木に、お好きな
花をあしらって完成させる「蹄鉄
のお守り」

Tel.070-8434-8339
潟上市天王字上の台43-8

連絡先

https://tretar2020.wixsite.com/my-siteWeb

住所

tretar2020@gmail.come-mail
11:00～16:00営業時間
不定休定休日

明治30年創業の老舗佃煮製造
元です。八郎湖や東北沿岸の
小魚などを原料として伝統の
味を守り続けています。

　　　　ごぼうチーズ65g入、
かりっとわかさぎ
　　シチリアレモン味60g入

Tel.018-877-3208
潟上市昭和大久保片田千刈田428-3

連絡先

http://www.chida.co.jp/Web

住所

shop@chida.co.jpe-mail
8:30～17:00

  

営業時間
日曜日、祝日 定休日

202 2 年7月に 飯 塚 駅 付近に
OPENしました。かつお出汁を効
かせたスープにこだわり､｢また食
べたくなる味、また来たくなるお
店｣を目指しております。かけそ
ば、うどんから､きつね､たぬき、わ
かめ､山菜､天ぷら､ぶっかけまでご
用意し、皆さまのご来店をお待ち
しております。

潟上市飯田川飯塚字中谷地10-2住所

11:00～14:00営業時間
日曜日、水曜日定休日

instagram

instagram

※混雑時はお車でお待ち頂く場合がございます。

1coin

1coin

道の駅天王グリーンランド内にあ
る土産品とカフェのお店です。ゆっ
くりくつろげるカフェスペースで、
豆から挽いた温かい珈琲と甘くて
冷たいソフトクリームで休憩しませ
んか。ご来店をお待ちしています！

Tel.018-878-3061
潟上市天王字江川上谷地109-2

連絡先

住所

9:00～17:00　　　　　　　　年末年始営業時間 定休日

全力で、夢を持つあなたを応援
します！小中高大・社会人が通え
る学習塾、フリースクール、通信
制高校サポート校。

●中３入試対策講習
　１コマ

●体験授業２回目受講料
●一騎当千塾(大人の学習会)
　受講料

Tel.018-893-3232
秋田市金足追分海老穴262-2

連絡先

https://rise.webu.jp/Web

住所

kss_rise@yahoo.co.jpe-mail
9:00～21:00営業時間
LINE (ID:rise310)、メール予約 LINE

1coin

釣り好き・初心者大歓迎！
漁師様ご愛用の当店の毛
針。自分だけのオリジナル毛
針を一緒に作ってみません
か？プチイベントもあり！

　　　　オリジナル毛針製作

Tel.080-8218-0824
潟上市天王字北野322-231

連絡先

https://www.nakaitsurigu.shop/Web

住所

nozomi913@hotmail.co.jpe-mail
11:00～17:00営業時間
SNS、メール、TEL予約

不定休定休日

instagram

Twitter WEB

1coin

創業昭和9年。寒さの厳しい秋
田ならではの甘めのお醤油・お
味噌・お漬物。
秋田のふるさとの味を三代に
わたり作り続けております。

　　　　マルカを代表するあまくち醤
油とつゆ、少量サイズの味噌を２種類と、
みそ漬を合わせたマルカのお試しパック

Tel.018-878-2015
潟上市天王字上江川47-502

連絡先

http://www.miurashoyuten.akita.jp/Web

住所

maruka@miurashoyuten.akita.jpe-mail
9:00～17:00営業時間
土曜日、日曜日、祝日定休日 instagram WEB

1coin

1coin

地域の方の「心と体の充電
スポット」を目指し、焼きた
てワッフルやランチを提供
しております。素敵な時間
をお過ごしください。

Tel.018-893-5143
潟上市天王字鶴沼台62-1

1coin

創業昭和７年、食べる人も、作る
人も、素材の命も、『食』でみん
なが笑顔になる。そんな商品づ
くりを目指しています。

　　　　八郎湖で捕れた白魚を
唐揚げにした『白魚からあげ』

Tel.018-877-2054
潟上市昭和大久保片田千刈田26

連絡先

http://www.satousyokuhin.co.jpWeb

住所

info＠satousyokuhin.co.jpe-mail
8:30～17:00営業時間
土曜日、日曜日定休日

1coin

いかあられ・炭火焼カリン子わ
かさぎなどが人気の佃煮屋で
す。ご家庭用に少量ずつのパッ
クの他、各種ギフト商品もござ
います。

　　　　期間限定品のミニパッ
ク・うたせ舟（通常540円(税込)）

Tel.018-877-3224
潟上市昭和大久保字宮の前162-1

連絡先

https://www.tokutaro.jp/Web

住所

shopping@tokutaro.jpe-mail
8:30～17:00営業時間
日曜日、祝日定休日 instagram Facebook

Facebook

LINE

1coin 1coin

TEL、LINE (ID：@886jzumg)、
Instagram

予約

高齢者、療養中、妊娠中の方など様々
な理由で外出が困難な方、そのご家
族様を対象に訪問福祉美容師がご自
宅に伺いヘアカットさせて頂きます。

　　　　前髪カット＋ご希望の方にヘ
アセット（所要時間：約50分　備品設
置時間込み。ヘアセットの場合はコン
セントをお借りします。）

Tel.080-9810-1865
潟上市天王地区

連絡先

住所

9:30～16:00営業時間
土曜日、日曜日、祝日定休日

instagram

1coin

楽しいお酒、うれしいお酒、決断
の時のお酒、別れのお酒、想いを
伝えるお酒、美容と健康をサ
ポートするお酒などなどお取扱
い中です。

　　　　秋田名物・地酒の良さ
を味わいリラックスしていただき
ます。300mlのかわいい姿です。

Tel.018-877-3214
潟上市昭和大久保字町後81

連絡先

住所

7:00～17:00営業時間
日曜日定休日

1coin

1coin

チラシやポスターに限らず、Tシャ
ツ、看板、WEB製作など何でもや
ります！お気軽にご相談ください。

　　　　思い出・ペットやご家族の
写真・イラストを缶バッジにできま
す。（５個セット特別価格）

Tel.018-838-0117
潟上市天王字上江川47-1069

連絡先

https://www.quick-katagami.comWeb

住所

info@quick-katagami.come-mail
9:00～17:30営業時間
土曜日、日曜日、祝日定休日

1coin

instagram

スタンプを３つ集めて賞品を当てよう！

磯香るそば うどん（600円相当）
※トッピングは磯辺揚げや海藻+小鉢

主催／潟上市商工会
TEL.018-877-3456

お問合せ

キ リトリ 線
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ワッフルラスク２個 1coin ソフトクリーム＋珈琲のセット
(通常550円～600円)
※テイクアウト可

7むつば指圧院minori

TRETÅR（トレートール）

ドリームショップくらかけ(鞍café)

立志塾RISE

お
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中居釣具店

（有）三浦醤油店

ワッフルカフェ サイン

訪問美容 YURI

（有）クイック

立ち蕎麦　いちのや

（株）千田佐市商店

佐藤食品（株）

（有）佐藤徳太郎商店

（合）関富商店

加
盟
店
一
覧

加
盟
店
一
覧


