
新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けている新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けている新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けている新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けている

市内店舗への経済活性化対策として実施します。市内店舗への経済活性化対策として実施します。市内店舗への経済活性化対策として実施します。市内店舗への経済活性化対策として実施します。

市市市市LINE公式アカウント公式アカウント公式アカウント公式アカウントを活用したスタンプラリーです。を活用したスタンプラリーです。を活用したスタンプラリーです。を活用したスタンプラリーです。

実施期間 Ｒ３.10.20(水)～ Ｒ３.12.27(月)

お得ポイント①

お得ポイント②

スタンプ３つで商品券1,000円分

【お問合せ先】 牧之原市牧之原市牧之原市牧之原市商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課（相良庁舎２階）（相良庁舎２階）（相良庁舎２階）（相良庁舎２階）

TEL 0548-53-2647／FAX 0548-52-3772

※先着5,000回分

×××× ＝＝＝＝

今すぐ

参加する!!
（市LINE公式アカウントを

友だちに追加する）

牧之原市新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業

本事業の参加にあたっては、感染拡大防止対策の徹底をお願いします！

詳細はこちらから詳細はこちらから詳細はこちらから詳細はこちらから

検索牧之原市牧之原市牧之原市牧之原市 デジタルスタンプラリーデジタルスタンプラリーデジタルスタンプラリーデジタルスタンプラリー

デジタルデジタルデジタルデジタル スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー

※中止や延期また、

期間短縮の場合あり

アンケートに答えると抽選でさらに商品券が当たる

ダブルチャンス！ ※当選者の上限あり

②参加店でお買い物
（600円以上）

③QRコードを読み込んで
スタンプを獲得

参加店 参加者
（消費者）

市役所

④スタンプ３つで
商品券応募
さらにアンケートに
答えてダブルチャンス

⑤商品券発送

－－－－ デジタルスタンプラリーの仕組みデジタルスタンプラリーの仕組みデジタルスタンプラリーの仕組みデジタルスタンプラリーの仕組み －－－－

①LINEをダウンロード
して牧之原市を友だち
に追加

※※※※前回実施したキャッシュバックキャンペーンは今回行いません。前回実施したキャッシュバックキャンペーンは今回行いません。前回実施したキャッシュバックキャンペーンは今回行いません。前回実施したキャッシュバックキャンペーンは今回行いません。

市内でお買い物をして商品券をGETしよう！

抽選でダブルチャンスもあります！

RIDE ON MAKINOHARA 商工業者応援商工業者応援商工業者応援商工業者応援 10月20日

９：００
スタート!!

デジタル スタンプラリーとは…



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【相良地区】【相良地区】【相良地区】【相良地区】いかりや/ いけそば/ 池田屋酒店/ 宴会処 池田屋/ 御食事処 池田屋/ 居酒屋おおいそ/ 居酒屋 のんき/ 居酒屋 やまろく/ いづ

みや菓子店/ イトウシャディ㈱ 相良店/ 宝石・めがね・時計・補聴器(株)いとう 相良店/ (有)魚才商店/ 魚音/ うみねこ/ ●海まで 0 分の海岸通/ 

(有)扇子家/ 太田美容室/  (株)小栗農園/ オシャレ/ おばたや/ ㈱カーズ牧之原/ ㈱カーメイト松下/ 介護サポートさくら/ 海舟/ カタショー・

ワンラボ（だれでも未来食堂）/ cafe dining TANUMA/ ㈱河原崎自転車商会/ ㈱河原崎商事// 河原崎ストアー/ キッチン家庭用品 大阪屋/ き

よ寿司/ 玉月堂/ 肉の食遊館クリヤマ/ クリヤマ レストラン/ 栗山石油店 マロンザサン相良 SS/ 栗山石油店 マロンザサン浜砂 SS/ 栗山石油店 

地頭方 SS/ グリンピア牧之原/ ＫＯマート 相良店/ 甲州屋/ 酒味歌 こっこ/ 壽亭/ こめや 原口酒店/ 小山紙店/ NPO 法人こころ さがら

作業所/ ㈲相良タイヤサービス/ 相良亭/ 相良物産㈱ 茶業部/ 佐藤菓子店/ 製茶問屋 澤田行平商店/ 新鮮市場 JOY/ 神徳/ 末広飯店 風来坊

/ 和ダイニング すけろく/ 寿しどころ 㐂楽/ 寿し若/ 鈴木バッテリー商会/ すまいる/ 大栄館/ 株式会社 Dito ラーメンショップ/ 大平薬局/ 

中部日本トラベル株式会社/ TSUTAYA 相良店/ 寺尾電器/ ㈲ナカジマ自動車/ ㈲永田石油店/ 株式会社なかたに/ 肉バル ジャルディーノ/ 眠

りの専門店 ロワールマスダ/ Bar coeur/ ㈱榛南綜合家具センター/ HAZ BEER STAND/ ㈲はんのウチダ/ Pコック/ ファミリーマート相良海

岸店/ ふくろ茶や/ 布施書店/ Full Moon Crepe みっくす/ ヘアーサロン マツシタ/ ●ペンション リリカル/ ●ペンション むぎわらぼうし/ 

宝明楼/ POLA/ ボンヌール 相良店/ 万寿田/ まるたけ/ マルカ名波商店/ マルサ海藻 斉田商店/ ㈱三浦石油/ メガネのあい/ 焼肉ハウス 

ヨコヤマ /㈱八木康 /やまざき売店 /ヤマカ藤田商店 /よしみや/らーめん樹 /レストラン エツナ /レストラン ハーク /ラ・フォンテーヌ洋菓子

店/ 渡辺豆富店 

【榛原地区】【榛原地区】【榛原地区】【榛原地区】●味の宿 はちぼし/ 甘蔵 さかした/ 網笑/ 荒畑園/ 石松餃子 静岡空港店/ 一如/ うなぎ処 藏せい/ エステティックサロン 

LUCIA/ えぼし/ 大石生花店/ 御菓子司 松林堂/ cachette/ スーパーカネハチ 榛原店/ カフェレストラン T＆T/ からだ工房 アカラ/ 河守

精肉店/ 桔梗屋/ 金時/ クリーニングのマイン/ ケー・ティー株式会社/ 古民家カフェ とこ十和/ こめ香 (有)山本耕業/ ㈱佐藤自動車/ 佐野時

計メガネ店/ Santi hair farm/ サンフランシスコパイハウス/ CEサロン smile's/ Seab surfshop/ 自家焙煎珈琲屋コスモス/ しずおかマルシェ

富士山静岡空港店/ 有限会社 静波オート/ 清水港海山 富士山静岡空港店/ ㈱ジャックオーシャンスポーツ静波店/ ㈱ジャックオーシャンスポーツ 

サーフスタジアム店/ ㈱ジャックオーシャンスポーツ ボードヤード店/ Switch/ ●静波リゾートホテル・スウィングビーチ/ セレクトショップ・サニ

ーズ/ 高柳製茶 牧之原本店/ Re:つなぐ/ (有)寺田燃料/ 伝吉山/ 東名牧之原 SA上り線 売店/ 東名牧之原 SA上り線 MUC COFFEE 

ROASTERS/ 友鶴酒店/ ㈱榛原モータース/ パスタ屋一丁目 富士山静岡空港店/ (株)はなここ 本店/ 美容室 SERENDIB/ ふじや化粧品店/ 

ブンテン/ HAIR SALON BONDS（ボンズ）/ ペットサロン八木/ 社）まきのはら活性化センター/ みち美容室/ ミヤカメラ/ ●民宿東海/ 村松

洋品店/ 麺屋燕 富士山静岡空港店/ (有)山万茶業/ 有限会社 ヤマヤス/ リ・アン/ ろてんや静波館/  

注）●の店舗でのコース利用の場合、スタンプが２個付与されます。 

▶会計時にラリー参加を申し出てください▶商品券の交換は、先着 5,000 回分となります▶ラリーへの参加は１

人６カードまでとなります▶スタンプは支払いをした方に限り付与されます。ただし飲食店についてはこの限りで

はありません▶１カード（３スタンプ）上で同じ店舗のスタンプは発行されません▶同じ日に同じ店舗を利用した

場合、スタンプは発行されません▶次に掲げる要件のいずれかに該当するものはスタンプ付与対象外となります。

(1)たばこ (2)商品券その他換金性の高いもの (3)不動産及び金融商品 (4)租税公課▶参加にあたっては、マスク

の着用など、感染症拡大防止に細心の注意をお願いします。▶不正な行為等があったときは、参加資格を取り消す

場合があります▶その他、参加に際しての詳細は、市ホームページをご覧ください。 

スタンプを３個集めると、画面上に『達成のお知らせと応募フォーム』が表示されますので、所定の事項を入力後、

送信してください。順次、商品券を郵送させていただきます。 

また、応募フォーム入力後にアンケートに回答していただくと抽選を引くことが出来ます。当選した方にはさらに

商品券をプレゼントします。            ＊いただいた情報は、商品券の引換のみに使用します。 

スタンプラリー達成後の換券方法について 

実施上の注意点 

参加店舗一覧 （164 店舗・五十音順） ※10 月 21 日時点 

本イベントは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言、 

まん延防止等重点措置に伴い、延期、中止、また期間が短縮となる場合があります。 


