よくあるご質問
1．誰が申込みできますか？

率
ム
ア
ミ
プレ

Q＆A

！
％！

66

市内在住の１５歳以上の方（中学生を除く）なら誰でも申込み可能です。

2．申込者全員が購入できますか？
販売冊数は２０,０００冊です。申込み多数の場合は、抽選となります。
当選者の発表は、当選はがきの発送をもって代えさせていただきます。

３．どうやって申込みをすれば良いですか？
オンライン申込みの場合は、このパンフレットに付いているQRコードをスマートフォン等で読み取り、専用の
サイトから申込みができます。また、市ホームページからも専用の申込サイトにアクセスできます。
紙での申込みの場合は、このパンフレットに付いている購入申込書をご使用ください。足りない場合は、コピー
をしていただくか市商工振興課や各まちづくりセンター（旭、岡田、東部）の窓口にも購入申込書があります。
また、市ホームページからも購入申込書のダウンロードが可能ですので、印刷の上ご使用ください。

４．当選はがきの再発行はできますか？
再発行はできませんので、大切に保管してください。

！
！
ぇ
め
っ
ちたしめし
う

応援食事券をを使って
みんなで
で市内の飲食店を
を
！
応援しようッ！

５．どこで購入できますか？
原則、市が発送する当選はがきで指定された場所となります。詳しくは、当選はがきをご確認ください。
指定場所は、メディアス体育館ちた、各まちづくりセンター（旭、岡田、東部）のいずれかとなります。

６．購入時に持参するものは何ですか？
市が発送する当選はがきと身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）、現金が必要です。

食事券の購入について
対 象 者 市内在住の１５歳以上の方
（中学生を除く）

販売冊数

（500円券×10枚）
販 売 額 １冊3,000円

20,000冊

※有効期限は令和2年8月1日
（土）
～12月31日
（木）
※ご利用時のおつりは出ません。
※一人１冊までの購入になります。

おつりのないよう、現金（3,000円）をご準備ください。

７．代理での購入は可能ですか？

※申込み多数の
場合は抽選と
なります。

可能です。その場合は、当選はがきに記載されている方との続柄確認を口頭でさせていただく場合がござい

食事券の販売場所

ます。当選はがきや代理の方の身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）、現金が必要です。

食事券の
使用上の注意

〇本食事券は、登録された飲食店における食事提供のみに使用できます。
〇本食事券は現金との引き換えはできません。また、
ご利用時のおつりの支払いはいたしかねます。
〇有効期限を過ぎた場合は無効となります。払い戻しはいたしかねます。
〇本食事券の盗難、紛失又は棄損に対して、その責を負いかねます。

（ 切り取って お 使 いくだ さ い ）

メディアス体育館ちた、旭まちづくりセンター、
岡田まちづくりセンター、東部まちづくりセンター

購入までの流れ

※市が発送する当選はがきで指定された販売場所にて購入となります。
※詳しくは、当選はがきをご確認ください。

①申込方法（７月１日（水）から）
★申込方法を問わず申込みは一人1回までになります。

(1) オンライン申込（７月１７日(金)まで）
スマートフォン等で右のＱＲコードから申込み登録
してください。下のURL
（知多市ホームページ）
を経
由して、申込みサイトにアクセスも可能です。

②当選はがきの発送
（購入申込み多数の場合は、抽選）
（食事券申込みサイト）

https://www.city.chita.lg.jp/docs/2020052600063/

(2) 購入申込書による申込（７月１７日(金)必着）

提出する前に必ずご確認ください。
□ 郵便番号、氏名、住所、連絡先等の記入漏れはありませんか？
□ 購入希望場所に✓
（チェック）は入れましたか？
□ はっきりと見える字で書かれていますか？
チェック項目は以上です。
知多市役所正面玄関、 各まちづくりセンター（旭、岡田、東部）、
イトーヨーカドー知多店内の特設ポストに投函してください。

本パンフレットの申込書又は市ホームページからダウンロード
した申込書に必要事項を記入の上、市役所、各まちづくりセン
ター（旭・岡田・東部）、イトーヨーカドー知多店内に設置された
特設ポストへ投函してください。

トリプルチャンスでプレミアム率

市から食事券の当選はがきを７月下旬から順
次、購入対象者の方に郵送いたします。

③食事券を購入
（8月1日（土）～8月31日（月）まで）
当選はがき等を持参の上、指定の販売場所で購
入してください。食事券販売の際はおつりのな
いよう、現金(3,000円)をご準備ください。

最大 300％！！

知多市お食事券 観光協会キャンペーン
申込者全員から抽選で

20,000名に
！
お食事券を販売！

問い合わせ先

商工会キャンペーン

申込者全員から抽選で

購入者から抽選で

200名に総額40万円相当の
！
観光体験クーポンをプレゼント！

100名に総額50万円相当の
！
特産品ギフトをプレゼント！

知多市役所環境経済部商工振興課 TEL .０５６２-３６-２６６２

2 居酒屋 しぃちゃん

11 食事処

☎０５６２-５４-３５７０

おお田

新知西町５-１

中
1 四川料理

☎０５６２-５５-９５７５

にしの台１-２６０２

☎０５６２-３２-０１１１

大興寺字落田８-１

13 すし処 くにみつ

4 中国料理

新知台２-４-２９（リュイールコンドウ１A） ☎０５６２-５６-５７８９

清水が丘２-９０２

14 ちゃんこ友綱
☎０５６９-４２-０４３９

15 徳や
にしの台３-７-９

16 呑み処
にしの台４-１２-３

☎０５６２-５６-１７００

喰い処

とも吉

☎０５６２-５６-０４９０

17 範丈亭＆OKD KOMINKA BREWING
岡田字中谷４

岡田字西島１２

4 Casual

☎０５６２-８５-６７５８

清水が丘１-１２０２
（芳正ビル２F）☎０５６２-３３-４０７０

新知字樋之口５-１

☎０５６９-４３-１１４０

にしの台４-１-８
（竹富士ビル１０１）☎０５６２-５６-６３３９

上海酒家
☎０５６２-３３-７７２７

1 あみやき亭

☎０５６２-５５-３６０２

清水が丘１-１３１２

知多新舞子店
☎０５６９-４４-４５２９

2 炭火焼肉 しんちゃん
☎０５６２-８５-１４３９

3 美よし亭
☎０５６９-４３-７４００

つつじが丘１-１９-３

☎０５６２-７４-３１２８

☎０５６２-５５-１９１１

にしの台４-１３-６

13 風来坊

新舞子店

新舞子字南西田２８-１

☎０５６９-４３-７２７２

14 もくもくや
にしの台４-１７-９

15 炉ばた
大興寺字長根９２-７

☎０５６２-５５-９８５５

だいこう
☎０５６２-５５-８１６５

16 炉ばた焼 尾瀬 ☎０５６２-５５-１９１３
☎０５６２-５５-４３４４

☎０５６２-３３-５８１３

朝倉店

そ
1 うみっ子

☎０５６２-５１-２９６８

清水が丘１-１３０６

の

15 めん処

☎０５６２-３３-５３２２

☎０９０-５０３８-２６８３

☎０５６９-４３-７８２１

平松
☎０５６２-３３-５６７８

朝倉町２８５

16 めん処
☎０５６２-５５-８８５０

ラム

半二郎

新舞子字大口２０３-４

朝倉

にしの台１-３００５-２

Cafe

つつじが丘１-１３朝倉団地(１９-１０８)

14 めん処

他

2 エベレスト

☎０５６２-５６-２１７０

☎０５６２-５５-１６０７

新知台２-４-３７

13 ベトナム

☎０５６２-３３-０３１１

朝倉町２９２

キャンプ

☎０５６２-８７-０５７３

巽が丘３-１３１

12 Bar&Dining Normandie

店

12 飛騨高山ラーメンととんかつ四季

知多寺本店

八幡字東水代３１-６

源

清水が丘1-１３１１

☎０５６２-３３-５６５９

（ 切り取って お 使 いくだ さ い ）

6 吉香楼

肉

15 コメダ珈琲

Plus

Café

にしの台４-１６-１５

新知字椿１４-８

10 多楽

新知東町２-２-３３

☎０５６２-３３-８００２

BONE

5 カフェ・アストラル

マドレ

11 肉バル酒場 Prank or Treat

旭南５-１１９-１

19 矢田政
南粕谷本町１-２４３

8 ダイニングバー ティアマリア

5 ヒデジン餃子

焼

☎０５６９-４３-６１２７

3 WISH

9 ダイニングバー

朝倉町１８７
（米信ビル１階）

新舞子字明知山１０３-６

新舞子字南西田１９
（アルテ新舞子内）☎０５６９-４３-３９４４

朝倉町２８９
（みどりハイツ１F） ☎０５６２-３８-７２３３

☎０５６２-８５-１３６０

18 枡磯

☎０５６２-５６-２０６３

☎０５６２-５５-３７５１

八幡新町２-９-１１
（第２芳正ビル１F）☎０５６２-３２-６８５０

16 ロダン

7 Dining Bar Evans

☎０５６２-５５-７６５０

3 中華利興

朝倉町２９９

☎０５６２-７４-００２９

2 ウイシュボン

6 すてーき茶屋
にしの台1-１２０８

千樹

岡田字西島１１

新舞子字明知山１０２-８（新舞子ビル１０１）☎ ０５６９-４３-７７５０

麗都

にしの台４-１６-２２

2 中華ダイニング秀丸

12 じろきん

新舞子字出口５４-４

華

☎０５６２-５５-７７４３

11 濱寿司

にしの台１-３００５-２
（ファミール橋爪A棟１０３号）

♦問合せ先：知多市役所環境経済部商工振興課
（☎０５６２－３６－２６６２）

花ひで

新知東町1-１-１５(イワミビル１F)

1 いろり屋

5 JOZE gｒill dining+cafe

sai.

☎０５６２-７７-４４３５

♦この申込書は、観光協会キャンペーンの申込書を兼ねてい
ます。

10 滋味活彩

にしの台４-６-１２
（C）

10 トントンデー
にしの台１-１１１４

♦当選はがきを７月下旬から順次発送します。申込多数の場合
は、抽選となります。抽選結果については、当選はがきの発
送をもって代えさせていただきます。

☎０５６２-３６-００７２

朝倉町２８３

☎０５６２-８５-７６６０

3 洋食ゴッタ
にしの台２-３１２

14 ごはんとお酒とお菓子

カ フ ェ・喫 茶

☎０５６２-７７-０９８８

朝倉町１８４

♦申込方法を問わず申込みは、一人当たり１回までになりま
す。購入申込書1枚につき、お一人の申込みとさせていただ
きます。

川上

新舞子字明知山１０２-１１
（アズールK1階）

知多店
☎０５６２-５６-３４８７

新知東町３-４３-５

樹庵

☎０５６２-５５-０４８８

9 てくてく庵

♦必要事項の記入漏れや記入が不鮮明な場合は、申込みがで
きないこともありますので御了承ください。

9 割烹

☎０５６９-４７-９０９９

☎０５６２-３５-４６１８

アルファ

☎０５６２-５６-００４６

13 珈琲屋らんぷ

麺四朗

日生まれ

☎０５６２-５６-８２２８

つつじが丘４-２-７

月

8 乙いち（おついち）
にしの台１-１２０１

新舞子字大瀬７

大興寺字長根８６-１

年

☎０５６２-５５-６８０８

つつじが丘２-１３-２０

12 コーヒーハウス

八幡字半田道１２-３１

4 家庭料理 我母 ☎０５６９-４２-６７８６

8 手打そば・うどん

知多市役所正面玄関、各まちづくりセンター（旭、岡田、東部）、
イトーヨーカドー知多店内の特設ポストに投函してください。

2 ペニンシュラバーガー

大興寺字長根３２-１１６

1 長崎ちゃんぽん
2 味噌蔵

☎０５６２-５６-３２２６

☎０５６２-５５-３９４８

フジ

申込先：

7 お食事処

おかん

にしの台４-１７-１０

□ 東部まちづくりセンター

にしの台４-６-１２

☎０５６２-３３-５４８８

☎０５６２-５６-４６６６

☎０５６２-３３-６１１３

※混雑緩和のため、
ご希望に沿えない場合があります。
記入がない場合は、当方で指定いたします。

3 お台処

☎０５６２-５７-７１２０

☎０５６２-５５-３３０１

八幡字荒古後１０２-６

□ 岡田まちづくりセンター

1 テキサスキングバーガー ＯＨＡＮＡ
寺本新町１-１１７

☎０５６２-５６-５０５６

新知東町２-２３-６

7 スパゲッティハウス かみむら

岡田字開戸２９-１

□ 旭まちづくりセンター

6 うどん・そば 穂なみ ☎0562-56-5534
新知東町1-10-1（イトーヨーカドー知多店内2F）

あさくら

☎０５６２-５７-３９２３

にしの台２-３１２

11 喫茶

ラ ー メ ン

☎０５６２-５６-１２１６

☎０５６２-５５-５１３５

食事券購入
希望場所

食

ラヴィ

☎０５６２-３８-７４６６

西暦

☎０５６２-３３-００３１

八幡字小根１６７-１

洋

おばんざい

朝倉町３４
（日の丸ビル１F）

生年月日

5 魚宮

1 家めし
☎０５６２-５４-０５５５

三五

新知台１-５-８

5 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋 知多新知店

セピア

新知字東屋敷１０７

どれか１つに✓
（チェック）
してください。

24 和創作いろは

名

にしの台４-１３-６

4 魚白
八幡新町１-１８-７

☎０５６２-５４-２９１１

佐布里台３-１０１

☎０５６２-５６-０２８０

岡田字登り２７

6 寿司富

長浦３-３００

10 喫茶

4 レストラン梅の館

居酒屋・ダイニングバー

Novatann

9 かんカフェ

ル・ブラン
☎０５６２-５６-０２１６

岡田字惣造廻間８

氏

☎０５６２-３３-１８１８

☎０５６２-５５-３１１０

3 レストハウス

☎０５６２-３３-３１９３

ふりがな

にしの台４-１６-２１

岡田字段戸坊１０-２

）

☎０５６２-５６-１７５５

やま志ん

6 焼肉やまちゃん
朝倉町２８４

緑町５-１
（勤労文化会館１F） ☎０５６２-３３-４０８８

-

にしの台１-１１１２-１

福助

☎０５６２-３３-０７６０

☎０５６２-５５-５７８９

8 Café

辰心

4 お好み焼

☎０５６９-４３-２２２０

南粕谷東坂１-１２８

2 シェフ じろきん

（〒

23 和食処

3 威風堂々

ふぐ料理

八幡字汐海道５８-２

まき

にしの台１-２３１２

☎０５６２-５６-６７７３

所

☎０５６９-４２-２２２８

☎０５６２-５５-７５７５

にしの台２-２７０６

22 和食処

2 いちべ
大草字四方田８８

5 焼肉

7 カフェ・ド・ザウルス

知多新知店

新知字坊ノ下２５-１

連絡先
（電話番号）

梅心

1 ココス

☎０５６９-４３-６４１７

住

☎０５６２-３３-３４５４

☎０５６２-５６-５５２７

とっけん

新舞子字北西田１２-１

3 おかき屋

☎０５６２-５５-０８６２

にしの台４-６-４

□ メディアス体育館ちた

4 焼肉

21 和食

1 あじのひらき
寺本台３-８-２５

20 雪姫
にしの台１-１１１４

（観光協会キャンペーン申込書）

食

うっめぇ！
！ちたしめし
応援食事券 購入申込書

和

6 カフェ ダークキャニオン

レ スト ラ ン

申込み締切：令和２年７月１７日
（金）

利用可能店舗一覧

※この店舗一覧
（93店舗）
は6月5日現在のものです。
※各ジャンルごとに五十音順となっています。
※利用可能店舗は、随時更新されますので、最新の情報は、市ホームページをご覧ください。

