スタンプ め て
メカ
気仙沼市観光キヤラクター

七らおうノ

海の子 ホヤぼ―や

スタンプラリーカ
ロ
盟店でメカ×カレーメニユーを注文すると
スタンプ 11固 押印します。スタンプは各店 11固・
こ 異なるお店
でスタンフき集めてください。
スタンフ3{固 で気仙沼メカジキステツカー、ヨ￨き 続き
5個 で気仙沼メカツキキーホルダーとおヨ1換 えしま硯

気イ
山沼メカジキ
キーホルダー

ポイン トラリー 開催期 間

2017

2017

7/14目 J2/25□

気仙沼メカジキ
ステッカー
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気仙沼メカジキブラン ド化推進委員会

・
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http:〃 www.mekttikijp

気仙沼商工会議所 矧山沼市八日町二丁目1‑]]00226122‑4600
気仙沼市観光サービスセンター 矧山沼市魚市場前7‑13「 海のれ 2F O1022022‑4560
■上記 2カ 所で景 品とお引換 します。ただ し、土 。日・祝 日は気イ
山沼市観 光サ ー ビスセンターのみのお引換 とな ります。

下のミシン線からスタンプカー ドを切り離してこ使用 ください
■こ希望の景品のスタンプ数に達しましたら、気仙沼商工会議所 (土 。
日
・祝日休み)ま たは気仙沼市観光サービスセンター窓ロヘスタンプカード
をこ持参ください。景品とお引換いたしま硯
ポイントラリー 開催 期間 /2017年 7月 14日 〜 12月 25日
景品引換期間 2017年 12月 27日 まで
気仙沼メカ×カレー スタンプラリーカロ
盟店
北かつまぐろ屋 田中前店/ア ンカーコーヒーマザーポー ト店/ク ー ドフー///シ ャンブル
パブ喫茶オルゴール/お 食事の店あじ蔵/び すとろえむず///レ ストランブランチ//浜 の家
道の駅大谷海岸レス トラン「ビーチメモリー」/― 縁工房わらび/リ アスキッチン

気仙沼メカジキブランド化推進委員会 http〃 WWW mekakijp
気仙沼商工会議所 気仙沼市八日町二丁目1 110(0226)22‑4600
気仙沼市観光サービスセンター 気仙沼市魚市場前713「 海の市J2FO(0226)22‑4560
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スタンプ集め
メカジキグツ
もらおうノ
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アンカーコーヒー
マザーポート店

[ギ

営業時間/日 〜水9:00〜 18:00、
木〜±9100〜 22:00(L021:00)
定休 日/12/31〜 1/1

わ
―

気仙沼市田中前 1‑3‑6
● 0226‑23‑3996
/17:00〜 23:00
営業時間ノ

気仙沼市下八瀬450‑11
●0226‑28‑9418
営業時間/11:00〜 15100、

らび

17:30〜 21:00

定休 日/日 曜

お食事の店 あ じ蔵

(L022:45)

定休 日/不 定休

P《

0,
クー ドフー

気仙沼市田中前3■ ‑12
●0226‑247455
営業時間/11:00〜 14130

17:30〜 22100

定休日/不 定休

気仙沼市田中前 1‑3‑22
00226‑22‑1857
営業時間/11130〜 14100、

シャンブル

気仙沼市新町6‑16
●0226‐ 24‐ 4981
営業時間/19:00〜 不定

パブ囃荼オルゴール

道の駅 大谷海岸

定休 日/日 曜

レス トラン rピ ̲チ メモリーJ

浜の家

Bistro eM's

気仙沼市田中前 1‑3‑18

営業時間/11:30〜 14100、

17:30〜 21:30

80226‑24‑7010
営業時間/11:00〜 14:00、
17:30〜 21:00

定休 日/日 曜

定休 日/日 曜夜、月曜

気仙沼市魚市場前■13海 の市内lF

気仙沼市上田中2‑2‑17
● 0226‑22‑4171
営業時FE5/1卜 30〜 14145(LO)
17130〜 21:00(LO)
定休日/月 曜 (祝 日の場合は火曜)

80226‑24‑7020

営業時間/11:00〜 21:30

リアス キ ッチ ン

(L021:00)
定休日/海 の市体館日に準ずる

レストランBRUNCH

下のミシン線からスタンプカー ドを切 り離 してこ使用ください。

欲しい
プレゼント
目指して

GO!
スタンフラリーカ
0盟 店でメカ×カレーメニユーを
注文するとスタンフ 11固 押印します。スタンフは
各店1個で、
異なるお店でスタンプを集めてください。
スタンフ31固 でメカジキステツカー、引き続き5個
でメカジキキーホルダーとお31換 えします。

営業時間/1卜 00〜 13:45(LO)、
17:30〜 21:00(LO)
定休日/月 曜

気仙沼市田中前1‑1‑2

00226‑25‑8820

びすとろ えむず

気イ
山沼市本書町三島9412
00226‐ 44‑3180
営業時間/10:00〜 16:00
定休日/12お 1〜 12

17:30〜 22:00
定休 日/日 曜、祝日

気仙沼市東新城2‑5‑5

80226‑23‑7249

