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有効期間：令和3年12月１日（水）～令和4年１月１6日（日）

※スクラッチ券は無くなり次第配布終了となります。
   

市内でお買い物を
してスクラッチ券を
GETするりん！

羽村市内、約230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。

地域とともに今年で50周年
羽村市商工会

200,000枚のスクラッチ券が羽村を盛り上げる！

応募期間 ：令和3年12月1日（水）～令和4年1月19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。

●ブリヂストン 電動アシスト自転車（2本）
●ダイキン 加湿空気清浄機（5本）
●SONY ワイヤレスイヤホン（3本）
●Nintendo Switch Lite（10本）
●お好きなお米3,000円分（30本）

景品及び当選本数

チャンス券で、はむりん大抽選会に応募しよう！

コインで削ってりん！

令和3年12月1日（水）～令和4年1月16日（日）有効
期間 チャンス券は10枚を１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。

当たり額相当の金券として使えるりん！ー SAMP
LE ー

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

㈲カナバ島田商店 羽東3-10-31 554-2124 期間中 当たり券のご利用で、お米５㎏を100円引きにいたします。

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、米・食品をお買い上げの方、8％割引！（特価品を除く）チャンス券（はずれ券）ご提示で、
米・食品1,500円以上お買い上げの方に、タッチペン付きボールペン又は、米とぎボール進呈！！

中村販売所 羽東1-11-5 554-2225 当たり券を使って店頭精米の玄米をお買上げの方へ10％増量いたします。（1回10㎏まで、精米代は無料）期間中

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）

期間中㈲池田靴店 五ノ神4-2-3 555-5993 当たり券のご利用で、日本製5本指ソックス通常価格770円を550円で販売。（お一人様2足・限定20足まで）
その他お得なサービスあり。

パン・和菓子・洋菓子
はるのひ　bagel bakery 緑ヶ丘1-20-4-1F 578-9996 期間中 当たり券のご利用で、次回使えるベーグル無料チケット1枚プレゼント。チャンス券（はずれ券）ご提示し1,000円以上

お買物された方、次回使えるベーグル無料チケット1枚プレゼント。

ヘルシーファクトリーＩ 富士見平1-13-19 FGビル103 080-1382-5346 期間中 当たり券のご利用で、低糖質パウンドケーキ1本100円引（前日までのご予約に限る）。

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3日（金）4日（土）5日（日）パナソニックフェア開催。抽選くじ実施中！！（500円以上、空くじなし、オリジナルグッズが当たる）

寿司・和食・そば・うどん

手打蕎麦 一作 神明台1-18-8 555-4451 期間中 当たり券のご利用で、温泉玉子の一品料理サービス。注文時に当たり券をご提示ください。

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枚で、当店の食事券200円を差し上げます。

お宿 玉川苑 羽中4-12-1 555-2234 期間中 水はむら1本サービス（1,100円以上ご注文の方）

手打ちうどん、そば まこと屋 五ノ神4-4-2-101 579-2664 期間中 当たり券のご利用で、天皿200円のところ100円にて割引いたします。

衣料品・靴・おしゃれ雑貨・寝具

中華料理・ラーメン
遊々天山 栄町1-3-12 578-0203 期間中 チャンス券（はずれ券）10枚ご提示で、杏仁豆腐１個プレゼント。

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をされた方に、杏仁豆腐を１つサービスいたします。

中華料理　美味香 神明台1-18-1 578-0641 期間中 当たり券を使ってお食事をされた方に、小鉢を１つサービスいたします。

紅屋飯店 羽東1-6-11 555-5555 期間中 当たり券を使ってお食事をされた方に、ミニチャーハン＆ラーメンセットか
ジャンボ餃子（3ケ）＆ラーメンセット（各800円）を100円引きにてご提供します。

洋食・イタリアン・各国料理
コリアングリル 李朝 緑ヶ丘5-2-3 555-0087 期間中 チャンス券（はずれ券）5枚のご提示で、韓国のり1つプレゼント。

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 当たり券のご利用で、ドリンク１杯サービス。

焼肉・鉄板焼・食堂
やきとり福ちゃん 栄町1-7-1 555-2232 期間中

健康・医療・ボディケア・化粧品

カフェ・軽食
Café＆bar 808 五ノ神4-2-8-103 578-8804 期間中 当店でお渡ししたスクラッチ券が、その場で当たりが出たら、オリジナルボールペンをプレゼント。

のんびりカフェ中車水車小屋 羽中4-17-6 080-3573-9514 期間中

期間中

期間中

当たり券のご利用で、テイクアウトランチ通常700円のところ、500円にいたします。
定休日にご注意の上、ご来店ください。詳細はFacebookにて。

居酒屋・スナック

髪結い処 櫟 東口店 533-6560 期間中

髪結い処 櫟 本店 羽東1-12-54 554-5352 期間中

スポーツ
卓球スタジオ TT NONAKA SPORTS 川崎1-5-6 578-8903 期間中 当たり券のご利用で、卓球ボール1つプレゼント！！

Ｉ CISE 緑ヶ丘1-15-1 酒井マンション1Ｆ 554-6965 期間中 当たり券のご利用で、体験1,100円がワンコイン500円。

住まい・環境
武陽液化ガス㈱ 五ノ神4-15-1 578-1900 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１枚をプレゼント♪

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 当たり券のご提示で、雨樋塗り替え一式サービス！
チャンス券（はずれ券）のご提示で、基礎塗り替え一式サービス！（併用不可。20万円以上ご契約のお客様）

進学指導アドバンス（（株）エーアール）五ノ神4-15-11 シティプラザはむら3Ｆ 578-9570 期間中 当たり券のご利用で、当たり相当額のアドバンスポイントと交換でき、各商品と交換できます。
また当たり券・はずれ券のご提示で体験授業期間を2倍にします！

羽村琴和会 川崎1-10-39 090-4455-6046 期間中 2回無料レッスン楽器あります。手ぶらでどうぞ。

羽村市観光協会 羽東1-13-15 555-9667 期間中 スクラッチカード配布時に羽村の景観はがきプレゼント。

小島工業㈱ 神明台2-10-10 551-3795 期間中 当たり券を使って工事を依頼された方に5％引きいたします。

居酒屋 餡味 神明台4-1-35 578-5580 期間中 会計時、チャンス券（はずれ券）ご提示で、100円引きします。

気軽にフレンチ！カジュアル酒場トロワヴァリ 小作台1-13-9 1Ｆ 533-5308 期間中 当たり券のご利用で、当店自慢の「その場で切り落とし特製生ハム」を半額にて！
チャンス券（はずれ券）のご提示でスパークリングを1杯半額で提供します！

和風肉ビストロ 空楽 小作台1-15-2 2Ｆ 578-3295 期間中 チャンス券（はずれ券）ご提示で、ドリンク１杯サービス。（人数分、一部サービス対象外）

ヘアケア・理美容

みどり整体院 緑ヶ丘3-16-9-202 578-9080 期間中 当たり券のご利用で、シップ1袋プレゼント。（無くなり次第終了）

ノエビアBeauty Studio ハーモニー 神明台1-21-3 555-8386 12月1日～1月15日 チャンス券（はずれ券）10枚につき、ノエビアサンプルプレゼント。

知新堂 はり・きゅう院 富士見平1-4-16 555-6208 期間中 当院利用時、チャンス券（はずれ券）10枚のご提示で500円割引きします。

むさしの整体療術センター 五ノ神1-8-1-201 555-5844

さやかバレエスタジオ 羽東1-7-11-201 555-8683 期間中

期間中

当たり券を使って、幼児クラスの体験レッスンが受けられます（要予約、１人１回まで）。

小作台3-19-13 クレールＢ102 期間中 当たり券のご利用で、『足つぼ＆むくみ解消リンパケア』6,000円→4,000円。
チャンス券（はずれ券）のご提示で、足爪カット（足湯付き）1,500円→1,000円。070-6432-6137足と癒しとキレイのサロン ふうぅ 

アジ庵ガンジー 神明台1-1-2 579-2485 期間中 当たり券のご利用で、当店一番人気マンゴーラッシー１杯を300円（税込330円）で提供します。

カフェレストラン ラ・ブーム 羽東1-2-12 東洋ビル1F 578-8478 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金より10％OFF。

アジアンダイニング＆バー アラティ 栄町1-3-11 533-4314 期間中 当たり券を使ってご飲食された方、金券額プラス50円引き又は、チャンス券（はずれ券）3枚のご提示で、50円引き。

当たり券を含む合計2,160円以上テイクアウトご注文で、つくね１本サービス。
※注文時に「当たり券使います」と必ずお伝えください。商品引渡し時の申請は受付不可。

石窯PIZZA カフェ カクタス 緑ヶ丘5-9-1 554-6367 チャンス券をご提示の方は自分で作るピザ900円に、ドリンクをサービス（要2日前予約）。

フラダンス羽村anuenue 川崎2-3-32 090-1773-4378 弁当・お菓子400円以上ご購入の方、クッキー1つプレゼント。

五ノ神4-11-14 メゾンさくら野1Ｆ 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　当たり券で先着5名
ハンドスプレー（4名）、除菌用アルコール（1名）プレゼント。
当たり券で先着5名　ハンドスプレー（4名）、除菌用アルコール（1名）プレゼント。
チャンス券（はずれ券）提示、当たり券提示で、アピアランスケア相談60分5,500円を無料。

当たり券を使って、ファスティング用ドリンク、サプリメント商品を購入された方には、
5月分のアミノ酸サプリ10包（通常販売価格3,240円（税込））をプレゼントします。準備分が無くなり次第終了します。

※ご注意/有効期限の違うお店もございます。
令和3年12月１日（水）～令和4年１月１6日（日）有効期間

★スクラッチ券でサービスを受けましょう！

1,000円×1,000本
300円×１5,000本！

総額550万円総額550万円

※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。

HAMURIN
SCRATCH


