
まごころ商品券でお食事ができる飲食店を

ご紹介！

商品券の使用で受けられる７月限定のサー

ビスや特典についてもお知らせします。

７月は外食で飲食店を盛り上げよう！

Cina deux

ランチボックス(1,500円 )

□営業時間　11時 00分～ 24時 00分
□提供方法　店内飲食、弁当 (どちらも要予約 )
□お弁当について
希望する具材や予算、年齢層や好みからあなただ
けの弁当、お作りいたします。(おまかせも可）
※ 予約はなるべくお早めにお願いいたします
□電話番号　01634-6-2269

食楽厨房　まるや

わかめラーメン (醤油 )

□営業時間　11時 30分～ 19時 00分
※ 宴会などの予約状況によっては変動します
□提供方法　店内飲食、出前 (要相談 )
□７月中のサービス　割引券発行
商品券 1枚使用ごとに次回以降の来店で使用でき
る割引券 (10円 ) を発行します。
※ 宴会や仕出し除く
□電話番号　01634-6-1075
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焼肉ジャンボ
□営業時間　17時 00分～ 22時 00分
□提供方法　店内飲食
□ご予算に応じまして、コース料理・飲み放題等の
プランもございますので、まずはお気軽にお問い
合わせください。
□電話番号　01634-6-1893
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侘助

豚しゃぶ(飲み放題5000円コース)

□営業時間　17時 30分～ 24時 00分
□提供方法　店内飲食（予算に応じたコースを用意）
□７月中のサービス　まごころ生ビール
生ビール通常 600円のところ、まごころ商品券 1
枚でご提供！
□電話番号　01634-6-1849

カルビ、サガリ、トントロ (3000 円コース

焼肉工房　和
□営業時間　17時 00分～ 22時 00分
□提供方法　店内飲食、テイクアウト
※ テイクアウトは 2000円以上から (要予約 )
□７月中のサービス　ガラガラくじ
商品券 1枚使用もしくは現金 500円ごとにガラ
ガラくじが引けます。1 等ならその場で現金
1000円、　2等なら 100円をつかみどり！
□電話番号　01634-8-7200
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明月庵　田中屋
□営業時間　10時 00分～ 19時 30分
□提供方法　店内飲食、出前
□７月中のサービス　豚カツ定食割引
豚カツ定食 1,100 円を商品券 2枚でご提供！
□店主のメッセージ
自家製の出汁やスープとともにそば、うどん、ラー
メン全て手打ち！ラーメンは牛乳と卵からつくら
れる「ふっくらしこしこ麺」。ぜひご賞味ください。
□電話番号　01634-6-2408
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アップルパイ (日替わりメニュー )

□営業時間　11時 00分～ 18時 00分
□提供方法　テイクアウト
□日替わりメニューについて
インスタグラムやフェイスブック、店頭で日替わ
りメニューをお知らせしています。予約や取り置
きも行っていますのでお気軽にご連絡ください。
□電話番号　01634-6-1065



コミレス・かふぇ・トントン

旬の山菜弁当(500円 )

□電話受付時間　10時 30分～ 14時 00分
□提供方法　　　お弁当
□７月中のサービス　手作りスイーツ
　商品券でお弁当を購入すると特製スイーツをおつけ
　いたします。
□電話番号　01634-6-2300

ピンネシリ温泉　ホテル望岳荘

生姜焼き弁当(550円)

□営業時間　11時 00分～ 13時 30分
　　　　　　17時 00分～ 17時 40分
□提供方法　店内飲食、お弁当
□お弁当について
　お昼の時間に市街地まで配達いたします。ぜひご
　賞味ください。
□電話番号　01634-7-8111

三日月

ホルモン、ガツ、つくね、玉ねぎ

□営業時間　17時 00分～ 24時 00分
□提供方法　店内飲食、テイクアウト
　※　テイクアウトの際は電話でご予約ください
□７月中のサービス　
　モツ(シン・タン)、ホルモン、生ビールの各3品(各
　550円 ) が商品券 1枚でそれぞれご提供！
□電話番号　01634-6-1254

すずや菓子舗

ショートケーキ、生チョコケーキ (各 260円 )

□営業時間　9時 00分～ 17時 00分
□提供方法　テイクアウト
□７月中のサービス　シュークリームorエクレア割引
　商品券1枚でシュークリーム (通常 180円 )もし
　くはエクレア (通常 180円 ) を 3個ご提供！
　数量限定ですよ！
□電話番号　01634-6-1067
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八番食堂

醤油チャーシューメン (1,000 円 )

□営業時間　11時 00分～
　　　　　　　19時 00分 ( オーダーストップ )
□提供方法　店内飲食、出前 (要相談 )
□７月中のサービス　1,000 以上お食事で割引
　1,000 円以上のお食事をされたお客様には表示価
　格より 50円割引させていただきます。
□電話番号　01634-6-1008

とも

ハイボールとおつまみ

□営業時間　17時 30分～ 24時 00分
□提供内容　店内飲食
□７月中のサービス　90分飲み放題
　商品券 5枚で 90分飲み放題がご利用できます。
　からあげなどの一品料理も始めました。
　※　3名以上のご利用でお願いいたします
□電話番号　01634-6-2277

☆まごころ商品券について
□販売開始日　7月 10 日～

□販売場所　　中頓別町商工会館

　※　購入の際に身分証明書の確認

　　　を行います。家族分の購入を

　　　される場合は家族の身分証も

　　　確認されますのでご持参くだ

　　　さい。

□有効期限　11 月 30 日まで

□販売額　　1セット 5,000 円

　※　１セットで 7,500 円分使用可

□販売数　　6,664 セット

　※　一人につき 4 セット ( 額面総

　　　額 30,000 円分 ) まで購入でき

　　　ます。一定期間経過後に残り

　　　がある場合、一人あたりの購

　　　入上限を撤廃します。お早め

　　　にご購入ください。

☆お買い物スタンプラリーについて
　商品券 1 セット購入につきスタン

プ台紙が渡されます。各店舗で商品

券を使用してお買い物をするとスタ

ンプが一つ押印されます。5 店舗以上

のスタンプから下記商品に応募がで

きます。

〇5店舗以内部門　

　宝くじ 3,000 円分×40 名

〇6店舗以内部門　

　燃料券 5,000 円分×20 名

〇7店舗以内部門　

　お米 1 年分 (60kg) のお米券 ×2 名

〇8店舗以上部門　

　商工会商品券 30,000 円分×2名

☆商工会特別賞について
　商工会員の店舗での商品券利用 1

枚につき抽選券が 1 枚進呈されます。

後日行われる抽選会で当選すると下

記商品と交換

〇1等　10,000 円分の商品券× 5 本

〇2等　 5,000 円分の商品券×20 本

〇3等　 1,000 円分の商品券×50 本
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