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布
配
ト
ッ
ケ
チ
4 年 2 月 1日 火 ～ 2 月20 日 日
利用期間 令和 4 年 2 月 21 日 月 ～ 3 月 13 日 日

配布期間 令和

参加方法
①参加店で配布期間内にお買い物をします。
②お会計 1,000 円 （税込） ごとにチケット 300 円分がもらえます。
※チケットの配布は、 お会計 5 万円

（税込）

を上限とします。

③チケットは利用期間内に参加店でご利用いただけます。

主催

清瀬商工会

な！

ける
コロナに負

（利用枚数の制限なし）

がんばるお店応援キャンペーン

参加店一覧（業種別）

1

セブンイレブン清瀬野塩 1 丁目店
毎月第 3 土曜日に野菜市開催しております !

22

ウエルシア薬局 清瀬中里店
なんでも揃うウエルシア薬局

2

セブンイレブン清瀬中清戸 5 丁目店
毎日お得な野菜果物を取り揃えています！

23

ココカラファイン清瀬店
清瀬市の皆様のココロとカラダをゲンキに

3

セブンイレブン清瀬梅園 2 丁目店
にんじんジャム ・ ジュース取り揃っております

24

池田紅参堂
漢方で元気ハツラツ カゼには漢方

4

村正商店
ホクホクの焼き芋 しっとり安納芋

25

栄貫堂薬局 清瀬店
皆様から信頼される店づくりをしております

5

フードピアたけし
毎日が特売！配達 OK ！

26

あくつ薬局
元気の出る薬局。 地域の健康介護支えて 67 年

6

佳慶中華物産
中華系のお菓子や調味料をお楽しみください

27

ブンガコテージ
春の花各種取り揃えてお待ち申し上げます

7

髙橋水産
鮮魚干物食品手造り惣菜配達ご利用ください

28

山下花店
いつでもフレッシュ切花 花束アレンジ

8

魚三九
新鮮な魚介類を豊洲から毎日仕入

29

遠藤写真館
輝いている今を残したい ! 遠藤写真館

9

ミートマートオオシマ
国産の牛豚鶏肉を扱っております

30

リアルト
春物 50％OFF あります

10

肉の大丸
卸値で売るお店

31

ジュピター
S ～ 3L までの私だけの洋服を見つけましょう

11

シカゴチキン
若い人の味方 ! 安くて、 味良し

32

ブティック マルマツ
地域に愛され 50 年

12

吉池精肉店
手作り総菜 すべて国産にこだわってます

33

ともや
清瀬で創業 70 年の婦人服のともや

13

しんめい青果
新鮮な野菜を取り揃えています

34

メガネパインビレッジ
専用駐車場がある眼鏡店は市内で当店のみ

14

関川くだもの店
おいしいくだもので冬を乗り切りましょう

35

サイクルショップ ルート 610
スポーツ自転車のことならお任せください

15

丸城園
掛川茶の深蒸し煎茶扱っております

36

松村輪業
自転車 ・ バイクが大好きだ

16

ヤマシタ
最優秀賞受賞工場直営の狭山茶 ぜひおためしください

37

村越自転車店店
当店販売者の空気注油点検調整は無料です

17

藤小西元町店
清瀬市内どこでも配達します

38

スガハラ印刷
地域密着型の印刷屋です

18

藤小西酒店
近隣は多少にかかわらず配達します

39

小池印房
卒業 ・ 入学 ・ 就職祝のハンコお作りします

19

ふとんのリビングショップ河口
仕立て直し、 羽毛のリフォーム承ります

40

笠原デンキ
親切 ・ ていねい 地元の電気屋さん

20

文具の幸文堂
一般文具から機能性の高い話題の商品まで

41

丸栄ベーカリー
昔ながらのベーカリー こだわりパンを作っています

21

文具の坂田雅光堂
2 中 ・ 4 中の上履きを販売しています

42

ベーカリーショップどんぐり
色々な種類の手作りパンをご用意してお待ちしてます

野塩 1-436-5 ／ 492-6017 ／コンビニ

中清戸 5-83-4 ／ 492-5647 ／コンビニ

梅園 2-1-31 ／ 495-6860 ／コンビニ

上清戸 1-8-5 ／ 493-2406 ／食料品

竹丘 1-9-28 ／ 491-5865 ／食料品

松山 1-16-4 ／食料品

竹丘 1-9-25 ／ 492-5697 ／鮮魚

松山 2-14-16 ／ 491-0062 ／鮮魚

元町 1-4-21 ／ 491-1719 ／鮮魚

松山 1-9-15 ／ 455-5321 ／精肉

松山 1-15-6 ／ 494-1389 ／精肉

松山 1-27-9 ／ 491-3348 ／精肉

松山 1-11-20 ／ 496-7481 ／野菜・青果

松山 2-5-50 ／ 493-1211 ／野菜・青果

竹丘 1-3-16 ／ 491-2378 ／お茶

松山 2-4-4 ／ 491-0350 ／お茶

元町 2-6-7 ／ 492-1790 ／酒類

竹丘 1-10-12 ／ 493-2621 ／酒類

元町 1-4-22 ／ 491-4612 ／寝具

松山 1-14-6 ／ 491-4035 ／文房具

松山 2-13-15 ／ 491-0267 ／文房具

中里 3-895-1 ／ 494-6166 ／ドラックストア・薬局

松山 1-10-1 ／ 496-7106 ／ドラックストア・薬局

元町 1-19-13 ／ 491-5247 ／ドラックストア・薬局

松山 1-23-10 ／ 493-0424 ／ドラックストア・薬局

松山 1-41-18 ／ 491-0142 ／ドラックストア・薬局

松山 1-9-1 ／ 495-5534 ／生花

松山 2-14-15 ／ 491-0063 ／生花

松山 2-12-24 ／ 491-0353 ／写真館

元町 1-4-5 西友 2F ／ 495-4722 ／衣料品

元町 1-9-4 ／ 492-4832 ／衣料品

松山 1-11-25 ／ 491-0601 ／衣料品

松山 2-13-10 ／ 491-0140 ／衣料品

中里 2-1391 ／ 496-0310 ／メガネ

竹丘 2-14-39 ／ 493-5949 ／自転車

松山 1-41-16 ／ 491-0145 ／自転車

松山 2-3-3 ／ 491-0349 ／自転車

松山 2-7-14 ／ 492-2210 ／印刷

松山 3-17-5 ／ 493-3555 ／印鑑

竹丘 2-33-1 ／ 491-7772 ／家電

松山 3-17-15 ／ 492-0157 ／パン

松山 3-18-35 ／ 492-8009 ／パン

43

せんべい味億本舗
おいしいお煎餅をご用意してお待ちしてます

64

ハマウラクリーニング松山店
シミ抜き ・ 仕上がりに自信あり !

44

手焼せんべい栄草庵
真心こめた手づくりの味

65

クリーニングハウスポピンズ
仕上がりに自信あり !

45

創作和菓子ほのか
素材にこだわりあり

66

渋谷自動車工業所
スズキの販売店です なにかあればご用命ください

46

御菓子司奈か里
手作り職人の味、 どらやき、 大福 他

67

理容ミッキー
5 歳若返る白髪ぼかし

47

英
安さ、 ボリューム、 味に自信があります

68

マイヘアーサロン髪 ing
どうぞご来店お待ちいたしております

48

清月
清瀬特産 にんじんロール、きよはちロール、火の花まつり おススメです

69

理容こくぼ
お客様のアンチエイジングに力を入れてます

49

清瀬 風月堂
清瀬にまつわる和菓子を作っています

70

ヘアーサロン ヤング
ご来店お待ちしております !

50

スイーツガーデンノイ
優しい甘さのスイーツを手作りしています

71

メンズサロンたかみ
次回に来店いただくよう真心込めて接客いたします

51

中村良元商店
清瀬で 80 年近くライフラインのお手伝い

72

カットインホワイト
男女ともお顔のエステが好評です

52

岩崎商店
創業 98 年 LP ガスのことなら岩崎商店へ！

73

メンズサロン ウイング
髪に信頼される床屋！

53

石塚
灯油 ・ お米 ・ ガス器具販売しています

74

川村理容店
確かな技術でお客様のご要望にお応えします

54

松村石油
給油、 洗車 お待ちしています !

75

荒川理容館
創業 60 年の技術と信頼

55

ホームケアセンターイワサキ
おむつフィッターのいるお店です

76

カットハウス JUN
完全プライベートサロン

56

Books いいだクレア店
話題の本を取り揃えてご来店お待ちしております

77

ヘアーサロンスニップ
アットホームなお店でカウンセリングを重視しています

57

おやま接骨院
あなたにあった刺激量で自然治癒力を高めます

78

ビューティー岩田
カット＆パーマに自信あり

58

佐々木整体院
もみかえしの少ない独自の施術方法です

79

ヘアモード・ルーツ
予約優先ですので電話予約にご協力を

59

リラクゼーションサロンいけだや。
清瀬で日帰りアジアンリゾート気分 !

80

ワイズヘアー
ご来店お待ちしております !

60

もみ丸
あなたの体と心をいやします！

81

美容室ホットスタッフ
アットホームな雰囲気の店 どうぞお越しください

61

リフレふれあい通り治療院
腰痛 ・ しびれ ・ 不眠などの時ご利用ください

82

ビューティーレイクシャイン
スタッフもお客様も和気あいあい

62

はりとお灸の豐春堂
治未病、 毎日の健康に貢献します

83

tip top 清瀬店
ご来店お待ちしております !

63

イーグルクリーニング
みなさまの 「また着たい」 に応えるお店です

84

シェモア美容室
スタッフ一同心よりお待ちしております

下清戸 5-863-1 ／ 493-3711 ／米菓

松山 3-17-4 ／ 491-1050 ／米菓

元町 1-4-16 ／ 493-5534 ／和菓子

元町 1-19-13 ／ 494-0288 ／和菓子

松山 1-13-2 ／ 495-6303 ／和菓子

松山 1-13-13 ／ 492-0613 ／和菓子

松山 1-15-10 ／ 492-3959 ／和菓子

元町 1-1-17 ／ 495-5605 ／洋菓子

野塩 4-26 ／ 493-0025 ／燃料

元町 1-8-35 ／ 491-4321 ／燃料

松山 2-3-4 ／ 491-0171 ／燃料

中里 1-1698 ／ 491-2379 ／ガソリンスタンド

中里 3-1118-1 ／ 492-3522 ／介護・福祉用品

元町 1-4-5 西友 4F ／ 491-3241 ／書籍

元町 1-10-3 ／ 497-2336 ／整体・整骨・マッサージ

元町 1-11-20 ／ 427-1508 ／整体・整骨・マッサージ

松山 1-11-22 ／ 439-5151 ／整体・整骨・マッサージ

松山 1-9-1 ／ 496-7878 ／整体・整骨・マッサージ

松山 1-25-6 ／ 492-4091 ／整体・整骨・マッサージ

松山 2-2-23 ／ 491-0921 ／整体・整骨・マッサージ

元町 1-8-33 ／ 493-7657 ／クリーニング

松山 2-15-13 ／ 493-1230 ／クリーニング

下宿 1-124-4 ／ 492-3991 ／クリーニング

元町 2-21-8 ／ 491-0530 ／自動車整備

中里 4-1323-9 ／ 492-1718 ／理容

野塩 5-261-17 ／ 493-1587 ／理容

上清戸 2-11-39 ／ 493-4840 ／理容

下清戸 3-376-6 ／ 492-3164 ／理容

元町 2-12-32 ／ 491-1696 ／理容

元町 2-21-1 ／ 492-1825 ／理容

竹丘 1-9-27 ／ 491-3547 ／理容

松山 1-11-24 ／ 491-4542 ／理容

松山 1-21-17 ／ 491-3257 ／理容

野塩 2-390 ／ 495-1311 ／美容

中清戸 1-576-21 ／ 492-2126 ／美容

中清戸 3-385-7 ／ 493-7216 ／美容

中清戸 5-62-4 ／ 491-2454 ／美容

元町 1-9-10 ／ 494-3955 ／美容

元町 1-19-12 ／ 494-0847 ／美容

竹丘 1-10-10 ／ 493-0988 ／美容

松山 1-5 ／ 492-6240 ／美容

松山 1-13-3 ／ 493-1008 ／美容

85

Verde Bambi
しっかりした技術を提供します

106

水道ポンプ細山営業所
水周りやその他リフォームご相談ください

86

カトレア美容室
トータルビューティサロン あなたを素敵に

107

居酒屋ひ―くん家
ご来店お待ちしております !

87

HAIR LOUNGE EN
癒されに来てください

108

焼き鳥西のやかた
備長炭でじっくり焼いた国産鶏肉をご賞味 !!

88

美容室ぴゅあ
コロナに負けず営業しています

109

イカバル × 肉バル Haru
美味しいお肉とソムリエ厳選のワインを楽しむお店

89

ラ・クルー
ダメージレス酢酸ヘアカラーはじめました

110

旬菜魚 hiro
新鮮な活きいかと魚 清瀬の野菜が食べれるお店

90

Bell Hair
いやされる空間でお待ちしています

111

吉家
生まぐろ刺身 ふぐ 旬の刺身

91

ヘアーポート リファイン
お客様に最も似合うスタイルを提供できるサロンです

112

魚ツキ
長崎県五島列島直送の鮮魚をどうぞ

92

絵夢美容室
ご来店お待ちしております !

113

中華居酒屋 福
単品 300 円の美味しい中華料理いかがでしょう

93

美容室コスモ
冠婚葬祭のお着付け、 ご予約承ります

114

食呑楽 きまぐれ
清瀬の隠れ家的な居酒屋です

94

ネイルサロン PURE CUORE
寒い冬でも華やかなネイルはいかがですか

115

居酒屋なかちゃん
気さくなお店

95

ネイルサロン・リーティー
爪のお悩みなど ご相談にのります !

116

居酒屋大ちゃん
昼夜ともテイクアウトやっています

117

食楽おばこ
きりたんぽ鍋、 オリジナルおばこ鍋用意しています

118

楽笑
リーズナブルでアットホームな居酒屋です

119

俺のめし
産地直送の新鮮な鮮魚を一度ご賞味ください

96

松山 1-15-8 ／ 495-7239 ／美容

松山 1-17-11 ／ 491-2641 ／美容

松山 1-18-2 ／ 492-3755 ／美容

松山 1-21-18-2F ／ 493-9870 ／美容

松山 1-22-10 ／ 493-0330 ／美容

松山 1-23-9 ／美容

松山 1-27-8 ／ 494-7166 ／美容

松山 3-12-4 ／ 491-5791 ／美容

松山 3-18-4 ／ 491-0605 ／美容

元町 1-1-15 ／ 496-0707 ／ネイルサロン

松山 1-27-11 ／ 497-9951 ／ネイルサロン

リユースマイル
1 時間 2,500 円で便利屋の利用が可能です !
中里 3-890-16 ／ 050-5532-7786 ／便利屋・出張買取

松山 2-15-27 ／ 491-0146 ／建設関係

中里 4-818 ／ 453-5532 ／居酒屋・酒処

野塩 1-171-13 ／ 495-4522 ／居酒屋・酒処

元町 1-9-3 ／ 497-9268 ／居酒屋・酒処

元町 1-13-7 ／ 459-1486 ／居酒屋・酒処

元町 2-3-1 ／ 495-5533 ／居酒屋・酒処

松山 1-11-1 ／ 497-8720 ／居酒屋・酒処

松山 1-27-4 ／ 445-3237 ／居酒屋・酒処

松山 1-13-19 ／ 497-9520 ／居酒屋・酒処

松山 1-18-3 ／ 080-5379-9901 ／居酒屋・酒処

松山 1-18-4 ／ 492-4427 ／居酒屋・酒処

松山 1-15-1 ／ 493-3195 ／居酒屋・酒処

97

KEN ドリーム
当社の日帰りバスツアーや宿泊旅行にもぜひ !

98

健康遊戯たんぽぽ
手と頭の体操健康麻雀 ! お待ちしてます

99

住まいるアシスト
地元密着。 ガス機器の入替はおまかせください

120

楽しい和食家 力
カジュアルに楽しめる和食、 魚、 肉、 酒

100

優美設備
お客様の想いをそのままカタチに

121

ふぐ・すっぽんと美味い肴すゞき
ふぐのシーズン真っ只中 ! この機会にぜひ !

101

中村工務店
ふるさと納税 （大工品） もやっています

122

和食壱まる
美味しい物が食べたくなったら壱まるへ

102

田中住宅設備
水回り ・ ガス器具修理施工ご相談ください

123

グリルド東京
とてもおいしいラム ステーキ焼肉 !

103

スズキ空調
エアコンの事ならお任せください

124

レストランアルブル
清瀬野菜たっぷりのカジュアルフレンチです

104

センバ建装
創業 60 年の信頼が必ずお客様を満足させます

125

キッチンスズキ
昔ながらの手作り洋食をご提供します

105

山﨑工務店
暮らし豊かに快適に

126

楓
おいしいワインあります

中里 4-1344-22 ／ 497-7107 ／旅行券

松山 1-11-7 ／ 495-7708 ／健康麻雀

中里 1-738-6 ／ 449-9337 ／建設関係

中里 3-899-40 ／ 466-8150 ／建設関係

中里 3-1114 ／ 491-2361 ／建設関係

上清戸 1-8-4 ／ 493-0268 ／建設関係

中清戸 2-857-9 ／ 497-8619 ／建設関係

下清戸 1-290-5 ／ 493-7107 ／建設関係

竹丘 2-14-12 ／ 493-6427 ／建設関係

松山 2-4-2 ／ 497-8280 ／居酒屋・酒処

旭ヶ丘 1-232-1 ／ 497-1455 ／和食

上清戸 1-4-11 ／ 496-7600 ／和食

元町 2-1-28 ／ 491-1864 ／和食

松山 1-20-2 ／ 491-7915 ／和食

中清戸 5-89-81 ／ 427-5116 ／洋食

松山 1-4-17 ／ 492-7800 ／洋食

松山 1-20-8 ／ 491-0160 ／洋食

松山 2-1-6 ／ 492-3170 ／洋食

127

トラットリア ディ ルッソ
新規オープンのイタリア料理店です

148

三英寿司
うなぎがおすすめです ! 活けの国産うなぎです

128

焼肉摩周
皆様に愛されて 48 年

149

きんぺい寿司
来店、 出前、 テイクアウト使えます !!

129

炭火ホルモン焼 MIYAGI
気軽に焼肉 !

150

清瀬旭鮨
気軽に入れるお店です

130

Indian Restaurant Darbar
色々な焼肉もついていて楽しいですよ

151

秀寿し
本マグロがおすすめです !

131

Indian Restaurant Panas
広い店内でお食事をお楽しみください

152

二葉寿司
新鮮なお寿司をどうぞ

132

NABIN
お好みのカレーをお楽しみください

153

カフェギャラリー縁
こだわりの珈琲と手作りのランチが好評です

133

中国料理 同心居
80 種類のメニューがテイクアウトできます

154

Café ふわっとん
手作りサンドイッチ ・ 手作り焼き菓子のおいしいお店です

134

ラーメンそうすけ
おすすめは極み味噌ラーメン、 台湾まぜそば

155

森のカフェ アイビー
予約していただければゆったりとお過ごしできます

135

喜楽飯店
本格四川風料理をお頼みください

156

CoCo CAFE
美味しいランチ御用意してお待ちしています

136

らーめん蝦夷
気軽に入れて楽しく吞んで食べられる店

157

珈琲亭 梓
珈琲と恋は熱い時が最高 !

137

中華そばや 和凡
化学調味料不使用の煮干し中華そば

158

みんなのタコ公園
子供から大人まで皆で楽しむお店です !!

138

香建大飯店
11 時～ 15 時ランチタイム 五目焼きそばが人気

159

くぅ
自家製酵母のパンを販売しています

139

中華料理 幸楽
地元産野菜を使った手作りギョーザを食べて

160

Scafe
愛犬と一緒にくつろげる Café＆Bar

140

韓国料理 姫
絶品の韓国家庭料理をお楽しみください

161

北欧風カフェ雑貨 リントゥ・クッカ
ムーミンと北欧雑貨店 店内でお茶ものめます

141

金の家
韓国マイスターが作る本場の韓国料理です お気軽にお越しください

162

スナック New K
楽しいお酒を飲みませんか？アットホーム

142

うどん亭なべきち
できたての手打ちうどんと天ぷらをどうぞ !!

163

ラウンジ グランシャリオ
カラオケ歌い放題 （無料）

143

松庵
石臼挽き常陸秋そばをどうぞ

164

サン★ミュール
昼カラを一緒に楽しみましょう～♪

144

そば処 尾張屋
昭和 43 年創業 真心こめて提供しています

165

Goody Goody
ジャスシンガーママの家庭的なスナックです

145

田舎うどん篠新
好評カキそばも季節最終月 ! 食べ損ねご注意

166

娯楽ハウストキワ
飲んで歌って楽しい店 営業は 19 時～ 3 時迄

146

そば処 朝日屋
地元に愛されて半世紀

147

喜久寿司
当店の上寿司は新鮮なネタが自慢です !

松山 2-7-16 ／ 508-2212 ／洋食

松山 1-16-4 ／ 493-2288 ／焼肉

松山 1-27-4 ／ 497-8462 ／焼肉

野塩 1-340 ／ 495-0205 ／インド料理

元町 1-4-16 ／ 495-9266 ／インド料理

松山 1-21-18 ／ 492-4597 ／インド料理

元町 1-1-20 ／ 496-0808 ／中華料理

元町 1-10-13 ／ 491-7334 ／中華料理

元町 1-6-15 ／ 495-9287 ／中華料理

松山 1-4-3 ／ 493-5188 ／中華料理

松山 1-20-2 ／ 080-9178-3009 ／中華料理

松山 1-27-8 ／ 495-3669 ／中華料理

下宿 1-132 ／ 495-3288 ／中華料理

松山 1-13-15 ／ 493-3196 ／韓国料理

松山 3-18-4 ／ 070-3893-0038 ／韓国料理

竹丘 2-2-26 ／ 493-0155 ／そば・うどん

松山 1-4-2 ／ 492-0616 ／そば・うどん

松山 1-9-1 ／ 491-1126 ／そば・うどん

松山 2-4-6 ／ 494-1514 ／そば・うどん

松山 2-14-14 ／ 491-0130 ／そば・うどん

野塩 2-390 ／ 491-1641 ／寿司

元町 1-8-13 ／ 493-1151 ／寿司

元町 1-8-29 ／ 492-3232 ／寿司

松山 1-16-2 ／ 493-5185 ／寿司

松山 1-29-13 ／ 493-9499 ／寿司

松山 3-3-14 ／ 491-1507 ／寿司

野塩 1-300-5 ／ 493-0002 ／喫茶

上清戸 1-15-18 ／ 497-9482 ／喫茶

梅園 3-21-6 ／ 494-3175 ／喫茶

松山 1-11-17 ／ 493-3371 ／喫茶

松山 1-8-21 ／ 494-0439 ／喫茶

松山 1-18-4 ／ 497-9420 ／喫茶

松山 1-30-7 ／ 080-5885-8738 ／喫茶

下清戸 2-558-3 ／ 497-3373 ／ドッグカフェ

松山 2-6-47 ／ 497-9108 ／雑貨販売・カフェ併設

元町 1-8-3 ／ 492-4428 ／スナック

松山 1-13-15 ／ 495-0757 ／スナック

松山 1-13-25 ／ 495-6393 ／スナック

松山 1-14-10 ／ 080-4170-0826 ／スナック

松山 1-17-8 ／ 494-0429 ／スナック

小売り

サービス

建設

飲食

※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、時短営業・
休業となることがありますので、ご了承ください。
参加店 166 店
〔令和 4 年 1 月 18 日現在〕

Q& A
Ｑ１

チケットをもらえる（使える）お店はどこになりますか︖

Ａ１

チラシの参加店一覧でご確認ください。
また、清瀬商工会 HP（https://kiyose.or.jp/）では参加店の最新情報を掲載しています。

Ｑ２

チケットはどうしたらもらえるの︖

Ａ２

参加店で配布期間内にお会計 1,000 円ごとにチケット１枚（額面 300 円）がもらえます。
配布の上限は１回のお会計 50,000 円となりますので、最大 50 枚（15,000 円分）をもら
うことが可能です。

Ｑ３

チケットは何を買ってももらえるの︖

Ａ３

参加店で取り扱っている商品、サービスであれば原則対象となります。
ただし、換金性の高い物（切手、ハガキ、印紙、金券、各種カード類など）
、税金・公共料金、
ごみ指定収集袋、タバコ、電子マネーのチャージ等への支払いではもらえません。

Ｑ４

チケットはいつまでもらえるの︖

Ａ４

参加店で配布期間（2/1 ～ 2/20）のお買物であれば対象になります。
ただし、店舗ごとの上限または発行総額に達した場合は、期間内でも配布終了となります。

Ｑ５

チケットをもらったらすぐに使えるの︖

Ａ５

配布期間（2/1 ～ 2/20）と利用期間（2/21 ～ 3/13）が分かれていますので、ご利用は
利用期間内でお願いします。

Ｑ６

チケットは何に使えるの︖

Ａ６

参加店で取り扱っている商品、サービスであれば原則対象となります。
ただし、換金性の高い物（切手、ハガキ、印紙、金券、各種カード類など）
、税金・公共料金、
ごみ指定収集袋、タバコ、電子マネーのチャージ等への支払いには使えません。

Ｑ７

１回に使える枚数に制限はあるの︖

Ａ７

制限はありませんが、お釣りは出ませんのでご注意ください。

※原則、全ての参加店で同様の基準で実施していますが、混雑回避や防犯上の観点などの理由から、
チケットの配布方法、利用対象商品など店舗で制限させていただく場合があります。その際は店舗
の指示に従っていただきますようお願いいたします。

注意事項
■ チケット利用の際はお釣りは出ません
■ チケットは換金性の高い金券、たばこ、税金、公共料金、ごみ指定収集袋、
公序良俗に反する物などは対象外です
■ 各店舗の上限、発行総額の上限に達した場合は、期間内であっても早期終了
することがあります
■ 混雑時を避けてのご利用にご協力ください
■ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更することもありますので
ご了承ください
■ チケットの配布、利用などについてはお店の指示に従ってください

お問い合せ先

清瀬商工会

（平日 9 時〜 17 時）清瀬市松山 2-6-23

電話 042-491-6648

