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◆まちなか宝くじ 参加店一覧◆

平原通商店街振興組合 雷門ラーメン 道東補聴器 らーめんみすゞ 道時計店 味処たむら
この他にも

藤丸 キッズ・パーク 帯広パソコンスクール カフェテリアみすゞ グリーンエッグアンドハム ナイトハウスひで
たくさんのお店が

ふじもり 道新文化センター 居酒屋津軽茶屋 ポテチーノ GARE'T night room Tomoko
「まちなか宝くじセール」

小原時計店 勝毎サロン ピザハット帯広店 とくせん真木 久保不動産 京の華
に参加しています。

ﾚｶﾞﾛｽｲｰﾄﾋﾙｽﾞ カラサワ靴店 炉ばた魚千 花たば

坂本ビル 都通振興会 東銀座商店街振興組 伊谷呉服店 纒寿し ・・・らしく
下記のポスターが

樹庵 村瀬洋服店 平和園東銀座店 モンサック 受川 キャバ道乱
貼られているお店が

ロンド ビーフラットメジャーセブン 鮨の権兵衛 Ｃｕｏｒｅ 理容ウエサカ
参加店です。

ニュースクリップ 魚くま 辨慶九丁目店 ROYCE ’帯広西 2条店 B ・ S ・ A
西一条中央商店街振興組合

シノカワ スナック薔薇 第一スーパークリーニング 小袖館 シューズカワグチ
ソイエ京屋

大丸 ホテル十勝イン シノンナカハラ イナフスペース 田中洋服店
スイングアップ

六花亭本店 井上酒店 メンズショップオダ インタープレイ 浅野カメラ堂
番々

R&CROSS すしの久田 くろさわ洋装店 45R帯広店 岩一商店
有沢

玉光堂帯広店 久富時計店 旬菜や 占い館 だるま川上
易・占いショップ１０００

ジャルセールス北海道帯広支店 たんきち食堂 居酒屋華蔵 たち仏具店 ビューティルーム・チエ
ｃｈｉｌｌ

メガネの文明堂 バレンシア はげ天本店 BAR51 丸富商店
FLAVOR SOUTH

花いち都屋帯広店 水晶堂 酒庵おか田 喫茶琥珀 ベルナ
居酒屋海へ

高田東洋堂 山本時計店 かかし 白木屋 フローラ
ドロップアウト

ピクニック スナックナイト＆デイ ひとやすみ ムーンライト 柳月西 2条店
ラーメン吟来

せとものしぶや 見子呉服店 百里香 モンスーン 黒んぼ
珈琲きんぐ

ジュエリー＆ウオッチきくち 笑福 鳥げん 地鶏庵 北洋銀行帯広中央支店
晩成館 お買い物や飲食など

博多屋 向井眼科 ゴーマルバクダン だいえてぃしゃん
ソールバー ブラックネス ぜひ、この参加店を

アクア ｄｰＦｒｅａｋ 辨慶総本店 マコトヤ 駅前東商店会協同組合
金田商店 ご利用ください。

銀座ビル パブハウスＲＯＫＵ じんや 大和写真舘
串焼たたら

ヘアーメイク・デイトリップ セラヴィ 函館あかちょうちん 旭精肉店 今年から「まちなか」で
波瀾万丈

新生堂スポーツ 華すみ 昭和堂カメラ店 キャプテン は「歩行者天国」を実施
街の花屋さん

ＪＴＢ北海道帯広支店 レイ・ロンド きくや 北の屋台 洋子の店 していて
鈴木ビル

ふじまるビル ラウンジCAREN ナイトクラブ７４７ なが尾 山川内科医院 その最終回
一心

ホテルルートイン帯広 焼肉南大門駅前店 農屋 平和園帯広店 9月 10日(日曜日)に
フクハラ中央店

藤丸専門店 ＰＡＧＥ１ 串のやっさん ﾍｱｰｻﾛﾝサエキ 大抽選会イベントを
鳥せい帯広中央店

フジフォート 大通商店街 スカッチハウス オーキッド ましっそよ 開催します。
吟寿司

アサヒクリーナー 太田寝装 Sennari 名門通商店街振興組合 いろいろな催しが盛りた
ミドリ写真館

珈琲専科ヨシダ 髙橋安全堂 広小路商店街振興組 プチ・プレジュール ワン・モア くさん！
ちんみ屋

珈琲ＳＨＯＰヨシダ おびひろ花嫁センター 浅原栄陽堂 ホッとかめちゃん スナック誠人 会場に来た方には
鮮魚ますだ

六花亭藤丸店 アイゼン眼鏡店 清水仏具店 福里 食事のどん その場で 10万円の
ひびき屋

河野園 柳月 カリフォルニアハーベスト 御多幸 スナックゴン 現金が当たる
かに大将

ロンド 十勝信用組合本店 ブティックさいかわ 順香 遊食空間あっぷ 「Wチャンス宝くじ」も
鉄平

めがねの水晶堂藤丸店 東北海道いすゞ自動車 スタジオレスト オブリガーダ BAR PLUCK 用意しています。
銀座はがの

セントラルファーマシー 帯広公益社 じんぎすかん龍宮 こころ スナックユートピア 今年の運を試す
東家本店

内藤生花 山下家具店 こうえい えん 田五作 絶好に機会です！
理容もり

ＰＡＲＣ Lサイズショップはせがわ 中村文盛堂 粋 さしみ・すし桜帯広店 ぜひ会場へ
ワコールショップ マミ

Ｇｅｎｅｔ 沖商店 サトウ・カナモノ 北の源 ジグザグ お越しください。
雄和パーキング

メゾン・ド・ロア つぼ八帯広大通り店 京屋呉服店 ひでちゃん Spark house DACK
ダイイチ壱号店

ブティックまこと カクイチヴェロ SPORT 大通店 FLAVORHIROKOJI AnnaAnna JapaneseDining月
立花ビル

ｅｆ－ｄｅ エンパイアークリーニング キング洋装店 楽屋 洋風居酒屋あらまさ
ペンギン保険薬局

ＩＮＥＤ 大和家具店 ビューティトヨコ 海老金
ふく井ホテル

リビングおざわ 高井商店 クラブライオン
栄通商店街振興組合 帯広東急イン

三松 北平原通商店会協同組会 越屋ふとん店 酒肴倶楽部一力
マンマピッツアカフェ ホテル パコ

くまざわ書店 カラオケゆー坊帯広西二条店 発信グループ帯広店 十勝ビール
ますやパン 佐々木金物店

時計・宝石の石岡 さとう美容室 ドコモショップ広小路店 長寿庵
花のまつやま

コーヒーハウス茶苑 ｔｏｐｂｏａｒｄｅｒ 猛牛亭」 中華料理金時
小鉢 活性化協議会

サンフラワー 中山金物店 うす井呉服店 居酒屋その一
西渕支店 小林歯科医院

一ぷく 三輪商店 紅屋 鮨の喜久代
有巧堂印房 ハラデンキ本店

ジャングルジャップ ロジエ美容室 サラ・ロンド 李白
ブティック ロア 加藤家具店

廻廊 内木印房 そばの丸福 ときお
パブ チェルシー

居酒屋秋田 au ショップおびひろ広小路

　　中心部の１０商店街が全店参加

まちなか宝くじセール
　街へカモン！当たるカもン！

1 まちなか宝くじを手にいれよう！

●

●

2 Ｗチャンス宝くじももらおう!
● ９月１０日（日）はまちなか宝くじの大抽選会

● お一人様に１枚、Ｗチャンス宝くじを差し上げます。

●

3 まちなか宝くじを当てよう！
● 当選番号は９月１０日の大抽選会場で発表。

● 抽選会場にまちなか宝くじをご持参ください。

● １１日勝毎・１２日道新朝刊に掲載・参加各店にも貼り出して発表します。

4 まちなか宝くじを交換しよう！
● ９月１０日の大抽選会場での交換もＯＫ。

●

大抽選会は商店街オークションや、バンド演奏、
など、お楽しみもいっぱい！

セール期間中、参加店でお買い物やご利用いただくと、「まちなか
宝くじ」１枚がもらえます。

９月２９日（金）までに、事務局（西２南９坂本ビル５Ｆ　℡23-6546）
まで持参いただいてもＯＫ。

発券枚数には限りがあります。券が無くなり次第終了する場合が
あります。

　　セール期間

　8/29（火）
　　　　～9/7（木）

大抽選会
9/10（日）

会場：歩行者天国会場
午前11時～午後４時３０

分

　Ｗﾁｬﾝｽ宝くじ
１等　10万円…１本
２等　5,000円…１０
本
３等 1 000円…３0本

１等　３０万円（現金）････　１本
２等　　５万円（現金）････　２本
３等　　２万円（商品券）････５本
４等　　１万円（商品券）････２0本


