
スマホでアクセス！
https://www.stamprally.net/
hadano-tsunagaru

お店でキーワードを
入れてスタンプGET！

LINE

参  加  方  法

豪華賞品が抽選で当たる！！ＬＩＮＥ
友だち
追加で

はだの
つながるＬＩＮＥで

令和4年10月20日木▶12月20日●火
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

デジタルスタンプラリー

秦野商工会議所　秦野市平沢 2550-1　TEL0463-81-1355主  催

参加店舗で使える

3,000円分商品券賞
つながる

参加はスマホで！
スタンプラリー
サイトはこちら

つながる

？？？？？？ 済

参加店舗のLINE公式アカウ
ントに友だち登録をしてく
ださい。

スタンプが集まったら応募
フォームから欲しい賞品を
選んで応募してください。
抽選のうえ、当選者には賞
品が贈られます。お店の公
式アカウントにはお得な情
報が満載なので、引き続き
お楽しみ下さい！！

店舗を利用した際に、スタ
ンプラリーのサイトにアク
セス！キーワードを入力す
ると、その店舗のスタンプ
がGETできます。

店舗のLINE公式アカウント
に「つながる」とメッセージを
送ると、「キーワード」が送
られてきます。

※キーワードは
　お店ごとに
　異なります。

アリエッタ　　　　　  デル　  　  　 ジェラート
＋ARIETTA DEL GELATO詰め合わせ 12コ入

SENREN アイスクリームスプーン 5本セットSENREN ビアタンブラー
＋秦野のお茶ビール HANOCHA 6本入

各17,000円相当

スタンプ7コで当たる各5名様

A
はだの

ブランド賞

B
はだの

ブランド賞

スタンプ4コで当たる100名様

各17,000円相当



秦野市平沢2550-1
☎0463-81-1355

秦野商工会議所
主催

●デジタルスタンプラリー公式ページにはiPhoneはSafariで、AndroidはChromeでアクセスしてください。スタンプ
消失の恐れがあります。また、プライベートモードで接続しないでください。公式ページの注意事項をよくご確認の上、
ご参加ください。
●参加は無料ですが、通信料はご利用者様の負担となります。
●スタンプ4個で「つながる賞」、スタンプ7個で「はだのブランド賞」のA賞またはB賞に応募できます。
●抽選は令和5年1月上旬に行います。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
●当選結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
●本事業で得た個人情報等は、本事業以外では使用いたしません。

はだのLINEでつながるデジタルスタンプラリー　参加上のご注意

表面の参加方法をご参照のうえ、
デジタルスタンプラリーの公式ページからご応募ください

二次元コードを読み込むとLINEの
友だち登録ができます。
※記載の【特典】が友だち登録時のものです

参加店舗一覧（順不同） 秦野市寿町1-3 ☎0463-83-1800
越前屋ふとん店

まくら、マットレス、羽毛ふとん、おふとんの
クリーニング＆メンテナンス、タオル、カバー
リング、パジャマ、エプロン、婦人衣料雑貨

新規お友達限定お会計から5％OFF特典

ハーブのハンドクリーム
プレゼント（700円相当）

秦野市寺山199-5 ☎070-3600-4871
Salon de hilltop（サロンドヒルトップ）

フェイシャル、痩身エステ、リラク
ゼーション、ブライダルエステ
特典

秦野市曲松2-7-4 ☎0463-59-9888
パティスリークラベリーナ

洋菓子

特典

秦野市本町3-4-23 ☎0463-81-0334
立花屋茶舗

日本茶販売、茶カフェ

特典

秦野市柳町1-15-7 ☎0463-89-4120
パッケージプラザ渋沢店

食品容器や梱包資材、アロマオイル

特典

秦野市平沢348-7 ☎0463-83-7319
和菓子びより

和菓子、焼き菓子

特典

秦野市名古木16-1 ☎0463-81-1349
アイアンプラネットベースオブ湘南

溶接教室

特典

秦野市曽屋5819-12 ☎0463-81-0655
フード＆リカーはなや

酒類、一般食料品、弁当総菜

特典

秦野市尾尻534-1ロジーナ1F ☎0463-83-1152
はだの整体院

整体、ダイエット

カラダに役立つ小冊子
「整体師の本音」

特典

特典

秦野市栄町7-10C・STUDIO・202 ☎0463-68-5401
リラクゼーションサロンcozy

リラクゼーション

秦野市平沢503-1 ☎0463-74-5017
つけ蕎麦 丁子家

そば、うどん、どんぶり

麺、又はご飯大盛り無料特典

秦野市萩が丘4-8 ☎0463-87-7363
渋沢すずらん整体院

整体

特典

秦野市堀川611 1階 ☎0463-74-5083
メナードフェイシャルサロン リゾンフェルジョイン

エステ、化粧品

特典

秦野市曽屋827-6 ☎0463-81-3868
米専門店やまぐち

玄米、白米、ソフトクリーム、米粉
パン、プリン等
特典

秦野市尾尻410-77 ☎0463-81-0204
White(ホワイト）

花・バルーン(花束・アレンジメン
ト・スタンドなど)
特典

秦野市堀川30 ☎0463-89-3232
銀八鮨

寿司、和食

特典

秦野市堀川10-35 ☎0463-88-4132
片倉商店

酒、漬物

特典

秦野市大秦町1-10アルファビル2階 ☎0463-83-5511
中国料理 東光苑

中華料理・テイクアウト

特典

秦野市鶴巻南3-2-30 ☎0463-77-3330
つるまき花環センター

生花、花苗、花束、アレンジメント
フラワー、花環、盛篭
特典

秦野市曽屋1-5-15 ☎0463-81-0006
かまか商店

落花生

特典

秦野市堀山下632-6 ☎0463-87-6100
ヘアーサロン・タキ

ヘアーカット・パーマ・カラー・
お顔そり
特典

秦野市平沢170-18
flamingo

リラクゼーション

特典

秦野市堀川177-1 ☎070-1398-1771
awa.dressing up room

美容室

特典

秦野市平沢289-2 ☎0463-83-5393
とんちんかん

らーめん、餃子、炒飯

特典

秦野市鈴張町2-35 ☎0463-82-4801
中国料理 北京館

中国料理店

特典

秦野市本町2-3-20 ☎0463-26-6577
Contrale Market

洋食

なし特典

秦野市入船町9-3 ☎0120-37-7997
美容室エスパス

美容室

2000円分のポイント進呈特典

秦野市平沢1268-1 ☎0463-84-3284
和菓子八雲庵

季節や歳時にちなんだ和菓子、赤
飯、お供え、ご進物

特典 お買い上げ金額から5％OFF

秦野市平沢2549-14 ☎0463-83-2887
トラットリア フーコ

イタリア料理

特典

秦野市平沢1381-1 ☎0463-82-6665
秦野住宅公園

総合住宅展示場（モデルハウス、注
文住宅、建て替え、リフォーム）
特典

秦野市戸川913 ☎0463-75-0269
相武石油 平和橋給油所

ガソリン、軽油、潤滑油、灯油

特典 ボックスティッシュ1箱を
プレゼント

秦野市戸川12-14 ☎0463-75-3636
クリーニングイイダ戸川工場店

クリーニング

特典 ズボンのクリーニング
1本無料(特殊品除く)

特典

秦野市南が丘3-1 ☎0463-75-9145
Tamayura_hadano

観葉植物、生活雑貨、アート作品、有
機調味料、ミニカフェ

ポイントカード取得時に
2ポイント

特典

秦野市菩提147-5 ☎0463-75-2522
味乃大久保

ラーメン、定食

秦野市室町8-1 ☎0463-81-5822
光栄写真館

写真撮影、貸衣装

特典

秦野市東田原455 ☎0463-84-7286
和田ストアー

お弁当、総菜、たばこ、野菜、お酒、
一般食品
特典

秦野市寿町1-1大野屋1F-A ☎080-5533-9504
手作り雑貨うさぎのしっぽ

陶芸・洋服・ステンドグラス・押し花・木
工・ワイヤーアート・トールペイント・ア
クセサリー他

初回10%OFFクーポン特典

秦野市栄町1-13花輪第2ビル ☎0463-68-8466
ハダノ浪漫食堂

うどん、おでん、熟成魚

とり天1個プレゼント特典

秦野市曲松1-1-8 ☎0463-88-2111
渋沢百貨店

西川の健康寝具、羽毛布団リフォーム、今治
タオル、その他重寝具や寝具小物・カーテ
ン、カーペット等のインテリア・家庭雑貨など
特典

店内商品お会計より10%OFF
＆濃厚抹茶ソフト100円引き

1ポイント進呈 炭酸ドライヘッドスパ
10分サービス

ピーナッツソフトクリーム
30円引き

5％OFFクーポン ショップカード作成で来店
ポイント進呈

初回3500円
（通常価格7700円）

50円引き

なしLINEクーポン（100円引き）なし

【数量限定】保温保冷対応の
ステンレスボトルプレゼント

ミニカフェ設置のテプロ
のお茶20%OFF

サービス券20点 初回10%割引

ライスミルクソフトクリーム
おひとつ進呈

初回限定5％OFF クッキー1枚
お買い物10%OFFクーポン

ヘッドマッサージ5分初回料金8800円（施術料6600
円＋初見料2200円）を3500円に

アイシングクッキー1枚100円割引クーポン

なし ワイン10％OFF 初回500円OFF [数量限定]商品サンプル
プレゼント


