
問合せ：池田町商工会女性部　☎015－572－2135

白色の服装、白色の小物持参でお越しい
ただいたお客様を対象に素敵なサービス
を提供させていただきます。

スタンプ台紙は、裏面になります。（当選者のみ後日連絡致します。）

お客様アンケート（どれかに◯印を付けて下さい）

❶「白の日」限定イベントの内容はどうでしたか。

❷ 来店のきっかけになりましたか。

❸ 全参加店のサービス内容はどうでしたか。

❹ スタンプラリーめぐりはどうでしたか。

・良い　　・普通　　・悪い

・なった　・ならない

・良い　　・普通　　・悪い

・良い　　・普通　　・悪い

※5店舗以上回った方は、①②③で当たるチャンス
※3店舗以上回った方は、②及び③の当たるチャンス

①5店舗以上 …………… 2,000円3名様

②3店舗以上 …………… 5名様 1,000円
③2店舗以上 …………… 10名様 500円

ご意見・ご要望がございましたらお書き下さい。

 ※最後に回った参加店にお出し下さい。

４月６日を『白の日』として、お客様が楽しめる機会をご用意させていただきました

white

白の日4/6限定イベント
池田町商工会女性部がイベントを企画し、貴方をお待ちしております。

３ 店 舗 以 上 で チャンスアップ

（トリプルチャンス）

（ダブルチャンス）

抽選により参加店で使えるお買物券プレゼント！！

白の日スタンプラリーめぐり



中玉

ご持参で

白タオル（無地）製品
比べてください。

白いタオル白いタオル

入学、進学おめでとうギフトフェア!

ワインスタンプ

を身に付けている方は、

します。

白い服・小物

さしあげます。

1玉サービス

46コ限定 ¥460

4.6倍

白い菓子の詰めあわせ白の日限定
スノーボール、ホワイトチョコラスク
カリカリマカロン

白い白い

場所：池田町大通4丁目（ローソン池田大通店向かい）「Ponte」（ポンテ）にて
400円

4/6（木）
バナナ饅頭❶

❷
460円

豚丼　　 黄味の温玉のせ

リビングショップ北

600円

★白魔女カフェ★
おも白スイーツ＋ドリンク付 ¥460
白いお花の炭アレンジ ¥460～

10コ入

ホワイトカクテル

4/6日 1日限り

十勝食材と関西風ソースのたこやき十勝食材と関西風ソースのたこやき

㈲デンキのホームライフ 大通5丁目12 ☎572-5424
営業時間 9：00～19：00 印㈲本郷林業 東2条3 ☎572-2384

営業時間 11：00～16：00

ふりがな

名前

住所

電話
番号

印

㈲北金物店 大通4丁目 ☎572-2039
営業時間 9：00～19：00 印

レストランよねくら 大通1-27 ☎572-2032
販売時間 11：00～14：00 印

マリー美容室 西2条6丁目 ☎572-2354
営業時間 8：00～18：00 印シャディ サラダ館 大通1丁目 ☎572-2413

営業時間 9：00～20：00 印

㈲丸信 新津商店 西1条6丁目 ☎572-2065
営業時間 9：00～19：00 印

和田靴店 大通1-64 ☎572-2346
営業時間 8：30～19：00 印

シェルター庄司 旭町2丁目19-2 ☎572-2222
営業時間 19：00～ 印おかしの小松 大通2丁目1-2 ☎572-2228

営業時間 9：00～19：00 印

お菓子のかほり 西2条7丁目7 ☎579-3000
営業時間 9：00～19：00 印

たていし生花店 大通2丁目2 ☎572-2510
営業時間 9：00～19：00 印

ヨコタデンキ 大通7丁目 ☎572-4038
営業時間 10：00～18：00 印e すまいる寺井 大通2丁目 ☎572-2743

営業時間 9：00～19：00 印

内海商店 旭町3丁目1-4 ☎572-2586
営業時間 9：00～19：00

ひと塩とき半身ひと塩とき半身

印

有澤呉服店 大通4丁目4 ☎572-2045
営業時間 9：00～19：00 印

チャレンジショップ in Ponte
 地域おこし協力隊 山本紀子

大通4丁目
営業時間 11：00～19：00 印

特別営業!! 通常のレストラン
営業はお休みです

（8つ入）620円→

200ml

（全商品）

お持ち帰りお弁当
（予約可）

どちらも数量限定
11：00～14：00
までの販売となります

2つのみ
販売

食器洗洗剤ジョイ
ワインスタンプ3倍 と

お買い上げ商品につきお買い上げ商品につき

3倍！
白の日 1日限り1日限り4/6

しろ

来店したお客様に 合言葉

すべての商品半額！
今日は
何の日？

と尋ね

と言ってネ。お買物の時に

と答えたら白の日

4/6
白の日
1日限定

「今日は白の日。」

国産 vs 海外製品これだけ違うこれだけ違う
（価格・手ざわり・吸水力）

国　産 1枚100円 お1人様5枚まで

海外製品

（中国製・インドネシア製 他）

1枚150円 200匁晒タオル
お1人様5枚まで 1枚1,000円

1枚  50円 お1人様5枚まで 1枚120円 200匁総パイル
お1人様5枚まで インド綿厚地1枚600円

vs

白オシボリ100匁 白タオル 白バスタオル 60×120

春物入荷祭
ご来店お待ちしております。
同時
開催

460円以上
お買い上げで2割引4/6

1日限り

（一部除外品あり）

お買上げポイント3倍！！白い服4/6 でご来店
下さい。

ポイント46白色 の家電
お買上げで 更に プレゼント

ワインスタンプをためるチャンスです。おまちしております。

＊ゆめぴりか10k

＊こんにゃくアイス（塩ミルク）1本

5,200円→ 限定200k
1家族10kまで

で来店していただきますと

250円→200円
＊十勝ワイン 城 1本1,944円

白の日
限定

白い服

しろはしろでも城

先着20名様に
白いお花をプレゼント！

4,600円
・ ・

スタンプ3倍！

白髪染め、パーマ、シャンプー、
カット、ブロー等 全メニューにつき

お買上げ
ポイント

を持参のお客様先着20名様に　　　　　  を

白の日!!
白い服・小物

・白いオムレツケーキ
・白いロールケーキ

限定商品

プレゼント！！お菓子

「シェルターレディ」
ワンコイン

500円

¥880 ひと塩宗八ひと塩宗八¥146

ホッケひらきホッケひらき ¥595
ホワイト
マッシュルーム¥188

釧路沖産 北海道

白い
今、主婦に人気の「コンベクションオーブ
ントースター」で超簡単にできる　　白玉
粉で「ポンデケージョ」おやつを作ります
のでお気軽に試食に来て下さい。

ポンデケージョ

スタンプを集めたスタンプラリー台紙は、白の日参加店へお渡し下さい。

1パック

お
も
白
い
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ん


