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犬塚謄写堂犬塚謄写堂

丸竹商店丸竹商店スズマン本舗スズマン本舗

写真のつかさ写真のつかさ

莨屋塩座莨屋塩座
13 山崎屋山崎屋

足助牛乳足助牛乳
井筒亀井筒亀
こめ助こめ助

白久 HACQUE白久 HACQUE
加東家加東家

しすたあ美容院しすたあ美容院

立花屋立花屋

玉田屋旅館玉田屋旅館

参州楼参州楼

足助糧穀足助糧穀
風外虎餅風外虎餅

さかたやさかたや高惣酒店高惣酒店

紅屋紅屋

塩の道づれ家塩の道づれ家

村定酒店村定酒店

足助まいど商店足助まいど商店

三州足助屋敷三州足助屋敷

すぎたやすぎたや

板慶板慶
いづつやいづつや

かずやかずや
日月もなか總本舗
川村屋

日月もなか總本舗
川村屋

足助
両口屋
足助
両口屋

うなぎ専門店川安うなぎ専門店川安

ミートショップ
いづかめ
ミートショップ
いづかめ

ライブカフェ
足助のかじやさん

ライブカフェ
足助のかじやさん

マンリン書店
蔵の中ギャラリー
マンリン書店
蔵の中ギャラリー

ろじうらのカフェ
バンバン堂
ろじうらのカフェ
バンバン堂

民芸食事処
蔵

民芸食事処
蔵

総合衣料
ジャスト
総合衣料
ジャスト

エルエル

三  茶舗三  茶舗

八　鈴木商店八　鈴木商店

●スタンプラリー参加店以外のスタンプ押印は無効です。
●営業時間内にスタンプの押印をします。

●商品の数に限りがあるものもございます。
●スタンプは期間中有効です。１日で集められなくても、

別の日にチャレンジしてください。

●スタンプラリー参加店以外のスタンプ押印は無効です。
●営業時間内にスタンプの押印をします。

●商品の数に限りがあるものもございます。
●スタンプは期間中有効です。１日で集められなくても、

別の日にチャレンジしてください。

令和 5年 2月11日（土）～３月12日（日）

※マップを見ながらお店を確認。
　営業時間定休日も確認。

パンフレットでラリー参加店をチェック！
※マップを見ながらお店を確認。
　営業時間定休日も確認。

ＳＴＥＰ

１

ＳＴＥＰ

２

ＳＴＥＰ

３

ＳＴＥＰ

４
さらに足助の名産品が当たるダブルチャンス！
台紙の応募欄にご記入頂き、応募箱に投函
してください。
※応募は施設の営業時間内です。

さらに足助の名産品が当たるダブルチャンス！
台紙の応募欄にご記入頂き、応募箱に投函
してください。
※応募は施設の営業時間内です。

オリジナルボールペンをもらう！
・平日先着 30名様・土日祝日先着５０名様
・お渡し場所：足助中央商店街駐車場
・時間：10時～ 16時

オリジナルボールペンをもらう！
・平日先着 30名様・土日祝日先着５０名様
・お渡し場所：足助中央商店街駐車場
・時間：10時～ 16時

西町エリア西町エリア

新町エリア新町エリア

本町エリア本町エリア

銀座エリア銀座エリア

新田町エリア新田町エリア

参加店で食べたり買ったりして、
台紙に各エリアごとで１つ、合計３つ
スタンプを押してもらう！
※パンフレット掲載商品以外でもＯＫ。

参加店で食べたり買ったりして、
台紙に各エリアごとで１つ、合計３つ
スタンプを押してもらう！
※パンフレット掲載商品以外でもＯＫ。同時

開催

お店めぐりスタンプラリーお店めぐりスタンプラリー
足助商店街で食べて、買って、
スタンプ３個集めて、

オリジナルボールペンを貰おう！

足助商店街で食べて、買って、
スタンプ３個集めて、

オリジナルボールペンを貰おう！

ダブルチャンスダブルチャンス
応募して頂いた方の中から
抽選で当たります！

応募して頂いた方の中から
抽選で当たります！

中
馬
塾

中
馬
塾

Challenge２Challenge２

Challenge1Challenge1

スタンプラリー参加方法スタンプラリー参加方法

40店
参加

スタンプラリースタンプラリー
平日先着３０名様
土日祝日先着５０名様
にプレゼント！

平日先着３０名様
土日祝日先着５０名様
にプレゼント！

2,000 円相当の
足助の名産品が７５名様
2,000 円相当の

足助の名産品が７５名様

3/6( 日 ) ～ 12 ( 日 )　Ⓐ 足助まいど商店　村松 彰子講師　090-2260-8738 
世界で一つだけの水引づくり   【 材料費：500円 】
定員： 各回  　２名 　　１回目　１１：００～  時間：各回４５分程度
 計  ２８名　　 ２回目　１３：００～

中馬塾とは
足助の店主の塾で、専門的な知識や情報を無料で体験できます。
●申込みは各店へ「中馬塾の申込です」とお電話ください。※当日の受付可能です。
●定員になり次第締め切らせて頂きます。
●材料費が必要です。講座当日に会場で徴収致します。

A

中馬のおひなさん限定商品・新商品企画のお店中馬のおひなさん限定商品・新商品企画のお店

【主催・問合せ】
足助中央商店街（足助商工会）
TEL：0565 - 62 - 0480

【主催・問合せ】
足助中央商店街（足助商工会）
TEL：0565 - 62 - 0480

・オリジナルボールペンお渡し場所：
　足助中央駐車場（10時～16時）
・応募箱設置場所：
　足助中央駐車場・足助商工会

スタンプラリー参加店スタンプラリー参加店 １ 40

中馬の
おひなさん
中馬の
おひなさん 足 助 商 店 街

今回のスタンプは
足助高校の生徒さん考案！
デザインはお楽しみに！

スタンプラリー参加店舗を
足助高校の生徒さんが紹介！
こちらからCHECK！⇩
アカウント名：ask_kanbi



丸竹商店丸竹商店 0565-62-0373
8：00～19：00　　不定休
0565-62-0373
8：00～19：00　　不定休
なつかしの生活雑貨　
お買い上げのお客様
粗゙品プレゼント”

犬塚謄写堂犬塚謄写堂 0565-62-0124
9：00～18：00　休日：日
0565-62-0124
9：00～18：00　休日：日
足助オリジナル一筆箋
３00円
複数お買い上げの方に
割引サービスあり。

写真のつかさ写真のつかさ 0565-62-0408
8：00～18：00　　不定休
0565-62-0408
8：00～18：00　　不定休
おみくじ550円
お釜稲荷のキツネの
素焼きに入ったおみくじ
です！

民芸食事処 蔵民芸食事処 蔵 0565-62-1258
11：30～14：30　不定休
0565-62-1258
11：30～14：30　不定休
日替わりランチ
1,000円
何が出るかお楽しみ。
食後のコーヒー付き！！

クレープ半額（土日のみ）
すべて市場から直送される新
鮮なフルーツを使ってます。イ
ンスタ映えはもちろんボリュー
ム満点で美味しいです♪

ろじうらのカフェ
バンバン堂
ろじうらのカフェ
バンバン堂

0565-77-4498
11：00～16：00期間中無休
0565-77-4498
11：00～16：00期間中無休

「空」の甘酒5５0円
関谷醸造の「空」の
酒粕で作った甘酒。

総合衣料 ジャスト総合衣料 ジャスト 0565-62-0276
8：00～19：00　休日：火
0565-62-0276
8：00～19：00　休日：火

リュック・カバン
2,800円→1,280円
中馬のおひなさん期間
中3,000円以上お買
い上げの方に粗品進呈！

山崎屋山崎屋 0565-62-0122
9：00～18：00　休日：火
0565-62-0122
9：00～18：00　休日：火

キリョウハンドケアトリートメント
大 990円　小 495円
ぐんとうるおう透明美肌
の薬用ハンドクリーム。
肌にやさしく安心無香料無着色。

エルエル 0565-62-0245　休日：火
10：00～19：00期間中無休
0565-62-0245　休日：火
10：00～19：00期間中無休

お楽しみ袋
1,000円
和小物など2,000円
相当分の物が入ったお
楽しみ袋1,000円

板慶板慶 0565-62-0021　休日：火
9：00～18：00期間中無休
0565-62-0021　休日：火
9：00～18：00期間中無休

洋品
２割引き
冬物洋品２割引き！！
古布もいろいろあります。

いづつやいづつや 0565-62-0051休日：月・火
10：00～17：00期間中不定休
0565-62-0051休日：月・火
10：00～17：00期間中不定休

竹製買物カゴ１割引き！！
普段使いの器、かわい
い雑貨等いろいろありま
す。

莨屋塩座莨屋塩座 0565-62-0312
10：00～16：00期間中無休
0565-62-0312
10：00～16：00期間中無休

令和の足助直し（岩塩）
旨みのパンチ力は岩塩！！
日本初の岩塩が足助か
ら新発売。
通常432円→400円

足助牛乳足助牛乳 0565-62-1088
11:00～16：00　　不定休
0565-62-1088
11:00～16：00　　不定休

ごはんのおとも
200円～500円
当店自家製の『ごはん
のおとも』です！白いご
はんにのっけてどうぞ♪

三 茶舗三 茶舗 0565-62-0066
10：00～18：00　  不定休
0565-62-0066
10：00～18：00　  不定休

おうすぜんざい
650円→600円
中馬のおひなさん限定
「おうすぜんざい」
通常650円から50円引サービス！

井筒亀井筒亀 0565-62-0018休日：木・期間中2/16のみ　
11：00～14：30/15：30～19：00
0565-62-0018休日：木・期間中2/16のみ　
11：00～14：30/15：30～19：00

いのちゃん膳
1,850円→1,665円
いのちゃん膳10％値引
き！新しいジビエ料理・若
者向きにアレンジしました。

こめ助こめ助 0565-62-2317
11：00～15：00　休日：火
0565-62-2317
11：00～15：00　休日：火

足助塩のしおむすび
130円
ミネアサヒのおにぎりで
す！

日月もなか總本舗
川村屋

日月もなか總本舗
川村屋

0565-62-0014
9：00～17：00　休日：火 
0565-62-0014
9：00～17：00　休日：火 

日月もなか4個入り724円
（白あん２個、小豆あん２個）
お陽さまを２個、お月さ
まを２個をお洒落なパッ
ケージに入れました。

すぎたやすぎたや 0565-62-0071
8：00～17：00期間中無休
0565-62-0071
8：00～17：00期間中無休

かつ重定食900円
地元に愛されている
「かつ重定食」
ぜひお試しください。

ミートショップ
いづかめ
ミートショップ
いづかめ

0565-62-0118　 休日：木
9：00～18：00期間中2/16（木）のみ
0565-62-0118　 休日：木
9：00～18：00期間中2/16（木）のみ

シシコロッケ
240円→220円
おひなさんと共に２０年
経ったジビエコロッケです！
１日限定３０個限り

加東家加東家 0565-62-0168　 休日：火
9：00～19：00期間中無休
0565-62-0168　 休日：火
9：00～19：00期間中無休
シュークリーム250円（税別）
シュークリームはアーモンドの
香ばしさがポイント。サクッと
した食感。なめらかでさっぱ
りとしたカスタードが最高♪

白久 HACQUE白久 HACQUE 0565-62-0048
9：00～18：00 期間中無休
0565-62-0048
9：00～18：00 期間中無休
今年は飛躍のうさぎ年！
縁起物の「うさぎ飾り」
や鏡が彩る「立体藤飾り」

しすたあ美容院しすたあ美容院 0565-62-0366　　休日：火
9：00～18：00　第2・3月
0565-62-0366　　休日：火
9：00～18：00　第2・3月
ワンコインヘッドスパ
500円
頭皮スッキリ！
髪ボリュームアップ！
抜け毛STOP！

足助両口屋足助両口屋 0565-62-0056
8：30～18：30期間中無休
0565-62-0056
8：30～18：30期間中無休
中馬のおひなさんモンブラン
900円
中馬のおひなさん限定でモ
ンブランの上におひなさんに
似せた苺を２つ乗せました！

立花屋立花屋 0565-62-1119
8：30～18：30期間中無休
0565-62-1119
8：30～18：30期間中無休
手作りおひなさん５００円
一歩入れば、古き良き薫り
の空間。和洋衣料品・地元
の方が丁寧に作られたおひ
なさんも販売しております。

マンリン書店
蔵の中ギャラリー
マンリン書店
蔵の中ギャラリー

0565-62-0010
10：00～18：00  　不定休
0565-62-0010
10：00～18：00  　不定休

土雛オリジナルポスト
カードプレゼント
店内商品500円以上お買
い上げの方にオリジナル土
雛ポストカード差し上げます。

さかたやさかたや 0565-62-2673
10：00～17：00期間中無休
0565-62-2673
10：00～17：00期間中無休

だんごセット（だんご2本＆コーヒー）
五平餅セット（五平餅1本＆コーヒー）
だんこセット770円を700円に、
五平餅セット880円を800円
に値引きします。

風外虎餅風外虎餅 0565-62-0356　 休日：火
10：00～19：00期間中無休
0565-62-0356　 休日：火
10：00～19：00期間中無休

おひなどら（プリント）
180円（税別）
お買い上げの方には
『おひなせんべい』を
プレゼント！

高惣酒店高惣酒店 0565-62-0037
9：00～19：00期間中無休
0565-62-0037
9：00～19：00期間中無休

純米吟醸酒『範公』 
地酒・範公・初しぼり・
酒粕、お土産に是非！お
立ち寄りください！

足助糧穀足助糧穀 0565-62-0202
8：45～17：00　休日：日
0565-62-0202
8：45～17：00　休日：日

●地元のお米ミネアサヒ３K1,500円
●お値打ちもち米少量サイズ「ちょっとだけよ♡」200円
小粒で粘りと旨味があり、
冷めても美味しいお米で
す！おみやげにもどうぞ！

村定酒店村定酒店 0565-62-0140
8：30～18：00　 休日：木
0565-62-0140
8：30～18：00　 休日：木
オリジナル木桝プレゼント
当店の商品3,000円
以上お買い求めで足助
の銘酒「範公」オリジ
ナル木枡プレゼント！

ライブカフェ
足助のかじやさん
ライブカフェ
足助のかじやさん

0565-62-1000
11：00～　　　　　 　          不定休
0565-62-1000
11：00～　　　　　 　          不定休
特製台湾カステラドリンクセット
（ゆず甘酒又はコーヒー他）
1,000円→900円
こだわりの台湾カステラと足助産のゆずを使用した
甘酒がオススメです♪ご賞味ください。（数量限定）

0565-62-0330　休日：水
8：30～16：30 臨時休業有
0565-62-0330　休日：水
8：30～16：30 臨時休業有紅屋紅屋
もみじの衣揚げ
"箱入り 袋入各種 "
もみじの葉に甘い衣を付け
揚げたお菓子です。カリッ
と香ばしい香嵐渓の味！！

0565-62-1253　休日：木
LT 11：00～15：00(Lo14:30) DT 18:00～ 
0565-62-1253　休日：木
LT 11：00～15：00(Lo14:30) DT 18:00～ 参州楼参州楼
各種定食
「足助の野菜ソムリエ」が
選ぶ十数種類のこだわり
新鮮野菜をブュッフェスタ
イルでお楽しみください。

0565-62-1188　　休日：木
9：00～17：00（入館受付 16：30）
0565-62-1188　　休日：木
9：00～17：00（入館受付 16：30）三州足助屋敷三州足助屋敷
ドリップコーヒー（５個入り）
650円→550円
三州足助屋敷の炭焼き
が焼いた炭を使った自家
焙煎のコーヒー♪

塩の道づれ家　塩の道づれ家　0565-62-2558　 休日：火
11：00～売切れ次第終了　期間中無休
0565-62-2558　 休日：火
11：00～売切れ次第終了　期間中無休

中馬のそば膳2,200円
期間中「中馬のそば膳」
をご注文のお客様に
「天ぷら盛合せ」を
サービス！！

足助まいど商店足助まいど商店 090-2260-8738
11：00～15：00 　休日：火
090-2260-8738
11：00～15：00 　休日：火

香嵐渓あすけもみじ塩
480円
期間中「香嵐渓あすけ
もみじ塩」ご購入の方に
水引細工をプレゼント！

うなぎ専門店 川安うなぎ専門店 川安 0565-62-0644休日：月（臨時休業有）
11：00～13：30（売切次第終了）
0565-62-0644休日：月（臨時休業有）
11：00～13：30（売切次第終了）

うなぎ丼（特上）
3,500円
炭火でよく焼いた鰻を受け
継がれた濃厚なタレで、ど
うぞお召し上がりください。

0565-62-0170
11：30～14：00　不定休
0565-62-0170
11：30～14：00　不定休玉田屋旅館玉田屋旅館
雛膳1,300円
中馬のおひなさん期間中
春らしいちらし寿司をメ
インにした雛膳などのラ
ンチをどうぞ♪

かずやかずや 0565-61-1108　休日：不定休
10：30～17：00期間中営業
0565-61-1108　休日：不定休
10：30～17：00期間中営業

このマークがついているお店は中馬のおひな
さん限定商品・新商品企画のお店です。

新田町エリア新田町エリア
銀座エリア銀座エリア
本町エリア本町エリア

新町エリア新町エリア
西町エリア西町エリア

各エリアで１つ、
合計３つスタンプを集めよう！
各エリアで１つ、
合計３つスタンプを集めよう！

スズマン本舗スズマン本舗 0565-62-0175
10：00～19：00休日：火
0565-62-0175
10：00～19：00休日：火
足助塩せんべい（３種類）
豊田のイチオシおみやげ
認定品
『足助塩せんべい』各種
324円→300円

0565-62-0427
8：00～19：00　休日：火
0565-62-0427
8：00～19：00　休日：火
昔懐かしい子供のおも
ちゃを数多く取り揃えて
います。プッシュポップ
もあるよ！

八 鈴木商店八 鈴木商店

スタンプラリースタンプラリー中馬の
おひなさん
中馬の
おひなさん 足 助 商 店 街
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平日先着３０名様 /土日祝日先着５０名様にプレゼント！平日先着３０名様 /土日祝日先着５０名様にプレゼント！

７５名様 2,000 円相当７５名様2,000 円相当

パンフレットでラリー参加店４０店をチェック！
※マップを見ながらお店を確認。営業時間定休日も確認。
パンフレットでラリー参加店４０店をチェック！
※マップを見ながらお店を確認。営業時間定休日も確認。
参加店で食べたり買ったりして、
台紙に各エリアごとで１つ、合計３つスタンプを押してもらう！
※パンフレット掲載商品以外でもＯＫ。

参加店で食べたり買ったりして、
台紙に各エリアごとで１つ、合計３つスタンプを押してもらう！
※パンフレット掲載商品以外でもＯＫ。
オリジナルボールペンをもらう
・平日先着 30名様 /土日祝日先着 50名様
・お渡し場所：足助中央商店街駐車場
・時間：10時～ 16時

オリジナルボールペンをもらう
・平日先着 30名様 /土日祝日先着 50名様
・お渡し場所：足助中央商店街駐車場
・時間：10時～ 16時

お店めぐりスタンプラリーお店めぐりスタンプラリー

スタンプラリーダブルチャンス！！スタンプラリーダブルチャンス！！
応募して頂いた方の中から抽選で、足助の名産品が当たります

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ３

ＳＴＥＰ２

参加方法参加方法
チャレンジ１チャレンジ１

チャレンジ 2チャレンジ 2

足助商店街で食べて、買って、スタンプ３個集めて、オリジナルボールペンを貰おう

※応募は、施設の営業時間内とさせて頂きます。
※「チャレンジ２」への応募は、「チャレンジ１＜お店めぐり＞スタンプラリー」の参加が必須です。
※応募は、施設の営業時間内とさせて頂きます。
※「チャレンジ２」への応募は、「チャレンジ１＜お店めぐり＞スタンプラリー」の参加が必須です。

応募箱設置場所　足助中央商店街駐車場　足助商工会
裏面の応募欄にご記入頂き、応募箱に投函ご応募ください。

西町エリア
二つのエリアの中で一つのスタンプ

新町エリア
二つのエリアの中で一つのスタンプ

本町エリア

銀座エリア
新田町エリア

令和 5年 2月11日（土）～３月12日（日）
スタンプラリースタンプラリー

40店
参加

中馬の
おひなさん
中馬の
おひなさん 足 助 商 店 街

今回のスタンプは足助高校の生徒さん考案！今回のスタンプは足助高校の生徒さん考案！



スタンプラリーダブルチャンス！！スタンプラリーダブルチャンス！！
応募して頂いた方の中から抽選で、足助の名産品が当たります

チャレンジ 2チャレンジ 2

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
※ご応募頂いた個人情報は賞品発送に利用する他、個人情報を含まない統計的な資料作成に利用します。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
※ご応募頂いた個人情報は賞品発送に利用する他、個人情報を含まない統計的な資料作成に利用します。

アンケートにご協力ありがとうございました。アンケートにご協力ありがとうございました。

住所：〒
ＴＥＬ：  　　　　　（　　　　　　　）
氏名：　　　　　　　　　　　　　　様　　年齢：　　　才　　性別：  男・女
設問１ このスタンプラリーイベントを何で知りましたか？（当てはまるもの全てに〇印を付けてください。）
１、お店を利用した際に知った  ２、たまたま他の参加者を見て知った
３、友人から教えてもらった  ４、FACEBOOKや Twitter などのＳＮＳ
５、観光協会などのホームページ  ６、おひなさんマップを見て
７、ポスターや店舗 POP   ８、新聞記事
９、情報誌（具体的に：　　　　　　　　　　　　）
設問２ 今回以外で最近、足助商店街に訪れたのはいつですか？（１つに〇印を付けてください）
１、1カ月以内   ２、3カ月以内
３、6カ月以内   ４、1年以内
５、3年以内   ６、5年以内
７、5年以上   ８、初めて
設問３ また足助の商店街、足助の古い町並みに来たいと思いますか？（１つに〇印を付けてください）
１、是非また来たい   ２、機会があれば来たい
３、あまり来たくない   ４、まったく来たくない
※３、４に〇を付けた方のみお答えください、その理由はなぜですか？

設問４ 今日は誰と来ましたか？（１つに〇印を付けてください）
１、家族（夫婦のみ）   ２、家族（未成年の子どもを含む）
３、家族（それ以外）   ４、友人（恋人除く）
５、恋人    ６、一人
７、団体旅行   ８、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
設問５ 足助商店街に欲しいと思うお店や施設はありますか？（自由回答）

※応募は、施設の営業時間内とさせて頂きます。
※「チャレンジ２」への応募は、「チャレンジ１＜お店めぐり＞スタンプラリー」の参加が必須です。
※応募は、施設の営業時間内とさせて頂きます。
※「チャレンジ２」への応募は、「チャレンジ１＜お店めぐり＞スタンプラリー」の参加が必須です。

応募欄にご記入頂き、下記設置場所の「応募箱」にご応募ください。応募欄にご記入頂き、下記設置場所の「応募箱」にご応募ください。
応募箱設置場所：足助中央商店街駐車場・足助商工会

各エリアで食べたり買ったりした店舗名をご記入ください。
●西町・新町エリア

●本町・銀座エリア

●新田町エリア

スタンプラリー参加店舗を
足助高校の生徒さんが紹介！
こちらからCHECK！➡
アカウント名：ask_kanbi


