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飲食店 はぎ苑/はぎ乃湯/多夢炉 ¥1,000 ご利用時に10％サービス
コロナウイルスの早い終息を願い、はぎ苑・はぎ乃
湯・多夢炉は笑顔で皆様をお待ちします。

長井市成田2170-2 0238-84-1387

飲食店 そば処 みづき庵 ¥1,000 『肉そばミニ天丼セット』をチケット購入者専
用メニューとしてご提供。

ご支援に感謝いたします。打ち立ての蕎麦をご用意
してお待ちしております。

南陽市鍋田1985-1 0238-43-8669 11時～15時/月曜日

小売店 貿上醤油店 ¥1,000 粗品進呈
自粛、三蜜、行動制限と大変な時期ですが、皆さんと共に協
力をして、この危機を乗り越えましょう。

長井市横町19-27 0238-88-2205 日曜、祝日定休日

小売店 梅村呉服店 ¥1,000 手ぬぐいハンカチプレゼント 応援ありがとうございます！ 長井市本町1-3-18 0238-88-2235 9：00～18：30／
第一・第三水曜日

飲食店 6DINING テラス・ルヴァン・アカユ ¥1,000 食後のジェラートサービス
食を通して地域を笑顔に!皆さんと共につくり上げる
ため、皆さんのお力をお貸しください!!

南陽市赤湯3127-1 0238-49-7842
11:00～16:00(金・土曜
18:00～21:00は予約制)
定休/水曜

宿泊施設 HOTEL SLOW VILLAGE \1,000
\10,000

レイトチェックアウト12時までご滞在OK
ご支援ありがとうございます!地域に愛されるホテル
を皆さんと共に築いて参ります。

飯豊町大字萩生3549-1 0238-87-1730 年中無休

飲食店 そば処丸万 ¥1,000 デザート１品サービス
本当にきびしい大変な時期ではありますが、めげず
にポジティブにガンバって行きたいと思います。

長井市本町2-8-6 0238-88-2543 11：00～14：30
水曜定休

飲食店 そばきり八寸 ¥1,000

多くの皆様が大変な思いで日々過ごされていると思
います。以前のように、お客様が笑顔で当店の蕎麦
を召し上がって頂ける日が、1日でも早く訪れる事を
ねがっております。

白鷹町浅立3589-1 0238-85-1083 11:30～20:00
/ 不定休

飲食店 おかしのアトリエAlice ¥1,000 チケットご利用時に、ポイントカードにポイント
2個スタンププレゼント

心を込めたこだわりのお菓子を作り続けていきたい
と思っています。どうかよろしくお願いいたします。

南陽市宮内 4575-1 0238-47-2255 9：00～19：00
/月曜日

小売店 ASA長井・白鷹 ¥1,000
どこの飲食店・小売店も大変な世の中となってしま
いました。当店も厳しい状況ですが、協力して乗り越
えていければと思います。

長井市東町８−３１ 0238-88-2259 11：00～17：00
/日曜・祝

飲食店 BAR BOND ¥1,000 お会計時に10％OFF　ご注文の際に「エー
ルチケットで」とお伝え下さい。

いつもありがとうございます。今後ともよろしくです。 南陽市赤湯447-4　C 0238-20-4488 20：00~ラスト
/日曜

飲食店 snack TSUBAKI ¥1,000 「さわやか」ボトル一本サービス　ご注文の際
に「エールチケット」でお伝えください。

いつもありがとうございます。また元気に会えるのを
楽しみにしています。

南陽市赤湯447-4　D 0238-20-5353 20：00～24：00
/木曜

飲食店 浜焼き　えぼし ¥1,000

ドリンク1杯（生ビール、ハイボール、焼酎、ソ
フトドリンクの中から1杯）※人数が多くても1
杯のみのサービスとなります。ご注文の際に
「エールチケットで」とお伝えください。

いつもありがとうございます。テイクアウトもしてます
のでぜひ！！よろしくです。

南陽市赤湯1452 0238-40-0520
11：30～14：00
17：30～23：00
/月曜

小売店 肉の大場 ¥1,000 チケットご利用でお肉15%増量でご提供い
たします。

お肉を食べて免疫力アップ!!置賜地域、山形県一丸
となってコロナに打勝ちましょう! 長井市九野本1228-1 0238-84-6118 9：00～18：30

/日曜

小売店 市民直売所　おらんだ市場菜なポート ¥1,000
1,000円以上お買い上げで、乾麺（干しうど
ん、そうめん、ひやむぎのいずれかのうち）1袋
プレゼント！

地域の皆様に支えられていること、職員一同感謝と
共に認識を新たにする昨今。元気に笑顔で頑張りま
す。

長井市本町二丁目4番36-1号 0238-83-2345 9：00～19：00

宿泊施設 なんようグリーンヒル ¥1,000 宿泊時パークゴルフ無料
南陽市民全員コロナに屈せず、この苦境を乗り切り
ましょう。一刻も早く事態が収束する事を願っており
ます。

南陽市竹原2768-28 0238-47-5835 毎週火曜日定休

飲食店 農家れすとらん　なごみ庵 ¥1,000 1品サービス
コロナが落ち着いたら、ぜひ、置賜地方の郷土料理、
食べさ来ておごやえ！

長井市成田1445 0238-84-7822 11：30～15：00（要予約）
/火曜

小売店 宮城興業株式会社 ¥1,000 チケットご利用時に、革ハギレor革小物サー
ビス

楽しいお出かけのお供に、足にやさしい靴、楽しい革
小物や革細工キット等準備してお待ちしております。

南陽市宮内 2200 0238-47-3155
9：00～17：10
/土曜日は不定休、日曜祝日は休
み

飲食店 あやめそば舟越 ¥1,000

※チケット一枚に付き、1ドリンクサービス致し
ます。
※1000円以下のメニューをお選び頂いた場
合、差額分のお食事券を発行致します。
※チケットをまとめて購入して頂いたお客さま
には
5000円ごとに、当店で人気の一品メニュー
「さくら肉(馬肉)の旨煮」か「鯉の柔らか煮」
の引換券をサービス致します。(初回ご利用時
に購入分のチケットの提示をお願いします。)

ご支援ありがとうございます。
終息後は楽しんでお食事をして頂けますよう、今は頑
張っていきたいと思います。 長井市舟場5-18-2 0238-84-2754

11：30～16：00
17：30～21：00
／不定休

その他 まいぷれ長井・西置賜 ¥1,000

チケットは、まいぷれ長井・西置賜のWebサイ
トへの掲載料（お店・企業等のショップペー
ジ）にお使いいただけます。
よって、個人ではなく店舗や企業の方がご購
入ください。個人の場合は例えば歌手、俳優
などの職業の方の契約実績はあります。
特典として、初期掲載費用15,000円＋税を
サービスさせていただきます。
掲載料は2,000円＋税/月（二ユース機能な
し）、7,000円＋税/月（ニュース機能あり）の
ため、購入チケットとの差額は現金支払い、ま
たは口座振込とさせていただきます。

日頃店舗や企業を応援する側ですが、今回は応援を
もらう立場となりました。応援ありがとうございまし
た。

西置賜郡飯豊町小白川229 090-4715-3313 9:00~17:00
/不定休

飲食店 お食事の店　来夢 ¥1,000 プラス一品煮物サービス 今後とも宜しくお願い致します。 長井市館町北9-23 0238-88-4838
11：00～14：00
17：30～21：00
／水曜日

宿泊施設 赤湯温泉　湯宿升形屋 ¥10,000
夕食時グラスワインサービス（アルコールNG
の方はソフトドリンクサービス）
赤湯温泉赤タオルプレゼント

ありがとうございます。源泉かけ流しの閑静な湯宿
で、ごゆっくりおくつろぎ下さいませ。
お待ちしております！

南陽市赤湯250-1 0238-43-2301

飲食店 頓珍館 ¥1,000 1,000円を１割増の1,100円で利用可能
この厳しい状況で購入、応援してくださるお客様に感
謝いたします。

長井市館町北16-13 0238-84-2493
11：30～14：00
17：30～23：00
／月曜日

宿泊施設 山形座　瀧波 ¥10,000 チケットご利用時に、1人に1本100％ジュー
ス　山形代表（160cc）をプレゼント

開湯九百年の名湯を皆様の"ちから″を頂戴して大切
に守っていきます。是非、日々の疲れを癒しにお越し
下さい。

南陽市赤湯3005 0238-43-6111 不定休

飲食店 スナックもも ¥1,000 飲食割引
頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。

南陽市赤湯461-2（1F） 0238-43-6996 19：00～24：00
/日曜

小売店 タウン補聴器 ¥1,000 1000円のチケット利用で、1300円ご利用
いただけます。（30％増）

この度は応援誠にありがとうございます。今後も精一
杯努力して営業させていただきます。

南陽市赤湯３０７５－２ 0238-40-0800 9：00～19：00
／月曜日

小売店 monmonmon（モンモンモン） ¥1,000

好きな柄を選んでシルクスクリーン体験でき
る!
離れて暮らす家族や友人、大切な人に自分で
作ったポストカードで
ありがとうやエールを送ろう!!

monmonmonをご利用いただきありがとうございま
す。これからも皆様を楽しませられるような企画を沢
山考えていきますので、よろしくお願いいたします。

長井市本町二丁目2-14　1F　 0238-87-1231 10：00～16：30
/日曜日

宿泊施設 上杉の御湯　御殿守 ¥10,000 夕食時にドリンク一杯サービス
今は皆様不安な日々をお過ごしだと思いますが、ま
た笑顔でお迎え出来る日が来るよう精一杯準備し、
お待ちしております。

南陽市赤湯989 0238-40-2611 不定休

小売店 florist_musumeya(ムスメヤ花店) ¥1,000

お誕生日や記念日のお祝いなど、大切な方
への花束やフラワーアレンジメントなどにご利
用ください。商品代金3,300円(税込)以上
で長井市内・南陽市内・白鷹町内・川西町
内・飯豊町内無料配達承ります。
<チケット購入特典>
長井市内の医療機関や介護福祉施設などに
従事される方々を応援する、エールのお花を
お届けします!
チケット購入金額の10%相当額を弊社負担
により、ミニ花束を各施設にお届け。ナースセ
ンターや事務室など職場の片隅にお花をお
飾りいただくことで、皆様からの応援のお気
持ちをお花にかえて、癒しと元気をお届けい
たします。

大切な人を思う気持ちを込めて贈るフラワーギフト。
その気持ちをエールに変えて励ましの花をお届けし
ます!

長井市栄町4-16 0238-88-2313 9:00～18:30
／元旦

飲食店 新来軒 ¥1,000
ご注文される時にエールチケットご使用を告
げて下さったお客様に、チャーシュー１枚かお
しんこ１皿プレゼントいたします。

創業昭和５年。長井市のソウルフードとして長年親し
まれてきた馬肉ラーメン、どうぞ召し上がって下さい。

長井市あら町4-1 0238-84-2379

平日11：00～15：00、17：00
～19：30
祝土日11：00～19：30
／毎週火曜

小売店 山形鉄道株式会社　長井駅 ¥1,000 フラワー長井線ポストカード3枚プレゼント。
※乗車券購入には使用できません。

今は外出自粛でなかなかご乗車いただけない状況
ですが、これからもフラワー長井線がみんなを乗せて
走り続けられるよう、応援をよろしくお願いいたしま
す！

長井市栄町1-10 0238-84-1529 10：00～17：30
／定休日なし

飲食店 ㈱中央会館　居酒屋　喰楽酒喜 ¥1,000 おすすめの銘酒一杯サービス致します！
いつも応援していただきありがとうございます！
コロナウイルスに負けずに頑張ります！

長井市栄町７ｰ２ 0238-84-1671 17：00～23：00
／第二・第三水曜日

小売店 須藤米店 ¥1,000 「お米」の他「米屋のおにぎり」にも使用可能
です。

皆さんの心に、そして街に本当の意味での春が来た
ら、また笑顔で、お届けさせていただきたいと思いま
す。

長井市高野町1-5-14 0238-88-2370 9：00～18：00
／不定休

小売店 あんちん堂 ¥1,000 チケットご利用時にお菓子１個サービス！ おいしいお菓子でホッとひといき 白鷹町十王2464-2 0238-85-3018 9：00～18：00
／火曜日

宿泊施設 旅館　大和屋 ¥1,000 2名様以上のご宿泊者に温泉タマゴ1パック
（6個入り）プレゼント

歴史を重ねてきた旅館大和屋源泉かけ流しのお湯は
心身の癒しとして皆様のお役に立ちます。

南陽市赤湯972 0238-43-2257

小売店 杵屋　長井店 ¥1,000 チケットご利用時に雪まろ1ケサービスいたし
ます。

いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願い
いたします。

長井市あら町４−５５ 0238-84-3360 9：00～19：00

宿泊施設 割烹旅館とらや ¥1,000 チケットを利用時に宿泊代金5％OFF
明治、大正、昭和、平成、令和と皆様に支えられ続け
て120年。コロナに負けずにがんばり続けます！！

長井市大町3-13 0238-84-2042

飲食店 農家レストランエルベ ¥1,000 チケットを利用時ワンドリンクサービス
当店もオープン20周年となりました。これからもス
タッフ一同がんばりますので、よろしくお願いいたし
ます。

飯豊町萩生3549-1 0238-86-2828

ランチ11：00～14：30
ティー14：30～17：00
定休日毎週月曜日（月曜が祝日
の場合は翌日）

宿泊施設 丹波館 ¥1,000 女将手作りアイス（シングル）サービス（1組
様1つ）

応援ありがとうございます。皆様と共に、頑張りましょ
う！

南陽市赤湯1014 0238-43-3000 年中無休

飲食店 スナック GRAVITY ¥1,000 チケットご利用時カラオケサービス

いつもご来店いただきありがとうございます。
皆様のお力をお借りし、また活気ある赤湯の街に戻
るよう盛り上げて参りますので、従業員一同心よりご
来店をお待ちしております。

南陽市赤湯501 小蝶ビル2F 0238-43-7152 20：00～ (定休木曜日)

飲食店 割烹寿し　紀もと ¥1,000 ご利用時に10％サービス 旨いものを食べて、元気に生きましょう。 長井市高野町2丁目9-10 0238-84-1551 不定休　時々ずる休み

飲食店 ラーメン・定食　てんまる ¥1,000 チケットご利用時に10％割引きします。
お客様ファーストをモットーに笑顔あふれる料理を御
提供して行きたいと思います。

白鷹町十王2566-1 0238-85-3952 水曜日

飲食店 レストラン　ジュアン ¥1,000 1,000円＋100円のサービス

当店への応援をいただきありがとうございます。感染
拡大が続き、収束の兆しは未だに見えませんが予防
対策を徹底しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

長井市館町南16番10-6号 0238-84-1442 月曜日

宿泊施設 タスパークホテル ¥10,000 宿泊者にホテル自家製パンプレゼント
コロナ感染が終息することを祈り、皆様と再会できま
すよう願っております。

長井市館町北6-27 0238-88-1833

飲食店 タスパークホテル　日本料理　井井殿 ¥1,000 チケットご利用時ソフトクリーム又はアイスク
リームサービス

コロナ感染が終息することを祈り、皆様と再会できま
すよう願っております。

長井市館町北6-27 0238-88-1833 昼：11：30～14：30
夜：17：30～21：00

飲食店 (有)すしてつ ¥1,000 すしてつポイントカードサービスします。
応援ありがとうございます。
一緒に頑張りましょう！

長井市高野町2-9-38 0238-84-5139 11：00～22：00
定休日：水曜日

宿泊施設 鷹野湯温泉　パレス松風 ¥10,000 季節のおすすめプラン11,000円のコースを
10,000円のチケットでお得に販売。

眺めの良い温泉で疲れを癒しにいらして下さい。
お待ちしております。

白鷹町十王5687-8 0238-85-1001 休館日：偶数月の第二火曜日

飲食店 イタリア料理 SIATTACA ¥1,000 お会計税込2,000円につき、ワンドリンク
サービス！

テイクアウト（要予約）もおこなっておりますので、応
援よろしくお願いいたします。

白鷹町荒砥乙553-1 0238-85-0910 11：30～14：00、18：00～
21：00　定休日：火曜日


