
リポビタンD
10本入り1箱

㈲井上薬局
℡0182-42-0265
営業時間 8:30～18:00（平） 8:30～13:00（土）　　日・祝
　　　

休

1,000円（税込）

横手市十文字町仁井田字東48-4

鮨割烹しめいち
℡0182-42-0088

晩酌セット 税込1,000円

営業時間 11：30～14：00 17：00～21：30　　水曜日休

キリン生ビール中ジョッキ1杯、
（※17：00～18：30までのご注文のお客様に限ります）

和牛もつ煮、アジフライ（サラダ付）

横手市十文字町字曙町52-2

お菓子のくらた 十文字店
℡0182-42-0331
営業時間  9：00～19：00　　無休

お得に購入できる

お菓子詰め合わせ

横手市十文字町佐賀会字上沖田286

味一番
営業時間 6：00～18：00　　無
℡090-5353-2502

秋田県認証店です。
国際基準HACCP、五つ星店です。

ミツ星焼きそば
2,000円

横手市十文字町字西上42-5

LCMEN庵
営業時間 11：00～14：00 17：00～19：30　不定休（但し、水曜日と木曜日の夜は休み）
℡090-3231-9782

ラーメン＆餃子ライスセット
1,070円⇒1,000円

ラーメン各種＆全部のせ
最大150円お得

横手市十文字町字西下32-16

株式会社 嶋津
℡0182-32-5450

茄子の飯ずしの素 3ケ

営業時間 9：30～17：00　　日曜日休

1,134円⇒1,000円
横手市田中町4-40

マルワカ ワカバヤシ眼鏡店
㈹℡0182-33-1010　年中無休

メガネのクモリ止め

30㎝×30㎝（大判）
メガネクロスを付けて販売

1,000円

横手城レストハウス
℡0182-32-4847 FAX0182-32-0756

ワンプレートランチセット

（７/31～8/6限定※火曜定休）

営業時間 10：00～22：00

 スープ付1,000円

横手市城山町1-35

石割金物店
℡0182-32-1917

営業時間 7：30～18：00
　日曜日、盆、年末年始

電動小型チェーンソー

包丁刃研ぎ

（ハンディガーデニングソー太枝切っ太郎）10,000円
クールベスト+モバイルバッテリーセット

13,000円⇒10,000円
LEDセンサーヘッドライト 2,480円⇒2,000円

（全て税込）
1,100円⇒1,000円

更にもう1個サービス

横手市神明町1-21

WANTS AND FREE
℡0182-33-6500
営業時間 10：00～19：00　　8/13・12/31・1/1休

　　　4,000円コース

　　　1,000円コース

（※タンブラーは新品を渡しますので、店内で召し上がり下さい）

（自家製もなか2種＆慶熟コーヒーセット）
クリームチーズ最中・桜最中、コーヒー2種（通常1杯￥250～）

（オリジナルドリンクでシャーベット作り体験コース）
ZOKUタンブラー、オリジナルドリンク

横手市赤坂字館ノ下99-1

株式会社 輝
営業時間 9：00～18：00　　第2、4土曜・日祝日休

℡0182-23-7604

レヴォーグVM4アルミホイール
7.5J/R18/OFF55/5穴/PCD114.3
スバル純正　4本セット 36,000円

特別価格 （税込）

美品社外品アルミホイール
6.0J/R15/OFF43/5穴/P100　4本セット 22,000円

特別価格 （税込）

アルミホイール
6.0J/R15/OFF50/5穴/PCD114.3
美品社外品　4本セット 22,000円

特別価格 （税込）

横手市前郷二番町3-25

ごっつぉ庵
℡0182-32-2969

飲み物+お通し
+本日のおすすめ（一品）
1,000円

営業時間 19：00～ 3：00　　日曜日休
横手市中央町7-9 丸玉ビル1階

Beast King（ビーストキング）
℡0182-35-4560

30分飲み放題
（ダーツ・カラオケ可）

営業時間 21：00～4：00　　日曜日休

1,000円
横手市中央町7-9 丸玉ビル1F

しゃぶしゃぶ 横手豚玄亭
℡0182-35-5729

★豚しゃぶ〈乾杯コース〉
5,000円

食べ飲み放題付き

横手市四日町3-7

渡敬文具館
℡0182-32-9211

三菱鉛筆 多機能筆記具
ジェットストリームプライム

営業時間 9：00～18：30（平） 9：00～18：00（土・祝） 　日曜日休

（定価3,300円の商品）
替え芯3本プレゼント！！ 数量

限定3,960円⇒3,000円

横手市四日町6-4

エンジョイ
℡0182-38-8064

30分飲み放題
（カラオケ可）

営業時間 20：00～24：00　　日曜日休

1,000円
横手市中央町7-9 丸玉ビル1階

絆Ｂａｒ
℡0182-23-6110
営業時間 18：00～24：00　　（日）※翌日祝日の場合日曜営業休

横手市前郷二番町2-50 1F

T/Cチャージ料無料＋
ジントニックｏｒハイボールｏｒ
ハイネケン生ビール
の中からいずれか
2杯まで 1,000円（税込）

Lucente
℡0182-23-7318
営業時間 12：00～14：30（14：00LO） 18：00～22：00（21：00LO） 　月曜日休

サラダ、本日のパスタ、自家製フォカッチャ、
食後のドリンク付のセット

通常1,300円⇒1,000円（税込）
ランチセット

横手市前郷一番町8-12

下田薬局
℡0182-32-0583
営業時間 8：30～17：30（平） 8：30～13：00（土）　　日・祝休

横手市四日町1-2

虚弱体質や胃腸虚弱などに
優れた効果のある滋養強壮保健薬

松寿仙
5,000円定価6,127円（税込）

（税込）

お菓子のくらた 横手店
℡0182-32-2828
営業時間  9：00～19：00　　無休

横手市婦気大堤字下久保45

自家製麺 節屋かつら

℡080-3219-7622

営業時間 11：00～14：00（月・火・水・金・土・日）
　　　　 17：00～20：30（ラスト20：00）（金・土・日）　　木曜日休

week限定 ラーメンセット1,000円
3種の選べるラーメン+自家製おかかごはん
●背油にぼしラーメン
●熟成味噌ディフェンシンラーメン
●冷やし熟成味噌ディフェンシンラーメン

横手市条里3-2-55

食い道楽 横手駅前支店
℡0182-33-1906
営業時間 11：00～13：30 17：30～23：00

1,000円
横手市駅前町7-2

中生ビール（590円）が4杯も飲める
生ビール券！×4枚

℡01

3

営業時

横手市プレミアム付商品券2022の発行にあわせて市内各店が
1,000円（税込）刻みでお得に利用できる特別メニューを企画・提供します!

日 土8/68/6▶ 7/31　7/31　▶▶

プレミアム付商品券を楽しく使う１週間券を楽

秋 店 す ラ メン＆餃子ライスセ ト レヴォ

食い
℡01
営業時

中生

第２弾　12月18日（日）～12月24日（土）　実施予定!告知!!
ザワキタオートパーツ
営業時間 10：00～18：00　　土・日・祝休

℡0182-23-6595 FAX0182-23-6594

自宅まで佐川急便
にてお届け!

横手かまくらヘルメット
Amazonプライス

3,000円横手特価4,980円⇒

（ＳＧ公認、
 大型バイク対応）

カラー：スノーパール、キャンディレッド、
ゴールド、ＧＴＲガンメタ、つや消しブラック

横手市南町24-27
食い道楽 本店

℡0182-33-2925
営業時間 11：00～14：00　16：30～23：00

中生ビール（590円）が4杯も飲める

1,000円
生ビール券！×4枚

横手市前郷一番町7-18

横手地域

十文字地域

Premiu
m

we
ek

スタンプ
ラリー

横手市プレミアム付
商品券2022商品券2022

横手市プレミアム付
商品券2022

もしくはもしくは

横手にぎわい商品券横手にぎわい商品券横手にぎわい商品券

を使っておかいものスタンプラリ
ー

を使っておかいものスタンプラリ
ー

を使っておかいものスタンプラリ
ー 10,000円分10,000円分

スタンプを集めて
応募すると

スタンプを集めて
応募すると

スタンプを集めて
応募すると

5,000円分5,000円分

が
ますしま !

せ 市内市内市内市内せせてせて市市市市内各店各店各店
を 画・提を企画 提供

日 土
▶▶

横横
1,000

横 レミレミアムアム 2020022222のの発 ににあわあわせせせ横手手手手手市プ市プ市プ市プレレ ムム付付付商付商品券品券品券20220 発発の発の発行行行に行に せせせ
0円円（（税込） みでお得 きる特別 ニュー刻みで 得に利用でき 特別メニ

もしくはもしくは

商品券を使ってお得で楽しい１週間を商品券を使ってお得で楽しい１週間を!!

チラシ上の店舗にて横手市プレミアム付商品券2022
または横手にぎわい商品券を使ってお得にお買い物♪１
スタンプは１店舗につき 1つまで。
異なる３店舗でお買い物して 3つ集めよう！２
スタンプが 3つ集まったら
必要事項を記入して応募しよう！３

week限定

営業時間 17：00～22：30（最終案内21：00／ラストオーダー22：00） 　月曜日（祝日の時は翌日）休

さらにweek限定

2,000円

お得に購入できる

お菓子詰め合わせ
week限定

2,000円

増田地域 大雄地域

割烹 真人
℡0182-45-3106

（何の漬けかは、当日店頭にて）
（マグロ・タイ・平目・ミックスなど）

営業時間 11：00～14：00（ラーメン部） 　火曜日休

中華そばと漬け丼セット
昔懐かしの

横手市増田町亀田字女亀森22

ママ・クリーニング小野寺よ
大雄サービスコーナー

℡0182-52-2042

ふとん丸洗い+アタックZERO
（シングルからキングまで※抗菌消臭効果もあります）

4,500円⇒3,000円（税込）

営業時間 9：00～18：00　　日曜日休

横手市大雄字田根森東101

1,000円

平鹿地域

㈲ヤマヒャク 小松百治商店
℡0182-24-0153

小売価格250円

とろろ昆布20ｇ×5個
1,250円⇒1,000円

営業時間 8：00～17：00　　不定休休

平鹿町中吉田字上藤根92

休

休

雄物川地域

お菓子のくらた トラスト店
℡0182-22-2205
営業時間  9：00～19：00　　無休

横手市雄物川町造山字社ノ前103

お得に購入できる

お菓子詰め合わせ
week限定

2,000円


