
￥1,000 -
一宮町商品割引券 加盟店一覧

一宮町内で使える！！

【注意点】 ● おつりを出すことはできません。
● 換金はできません。
● コピーは使用不可とします。

● 202１年10月29日（金）～2021年10月31日（日）有効。
● 指定の飲食店またはサーフショップでご利用いただけます。
● 営業時間については各店舗にお問い合わせお願いします。

九十九里トライアスロン実行委員会事務局
お問い合わせ：03-6459-2611 / メール：inquiry99t@99t.jp

九十九里トライアスロン2021にご参加の方に、
一宮町内で使用できる1,000円商品引換券を配布します！
サーフショップでグッズ購入！飲食店でランチやディナーをお楽しみください！
下記加盟店でご使用いただけますので、レース前後にご利用ください。
※今年はコロナ対策としてEXPO・おもてなしブースは実施いたしません。

ご利用期間 2021年10月29日（金）～10月31日（日）
・指定の飲食店またはサーフショップでご利用いただけます。
・おつりを出すことはできません。

・営業時間については各店舗にお問い合わせお願いします。

・換金はできません。 ・コピーは使用不可とします。

発行元：九十九里トライアスロン事務局　TEL：03-6459-2611

一宮町商品割引券

￥1,000-
有効日：2021年10月29日～31日の3日間

● 指定の飲食店またはサーフショップでお使いいただけます
● おつりを出すことはできません
● 換金はできません
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キッチン KOBUTA

フード＆バー CANA

SURFGARDEN

SEQUENCE SURF STORE

シンプルサーフ

スーパーキッチン かさや

CHP

九十九里麺ドラゴン

Do international

いちの家

三そば

CHIKEN AND CHIPS

DEEP SURF

炭火焼肉 いちの宮 three four

ALOHAGROUND

一水亭

BULL

THE OffiNG

ひろ屋

逸品香

カフェレストラン ポッシュ

豚のつかさ

Hula café

Big mama's café

再会

タカラ亭

TOPATACOS

TOPANGA ハウス

栄寿司

エキスタ

イチバーガー

名糖食堂

Mare

焼酎＆Dining MORITA

(0475)-42-6685

(0475)-40-0818

(0475)-40-0011

(0475)-47-2991

(0475)-42-3399

(0475)-42-8112

(0475)-42-4626

(0475)-42-1811

(0475)-42-2823

(0475)-42-1229

050-5360-2306

(0475)-44-5273

(0475)-42-5119

(0475)-40-0941

(0475)-42-1522

(0475)-42-8181

(0475)-42-2941

(0475)-42-7883

(0475)-38-4048

(0475)-42-7670

(0475)-36-5733

(0475)-36-3340

(0475)-42-1525

(0475)-42-4230

(0475)-42-5722

(0475)-42-8100

080-3489-1081

080-3489-1081

(0475)-42-5888

080-6544-0923

080-5875-0628

(0475)-42-2855

(0475)-44-4811

(0475)-42-4666

(0475)-42-2242

(0475)-36-6216

(0475)-42-3176

(0475)-36-3989

(0475)-36-3989

(0475)-42-3004

(0475)-42-3401

(0475)-36-6383

(0475)-42-4227

(0475)-42-7378

(0475)-42-7617

(0475)-38-7049

(0475)-47-3739

(0475)-42-6533

(0475)-42-7277

(0475)-36-3469

(0475)-42-3710

080-1261-9939

(0475)-44-4617

(0475)-44-4617

(0475)-44-5177

(0475)-47-2842

(0475)-42-7718

(0475)-42-8883

(0475)-44-5549

(0475)-44-4552

(0475)-36-2454

(0475)-47-4129

070-3149-3780

一宮町東浪見7523-2

一宮町東浪見7520-1

一宮町東浪見7500-7

一宮町東浪見7500-8

一宮町東浪見7501-1

一宮町一宮 9947

一宮町東浪見7428-3

一宮町一宮 9944-3

一宮町東浪見7427-2

一宮町東浪見7422-1

一宮町東浪見7403-2

一宮町一宮10129-2

一宮町一宮10126-2

一宮町一宮10075-1

一宮町一宮10055

一宮町東浪見7448-5

一宮町一宮 9967

一宮町一宮 9982

一宮町新地 2514-5

一宮町新地 2511-2

一宮町一宮町一宮10178-1

一宮町一宮10088-3

一宮町一宮10055

一宮町一宮10063-2

一宮町東浪見7697-2

一宮町一宮 2647

一宮町一宮 9969-2

一宮町東浪見7528-6

一宮町一宮 9985

一宮町一宮 2738-1

一宮町一宮 2640

一宮町一宮 2647

一宮町一宮10129-4

一宮町一宮 2515-1

一宮町一宮 2822-4

一宮町一宮 3007-1 
一宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F-A

一宮町一宮 2790

一宮町一宮 3700-5

一宮町一宮 2998-2

一宮町一宮 3369

一宮町一宮 3141

一宮町一宮 2820-1

一宮町一宮 4999-1

一宮町宮原 760-18

一宮町宮原 237-2

一宮町東浪見 2606-1

一宮町新地 甲 2464-1

一宮町一宮 2628-3

一宮町一宮10125-2

一宮町一宮10128-1

一宮町一宮10059-3

一宮町一宮 2457

一宮町宮原 49-2

一宮町宮原119-3

一宮町一宮10172-23

一宮町一宮10172-9

一宮町東浪見 2500-1

一宮町東浪見7523-3

一宮町東浪見7535-4

一宮町一宮10080-4

一宮町宮原 208-1

一宮町一宮10113-3

一宮町一宮 368-11

一宮町一宮10024

一宮町東浪見7198-2

一宮町一宮10129-3

一宮町一宮 3030
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台鵬

Agozzo

水守

寿屋本家

ほしみや

布袋庵

小金庵

がけっぷち

どんどん

きりゅう

BARN’S

青

Style

寿司冨

白砂

ソレイユ

のいち

エスペラント

マスターピース

ホテル一宮シーサイドオーツカ（レストラン）

オオモリヤ

PORTUS

和食 朱鷺

WREATHS

NAVIGATOR SURFBOARDS

めんこいダイニング麻酒麻魯

菓子工房 杏 ancafe

PARASOL CLUBHOUSE

ミチクサ cafe 汽水舎

ホテルくじゅうくり（レストラン）

シーマイルズ トラミビーチクラブ

ステーキ & ハンバーグ 肉の一宮食堂

赤七屋

飲食店サーフショップ




