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営//9:30～ 15100

休/土・日 祝日
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先着 150人

懺蟻鱗傘炸《驚鱗褥》
豪)`1簸 1鶴醸… 1砂囃醸:辣鑢滲:僣

限定各50組 または上限120人

事前申込制

事前申込は市公式ウェブサイト

応募フォームから
先着 700人 先着 250人

菫鱚 :ず篭の場∫ヽ―ステ・‐―̂● ィー鬱爾簿鰺爾甕 番鑽鮭鰊5議‐輪鸞懸…聡SO慇



屹緞餞赳紗濶繭2923 2/130～ 3ノ30
公共施設やお店をめぐつてスタンプをグ

'卜
しよう !スタンプの数に応じて、

すそのんグッズをプレゼント:※ お店で買い物や飲食をするとスタンプがもらえます

裾野市役所 3階情報発信課

ヨl換期間/2023年 2月 13日 (月)～ 3月3日 (金 )

受付時間/8:30～ 17:15(土日祝除く)

なまえ

蟷嘔蠅罐仁
彩食健美二胡)お食事券1,000円 /STUDIO O&K)す そのんランチパツク/おうちカフェ茶まり)アイス1個無

料券/グリーンカフェ花麒麟>焼菓子(すそのんマドレーヌなど詰め含わせ)/ヘルシーパーク据5)入浴招待券ペ

ア1組 /スノーノヽ―クイエテイ)ぐ りんぱワンデークーボン/ばんはうす ヴィエナ ブロート>食バン1斤券/ベン

ションふんわりこん>ドリップバツグ5個入り/BI田屋商店>酒限定4本セット/松丼米店>グルテンフリー米粉

300g/麺 工房 海練>食事ギフト券1′ 000円 /やさい食堂 楽風>楽風オリジナル薬膳コーヒー/洋菜酒房

Don― buono凱 >お食事券1,000円 /六文亭>食事券1′ 000円分/渡遷製麺〉すやまうどん3東セット/不□風れすと

らんみよし>食事券3.000円

休日特鍛窓口
2月23日 (木 祝)は生涯営習センター

3月 4日 (土)は市役所地下多目的ルーム

受付時間/10130～ 15:00

受付時間/9:00～ 12:00

※同じ施設:お店でもらえるスタンプは1つです
=



CHINESE STYLE
彩食健美 二調
OLiNE友 連会員登録で

お持ち帰リミニザーサイプレゼント1

体/大 【用 水 (デ ィナー)】

営/ランチ 11:00～ 1500(L01400)
ディナー18:00～2100(L01930)

深良 2340-1  055-957-3725

蝉

すそのんスタンプラリー参加店舗一覧
0マ ークのある店舗で特輿が受けられます

STUD:OO&K
①l.500円 以上購入で

クリアフアイル1枚ブレゼント

休/大
営/平曰 1400～ 22:00

土日祝 10100～22:00
公文名 64-3 055-993-8857

…

亀

審瀬製茶店 しヽわ瀬

体/無
営/910C-19100
平松410-2 055-992-3118

岩瀬製茉麿 本店

休/日
営//9:00～ 19:00

御宿 361  055-992-0328

しヽわなみキッチン

体/火
営/11100～ 15100

岩波 249-1  055-939-5800

□

おうちカフェ荼まり
0茶まリアイスをご注文の

お客様1ま「50円 31き」にて
む提供いたします。

休/水 木

営//12100～ 16:30

ツ
`園

122-2 055-939-6389

ロ

お好み焼・鉄板焼

潜酔狂

⑤店舗飲食10%
テイクアウト3%サービス

休/月 日 (第 3)※他日曜日は予約営業

営/17100～ 23100(L022:30)
石脇 213 0120-06-5590

朦 鍛 こ鴻 ,遍

薔仙埼

①蕎麦のビスコツティまたは
ノヽウンドケーキプレゼント

休/用  火

営//11:3Kl-14:00

須 |」 1737 055‐ 998-0170
×ご来店前に電話予約をお願いします。

回 □ 回

グlJ―ンカフェ
花麒麟

③500円以上購入で
缶バッジプレゼント

体/上  曰 祝

営/930～ 15:

佐野 1059 05
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五竜鷹

体/大
営/11:00～ 14:00

佐野 1087-1  055-992-2001

食事処すその

体/水
営//11:00～ 14:00

須山2956-3 055-998-1324

ヘルシーノヾ―ク裾野

体/無
営//10100-21:00
須山3408 055-965-1126

回

スノーパーク

イエティ
①滑走券購入でレンタル無料

休/無
営/平 曰 10100～ 22:00

土日祝 9:00～2200
(2/26以 降はお問い合わせください )

須tl12428 055-998-0636

攣

清月

01′000円以上購入で
和菓子 lヶプ レゼ ン ト

体/不定体

営/9100～ 18100

菖山737-4 055-997-0369

●IH

土屋商店

休/日
営ノ/7:30～ 18:30

御宿 1036-12 055-997-2031

時之栖

手づくり工麗

体/無
営ノ/9:00～ 19:00

御殿場市神山719 0550-87-6528

輌 回
E_t7謳 ■ 1二■

はんのミウラ

①l,000円 以上購入で
すそのんゴムEOサービス

休/日 祝

営ノ/9:00-19:00

平松475-7 055‐ 993-3133

ばん:ようす

ヴィエナ。ブ回―ト

体/曰 月 祝

営/8:OKl-19100
茶畑 201-2 055-993-9285

四

ビューティーチェリー
(クレープ自販機)

休/無
営/24H スタンプ 10100～ 17:00

佐野 1379-30 090-8541-4538

閣 鯛 口 諫

富士サファリノヾ―ク

⑬ノベルティブレゼント
X料金所横案内所にお饉しくださしヽ

体/無
営ン/10100-15:30

須山2255-27 055-998-1313

E■洲 ■

富士の菫洋粟番店

01,000円 以上購入で
焼藁子 1クプ レゼ ン ト

休/火
営/9:30～ 18:00

葛山737-1  055-997-8231

申



■国田劇 フジフオ~ト

-
体/日  祝

営/8:30～ 18

深良 2373-16

３〇
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すそのんスタンプラリー参加磨鋪一覧
0マ ークのある店舗で特典が受けられます

べじた館 ぶつこ

⑤ 5袋につき 1袋サービス

体/日
営ノ/9:00～ 16:00

深良3133-1

ベンション

ふんわりこん
(コ ーヒー豆自販機)

体/無
営/24H
須山2255-3810 055-998-1433

ニ
.「

島 :っ

まちこつペ

体/大 土 木 (第 13)
営/11:00～ 1700(な くなり次第終3)

10荷 1951事一回

町田屋商店

01,000円 以上購入で
裾野市サービスカード三倍
または3%31き

体/曰
営//815～ 1830
深良2386 055-992‐ 0167

松丼米店

①3.000円以上購入で
グルテンフリー米粉 3009

体/日  祝

営ノ/9:00～ 18:00

茶メ日443-1  055-992-0142

麺工房 海練

0ラーメンかカレー3杯以上
注文で水餃 3・サービス

体/水 【月 火 木 (夜営業)】

営//11:00～ 14:30

17:30～ 20130

イ左野 1542-1  055-941-8740

やさい食堂 楽風

体/用 (日 不定体 )

営/930～ 15:30

石脇 586 055-993-9304

ユーフォト

体/曰
営/用～金 9100～ 1900

±    10:00～ 17:00

平松 393-2 055-993‐ 8757

洋菜酒房

Don‐buono凱
0お 1人様 1,600円以上購入で

次回使えるケーキ2種盛券サービス

体/月 (祝日の場合は大曜日)

営/ラ ンチ 1130～ L014:00
ディナー1730～ L021100

伊豆島田8441 0559927034

ら一めんランド
マリオ店

0ラーメン100円 31(5名 様まで)

体/無
営ノ/11:00～ 14:00

17:30～23:00

佐野 104-9 055-993-4867

六文亭      ‐

⑬600円以上食事でワンドリンク

サービス(台紙1枚につき1杯 )

休/火
営/平祝 11:00～ 15100、 17:00～ 24100

土日 11:00～ 24:00

茶畑 30-1  055-993-4848

渡遅製麺

0すやまうどん10東購入で
もう1東プレゼント

休/無
営/8:30～ 18:00

須山 176 055-998‐ 0612

和風れすとらん

みよし
Oみよしオリジナルすそのん

コースタープレゼント

体/火
営//11100～ 14i00

17:00～21:00

御宿 136-1  055-993-5555

鈴木図書館

体/月 2/24
営/9:00～ 17:00

平松 495 055-992-2342

中央公園
観光案内所

体/年末年始

営/8:30～ 16:00

千福7-1  055-992-5005

生涯学習センター

体/用 (第24)
営/8130～ 21:30

深良435 055-992-3800

運動公園
管理事務所

休/月
営//8:30～ 21:00

,里 1616-1  055-997-7277

⑪塚同躙:聡胴̀
・

市民文化センター

休/月 (第 135)
営//9100-16:30
石脇 586 055-993‐ 9300

答えが全でわかつたら裾野市役所3階情報発信課に提出しよう l


