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＼スタ フ リーに参カロしてお食事券をゲットしよう/

お雛 ランチ
1,620円

八代グラン ドホテル希望ヶ岡

F]軍
「

面■Dll:30-14:00
嘔狂コD毎週水曜日

旭中央通 り10-1

●0965-32-2111

おひなランチ
1,500円

お食事処 なり多

Ei I三 1ま LI■

11:00～ 14:30(オ ーダーストップ)

17:00～ 21:30(オ ーダーストップ)

⊂正コD毎週水曜 日

田中町608-1
80965-35-7256

おひなランチ
1,620円

大星

EI議キト】■12:00～ 15:00
嘔圧コD不定休

本町4丁 目2-33
●0965-32-2025

お雛 ランチ
1,620円

新中国料理 謙張

〔i』11:1 日11:oo-22100

…

な し

横手町1680-2
●0965-35-0575

◆
″丁 _

ひなまつリデジュネ
1,500円

セレク トロイヤル八代

｀
く

日
・・

認H・ 11:30～ 14:00
嘔EコDな し

本町2丁 目1-5
●0965-34-1111

お雛 ミニ会席
2,700円
寿司。日本料理 葵

E;』錢l11 日11:oo´V14:00

(平 日限定 )

EEID不 定休

本町 1丁 目13-26
●0965-32-4418

おひなランチ
2,000円
いけす料理 宗弘

[:』 11■1 日11:30-14:00
嘔狂コD不定休

本町3丁 目2-26
●0965-33-2730

き り と り 線 ―
一 一 ― ― ― ― ― ―

※必要事項は必ず記入してください。

フリガナ

■お名前

■こ住所

■TEL

■お雛ランチ&ス イーツの感想を一言お書きください。

雰葡[イ多P月善
1,620円

旬彩 丹波

Ei ll]1詞 1■ 11:30～ 14:30
嘔EIB不 定休

緑町12-5
80965-34-2188

●  ミ

スタンプを3個以上集め、きりとり線から切 り取つて
スタンプラリー応募箱に投函 してください

[八代市街地]松浜軒、本町12丁 目と通町の各お体み処
くまナンステーション

[日 奈久]日 奈久ゆめ倉庫、日奈久温泉駅
日奈久温泉センター「ばんぺい湯」

E戸砕il席ヨ

3月 末日までに商品の発送をもつて発表にかえさせて頂
きます。また、「やつしろのお雛祭り」ホームページ及び、フ
ェイスブックページにも発表いたします。

漢ミ

※記入後、きりとり線て切 り離 して応募箱に入れてください



今年のお雛ランチ&ス イーツはスタンプラ

3店舎甫以上お店を回るとキ由選で参力叫酔捕で

お食事券が当たりますよ♪

お店の場所は、

裏表紙の地図に記載 しています

こち らのマークがつ いたメニ ユーは事前

に予 約 が必 要 です。その他 は予 約不 要 で

オーダーできます。

リーイナき !

ご矛J用 できる

生姜づくし1多P月善
1,200円

東陽交流センター せせらぎ

平日11:00～ 14:30、 17:00～ 19:30

■日ネ兄  11:00-20:00
:Jな し

東陽町南1051-1
●0965-65-2112

ましより
「み月住5んち」

1.620円

お、れあいセンターいずみ

|「FIl■ 11:oo～ 17:00
,|二|:墓蟄2月 13・ 20・ 27日

泉町下岳3296-1
80965-67-3500

ひな ショート
600円 (2/23発 売開始)

数量限定
予約可 (三 日前 まて ,

お菓子の彦一本舗 駅前本店

J11lII]9:oo～ 18:00
1■ jコむなし

旭中央通 り1-1

80965-33-3515

凌ゞ雰住4争P月善
4,500円 (入 浴科込み)

不知火ホテル

1 .JItti]11:30～ 15:00

さ
,1苗曇貞:畜占新4

べ 、80965-38-0414

1レ
ン

お鰐住ランチ&ス イ~ツ

お食事券をゲ
集めたスタンプの数がタタいほど、当たる商品のグレードがUP!

ボ̈

十二単膳
1,000円 ×三日前までに要予約

さかもと温泉センター クレオン

■|,II,1:,11:00～ 14:30

MIT摯 毎週木曜日

坂本町川嶽1091
60965-45-8814

お雰住サ
300円
日奈久温泉センター ばんぺい湯

li:亜を12:00-20:00
:型][壺酸 毎月第3火曜日

日奈久中町316
●0965-38-0617

おひなモンプラン
450円
ボンブ

rJ疵五脚 lo:oo～ 19:00
t]嘔独 な し

松江町588-5
●0965-35-0090

苺パイ巨量限定
480円
Snowmanスノーマン

[■コ瓦曇D10:00´V19:00

厨EI醸 毎週火曜日

本町1丁 目9-12
●0965-32-1333

スタンプラリーで

ットしよう

1名様 10,000円分お食事券 期諄堀 1叩以上

5名様 5,000円 分お食事券 篤訴堀 5個以上

スタンプ数3個以上

※お食事券は、当企画の参加店舗からの協賛となります。ご利用の有効期限は各お店によって異なります
のでご了承ください。

13名様 1,000円分お食事券

0ス タンプラリーは左の台紙を使用してください。

Oス タンプラリーに応募する方は、必ず①お名前②ご住所

③電話番号をご記入 ください。個人情報保護法に即 し、ご

応募された方の個人情報は当企画以外に使用することは

ありません。

0ス タンプラリー期間は、2月 9日 ～3月 3日 となります。投函
の締め切りも3月 3日 までとなりますのでご注意ください。

0当 スタンプラリーは、上記参加店舗にてお雛ランチもし

くはお雛スイーツをご注文された方が参加できます。

Cス タンプ台紙はお会計時にお店の方にご提示ください。

C3店舗以上のスタンプ押印のあるカー ドでご応募が可能
です。

0同 じ店舗のスタンプの重複は無効となります。

0抽選の発表はお食事券の発送をもってかえさせて頂きま

す。また、3月 末 日までに「やつ しろのお雛祭 りJホ ーム

ページ及び、フェイスブックページにて発表いたします。


