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「名鉄沿線 manaca ラーメンラリー 〜大好評第二弾！！〜」を実施します
名古屋鉄道では、2014 年 10 月 31 日（金）から 12 月 31 日（水）まで、名鉄沿線のラーメン店
をめぐるキャンペーン「名鉄沿線 manaca ラーメンラリー 〜大好評第二弾！！〜」を実施します。
同キャンペーンは、約 3,500 件の電子マネー決済件数を記録した第一弾のご好評にお応えし
て、新規出店 5 店舗を含む計 24 店舗（前回：20 店舗）にて実施します。同期間中、対象店舗にて
manaca 電子マネーをご利用いただくと、各店舗において独自のサービスを提供するとともに、ご
利用店舗数に応じて、抽選で“ラーメンの本場・博多一泊二日旅行”などをプレゼントする manaca
ご利用特典と、μstar ポイントをプレゼントするμstar 会員限定特典を実施します。
詳細は、下記のとおりです。
記
1．キャンペーン名称 「名鉄沿線 manaca ラーメンラリー 〜大好評第二弾！！〜」
2．実施期間 2014 年 10 月 31 日（金）〜12 月 31 日（水）
3．対象店舗

名鉄沿線のラーメン店 計 24 店舗

4．内

（1）manaca ご利用特典（対象：manaca 決済者全員）

容

※詳細は別紙をご参照ください。

①対象店舗で、manaca をご利用いただいたお客さまに各店舗独自のサ
ービス（トッピングサービス等）を提供します。
※事前に申告いただかない場合、特典を受けられない場合があります。

②期間中に、manaca をご利用いただいた店舗数に応じて抽選で下記の
賞品をプレゼントします。
2 店舗以上達成・・・TOHO シネマズペアチケット
4 店舗以上達成・・・名鉄電車一日乗車券付き
セントレアお食事プラン
10 店舗以上達成・・・ラーメンの本場・博多一泊二日旅行

15 組 30 名様
5 組 10 名様
1 組 2 名様

※「μstar ポイントサイト」（http://mustar.meitetsu.co.jp/）からの応募が必要です。
※当選者の発表は、賞品の発送（1 月下旬頃予定）をもって代えさせていただきます。

（2）μstar 会員限定特典（対象：μstar 会員）
①対象店舗で manaca をご利用いただくとμstar ポイントを通常の 10 倍
（200 円につき 10 ポイント）プレゼントします。
※他のポイントキャンペーンとの併用はできません。

パンフレットイメージ

②期間中に、manaca をご利用いただいた店舗数に応じてμstar ポイント
をプレゼントします。
2〜3 店舗達成・・・ 50 ポイント、4〜9 店舗達成・・・100 ポイント
10 店舗以上達成・・・500 ポイント
※②のポイントは 1 月下旬頃の付与を予定しています。
※本キャンペーン詳細については「μstar ポイントサイト」（http://mustar.meitetsu.co.jp/）,
または駅に備え付けのキャンペーンパンフレットをご参照ください。

以 上

名鉄沿線 manaca ラーメンラリー参加店舗リスト
店舗名

最寄駅

別 紙

サービス内容･特典

1 めん屋 JIN

名古屋本線 新木曽川駅

2 あかつき 一宮店

名古屋本線 今伊勢駅

ラーメン一杯150円引き

3 ちゃるめら亭

名古屋本線 妙興寺駅

お1人につき500円以上ご飲食の方は人数×100円引き

4 豚そばぎんや 一宮店

名古屋本線 妙興寺駅

つけ麺 + 半熟味付玉子ご注文の方は50円引き

5 竜竹 ドラゴンバンブー

名古屋本線 名鉄名古屋駅

フカヒレラーメンをご注文の方は
自社農園の無農薬野菜入りミニサラダ1皿サービス

6 想吃担担面 名駅南店

名古屋本線 名鉄名古屋駅

濃厚汁有り担担麺ご注文の方は正式杏仁豆腐1皿サービス

名古屋本線 名鉄名古屋駅

ラーメンご注文の方は50円のトッピング１つ無料サービス

名古屋本線 金山駅

ラーメンご注文の方はトッピング1品（100円）無料サービス

7

【初参加】
味噌らーめん 喜らく 中村店

8 麺や大一番

ラーメンご注文の方は替え玉1玉無料サービス

※他クーポンと併用不可

※13:00以降のご注文の方に限る

9

【初参加】
鶴の舞さくら里

名古屋本線 金山駅

ラーメン注文の方は150円以下のトッピング１品
無料サービス

10

【初参加】
藤味亭

名古屋本線 金山駅

らーめんご注文の方は味付玉子無料サービス

11

【初参加】
らーめん かごや

名古屋本線 金山駅

らーめん類ご注文の方は安藤シューマイ（焼シューマイ）
１人前サービス

12 麺場 ラの壱 金山駅店

名古屋本線 金山駅

ビールセット（ビール、枝豆、餃子or唐揚げor串カツ）が
500円（税込）（通常は750円（税込））

【初参加】
味噌らーめん 喜らく

名古屋本線 堀田駅

ラーメンご注文の方は50円のトッピング１つ無料サービス

14 牛次郎 新瑞橋店

名古屋本線 呼続駅

ラーメンご注文の方は半熟味付玉子無料サービス

15 中華そば 中村屋 東桜店

瀬戸線 栄町駅

16 黒毛牛骨ラーメン 牛次郎

瀬戸線 尼ケ坂駅

ラーメンご注文の方は半熟味付玉子無料サービス

17 台湾らーめん 江楽

瀬戸線 喜多山駅

替え玉１つ無料サービス

18 麺屋 志縁

河和線 八幡新田駅

ラーメンご注文の方は味玉無料サービス

名古屋本線 知立駅

知立ら〜めんライトご注文の方は
当店自慢の野菜餃子を一人前サービス

13

19

知立ら〜めん
笑うぎょ〜ざ屋

ラーメンご注文の方は味付玉子無料サービス

20 つけめん舎 一輝 岡崎本店

名古屋本線 東岡崎駅

つけめん元味一輝盛りご注文の方は50円引き

21 かど家

豊田線 上豊田駅

ラーメンご注文の方は次回ご利用いただける
サービスチケットプレゼント

22 俺の夢

三河線 刈谷駅

23 麺びより まるやす

三河線 小垣江駅

鶏白湯つけ麺(並) + 味玉トッピング
ご注文の方は50円引き

24 つけめん舎 一輝 Anjo

西尾線 南安城駅

まぜそば類ご注文の方は50円引き

※特典対象外のご注文でも、ラリーの対象となります。
※記載している情報は実際の店舗情報とは異なる場合がございますので予めご承知ください。

ラーメンご注文の方はトッピング1品（100円）無料サービス

