
まちなび白河アンケート調査結果 
 

 

実施期間 ：令和４年 1 月 1 日～令和４年 1 月１0 日 

アンケート件数 ：2,831 件 

 

(1)性別をお答えください 

 

 

性別 男性 女性 その他 

人数 791 人 2028 人 11 人 

割合 28.0% 71.7% 0.4% 
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(2)年齢をお答えください 

 

 

年代 10～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70 歳以上 

人数 62 人 249 人 605 人 769 人 666 人 396 人 83 人 

割合 2% 9% 21% 27% 24% 14% 3% 

 

(3)クーポン券を使った枚数をお答えください。 

 

 

枚数 10 枚未満 10 枚～20 枚 20 枚～30 枚 30 枚以上 未使用 

人数 1,613 人 361 人 118 人 102 人 636 人 

割合 57% 13% 4% 4% 22% 
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（4）お住まいのエリアをお答えください。 

 

 

お住まい  白河市 西郷村 泉崎村 矢吹町 中島村 福島県 その他 

人数 2,103 人 369 人 54 人 55 人 21 人 157 人 71 人 

割合 74% 13% 2% 2% 1% 6% 3% 

 

(5)満足度をお答えください。 

 

 

満足度 非常に良い 良い 普通 やや悪い 悪い 

人数 649 人 1198 人 700 人 164 人 36 人 

割合 24% 44% 25% 6% 1% 
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（6）まちなび白河をどこで知りました？ 

 

 

きっかけ 店頭 
インター

ネット 
知人 

チラシ 

ポスター 
広報誌 その他 

人数 927 人 608 人 515 人 356 人 300 人 124 人 

割合 33% 21% 18% 13% 11% 4% 
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（7）今後、まちなび白河でやってほしい企画・特集はありますか？ 

短いコメント等で意見が多かったものを集計した結果              

●特集に関する意見 

・ラーメン 29 件 ・カフェ 20 件 ・スイーツ 19 件 ・テイクアウト 8 件 

・その他（子連れスポット、お土産おすすめなどの意見｡） 

 

●クーポン券や店舗数を増やしてほしいなど 178 件 

●クーポン事業の継続など         221 件 

 

 

スタンプラリーに関する意見        

・スタンプラリーなど。なかなか行く機会の無かった中町のお店など、このアプリで知る機 

会が増えました！いつも通るけど何のお店なんだろう？と思って居たままだったものが、

このアプリによって行くきっかけにもなりました！さらにクーポンまであって最高です

(*^^*)500 円以上購入につき、250 円引きクーポンなど色んなお店で利用しました！レジ

に直接行かないと取得出来ないクーポンなどもあって、主婦の節約魂に火が付いちゃい

ます（笑） 

・季節に応じた対象クーポン店特集例)春 バレンタインとかひな祭りなので 和菓子、洋菓

子屋  夏  暑いのでそば屋、ラーメン屋、焼肉屋   秋  行楽の秋として、観光施設、温

泉施設  冬  寒いので、家電屋さん、服飾関係私は白河在住ではありませんが、まちなび

のお陰で白河に行くのが楽しみになりました。スタンプラリーも楽しいかもしれないで

すね    

・電気版スタンプラリー2,3 段階目まであって、1 段ごとにに達成目標をレベルアップをす

る(例:1 段目はスタンプ 4 個、2 段目は宿泊や有料施設のスタンプを必ず 2 個等)時々お祭

り等のイベントでボーナススタンプを貰える等も楽しいし、スタンプのためにイベント

参加者が増えて良いのではと思います。 

・クーポンでスタンプラリー？使えば使うほどお得にできませんか？たとえば、１店舗目は

50 円引き２店舗目は 100 円引きと、使用する店舗数が増えれば割引も多くなればもっと

使用する方が増えるのでは？あくまでも素人考えですが。 

・外に出る機会が増えました。パワースポットなど巡るのも楽しそうです。AR を用いて、

各場所のしらかわんを集めるような、コレクション心をくすぐるスタンプラリーのよう

なものも楽しそうです(子供が好きなので) 

・スタンプラリー割り引きキャンペーン 1 店舗目 1%引き、2 店舗目 2%引き‥‥、10 店舗

目 10%引きなど、店舗で食事する毎に割り引き率が増えるサービス最大 50 店舗目 50%



割りくらいあると魅力あり 

・毎週月曜日にアンケートに答えてクーポンが当たる企画ユーチューバー育成講座県中ス

タンプラリー県北スタンプラリーまちなび白河に登録している方限定で市の施設の使用

料を割引して欲しい 

・スタンプラリーのようにいくつかのお店を利用して、スタンプを取得し、そのスタンプ数

で割引スタンプはスタンプカードのほうがあらゆる年齢層に対応できるかと思います 

・スタンプラリーの様な来店毎にスタンプを集めて割引券商品限定割引券 や無料クーポ

ンを配布で来店で他の商品も購入になり売り上げも上がる。 

・スタンプラリーなどでお店とお店をつなぐ的な感じはどうでしょう？そうすれば白河市

外の私たちも知らないお店を知るキッカケになるかも。 

・ラーメン屋各店でミニラーメン（2～3 件食べ回れる程度の量）を準備していただき、自

分好みの推しラーメンを食べ比べる企画兼スタンプラリー 

・クーポン企画は是非続けていただきたいです。また、スタンプラリー企画も地元の良さを

再発見するきっかけとなるので、継続に期待します。 

・飲み屋を活性化させるために、居酒屋飲み歩きスタンプラリー(数店舗達成者には抽選で

商品券が当たるなど)を実施してほしいです。 

・お店のスタンプラリーをして、(例 ３店舗ならドリンク一杯無料、５店舗なら一品サー

ビスなど)をしてお得感を出してほしい 

・クーポンを使ったお店でスタンプラリー何店舗かスタンプが集まったら更にお得なクー

ポン割引きがもらえる。とか 

・〇グループ(ラーメン、イタリアン、パン、みちの駅・・)色々な店舗事の紹介等〇スタン

プラリー  

・白河の歴史とかを子供から大人まで、楽しめる企画史跡巡りなどのスタンプラリーとか 

・クーポンを使った店の店舗数に応じた抽選プレゼント応募権利があるスタンプラリー 

・だるま市等で スタンプラリー白河市の商店街が 潤い活気を取戻して欲しい 

 

子供たちも楽しめる企画に関する意見                           

・250 円というクーポンの額が小口すぎて、店舗側の計算に難がある為、見直した方がよい

と思う。しかし簡単な施策だし、訴求力があり過ぎるので効果は出るが、こういうのはほ

どほどにしないとヤバいでしょ？と思います。逆に良い部分を考えると、新規客の呼び込

み力は広告業を潰すくらいに抜群であるし、店舗レポートが丁寧なので、これから何でも

探索して実行していただければと思います。そして商工会のしらかわクーポンのように

内輪でやり過ぎないように、「まちなび白河」はそういう小さい利益供与事業に収斂せず

に、自らを開かれた"業"として捉え、あらゆる市民に対して、小さな声からひとつひとつ

拾い上げて、可能な限り公正で公平な運営をしていただければと考えます。しらかわんの

看板を掲げている以上、今後もきめの細かい丁寧な運営に期待しております。そういう立



場から外れなければ、これから拓かれていくし、まちなび白河さんの行動はみんなに期待

され、また、みんなが楽しみに待ってくれると思います。今年も頑張りましょう！ 

・コロナのせいで、なかなか遠出が出来ず子供達に楽しい思い出が出来ません（ ;  ; ）小

さなミニ動物園やダルライザーのショー、白河の特産品を活かしたダルマ作り体験など

出来る企画があったらとても喜ぶと思います。 

500 円のワンコインで体験出来るなら、親もありがたいです。 

・今ので十分満足していますが、もしやっていただけるのであれば、小さな子供から高校生

ぐらいまでの子達向けのクーポンなどもあると、子供達が白河の街を利用する機会に繋

がり今後の発展になればと思いました。 

・白河と言えばだるまというイメージなので、隣町の栃木県や他県の方も楽しめる、だるま

に絵を描いたり作る作業を見せたり等、子供も大人も楽しめることができるのがいいと

思います。 

・地元だからこそ利用した事がない店やスポットを楽しく周れるような企画をして欲しい

です。子供も探検や宝探し感覚だと楽しめるので、そんな企画をお願いします！ 

・子供達の格差のない 生活を望みます。 

また、いろいろな、体験やほんものを見たり 

触れたりできる機会を増やせたらと思います。 

・子供達も楽しめる企画をお願いしたいです！ 

 

イベントに関する意見                                

・地域の飲食店を一つに集めて、白河ラーメンフェスタや地域のご当地グルメフェスタのよ

うなものができると、地域の活性化になるのではないかなと思ったいます。また、コロナ

のこともあるので、オンラインで参加できるように、例えば事前に商品を買えば当日に届

いて、会場のイベントに YouTube か何かで参加できるなどの仕組みがあると県外の人で

も参加ができ、白河市の魅力を知ってもらえる機会になるのではないかなと思います。 

今後も企画、特集など楽しみにしていますので頑張ってください！ 

・行った事ない店企画。 

なかなかクーポンが使われないお店のいい所、そこで売ってるものの紹介する使い方と 

か良さがわかれば店にも行きやすい。イベントをやって参加費に使えるとかもいいです

よねワークショップとかにも 

・白河近郊で行われるイベント情報の発信クーポンが使えるお店は継続してほしいです健

康にも繋がるようなことラーメン屋さん情報簡単お料理レシピ情報 

おつまみ､デザート等 

・季節のイベントにあわせたもの 

たとえば、節分なら恵方巻きが買えるお店の紹介、 

バレンタインの贈り物におすすめのお店（商品、チョコ以外でも）とか 



・直接営業につながるものにするのは難しいかもしれませんが、小峰城の歴史とつなげてイ

ベントができないものでしょうか。 

・白河市ランチ特集 子どものワークショップ 

駅前広場等での子どもイベント開催 高齢者マッサージや温泉特集など 

・イベントのお知らせ 

コミネスでのイベントの情報発信 

引き続き、お店で使えるクーポン 

・福引きやスクラッチなどイベント感を出すと若い世代にも浸透していくとおもいます！ 

・コスプレイベントや夏やお盆時期に浴衣着物来店特典なんかあれば。 

・季節のイベント、バレンタインデーや、ひな祭りなど、の商品紹介 

・コロナ禍ですが、ワイン🍷のイベントなどあったら嬉しいです 

・マイタウンなどを使用して、市内のお店を集めての出張イベント 

・地元の日本酒を呑めるイベントがあれば嬉しいです。 

・地域のイベント情報をこまめに配信してほしい。 

・大黒菓子店のイベントはよかったと思います。 

・だるま市を盛り上げられるような合同イベント 

・今後も市民にお得なイベントをやって欲しい 

 

その他の意見                                      

・SNS なども拝見させていただいています。 

投稿で料理など紹介されていて、ずーっと見ているとお腹が空いてきます(笑) 

また、食べ物を掲載もいいのですがたくさんのお店の方がこのまちなび白河に参加され

ていらっしゃると思いますので、お店の方のインタビューを写真付きで掲載したり、お店

の方が良ければ実際に動画にしてお店の方からお客さんにメッセージなど撮影するのも

PR としてもすごくいいと思います！ 

動画の方は短めの方が若い人や忙しい人でも閲覧できるので多くの方が見ていただける

と思います！ 

(動画の短さでいうと TikTok や Instagram のストーリーや投稿など) 

・これから先、人生 100 年時代高齢化が進み街には年寄りアチラ、コチラと見かけるでし

ょう。 

車道を直すのはいいですが、歩道の方も今の時期、滑りケガする人が見かけるかも？ 

それでなんですが 20 代～80 代へのアンケート調査など 

☆あなたは人生 100 年をどう生きますか？ 

☆また、90 歳以上の方へ聴き取り調査 

など聞くことは沢山あると思います。 

1 軒 1 軒、足を運んでみては？綴りたい事は色々ありますがこの辺で 



・季節ごとに、例えばガーデニングの花🌷などの引換券が抽選で当たるとか⛄️🎄✨クリ

スマスのオーナメントの、作り方講習会への参加の方法(？)購入するときに、割引も大変

有り難いのですが、何か物づくりへの参加 などはどうでしょうか？ 

催す内容や方法はいろいろ有るかと思いますが以上の様な事を提案させていただきした。 

・福祉や介護に関連する企画・特集を希望します。 

例えば施設を利用している方と一緒に料理を作ったりしている等、それぞれの施設の魅

力を紹介して今後施設を利用しようと考えている方やそのご家族だけでなく幅広い方々

に興味を持っていただけるような。 

施設等と連携して、興味を持った方に市内の施設をみてもらえたらと考えます。 

・現在の企画を続けて貰いたいのと、まちなびのスタートが毎週月曜日で、一般のサラリー

マンとかが夕食でチケットを使おうかと来店しても枚数オーバーになってる事があるの

で、土曜日からスタートにしてほしい 

あと、月単位で何店舗以上利用した人に抽選で地産品プレゼントとかあれば楽しいかも。 

これからも頑張ってください。 

・結婚して中国地方から東北の白河市へ嫁いで来てまだ２年弱ですがコロナであまり出歩

けないので地域の事がまだまだ分からない事だらけなので、こちらのフルーツや果物の

美味しさに感動したので、農家直営のフルーツや野菜がもっと気軽に購入出来る所の特

集や、お店の用途に分けた特集などして頂けたら嬉しいです 

・フリーマーケットやマルシェの主催をして欲しい。 

元々愛知県出身でよく地元ではマルシェにぶらりと行ったり楽しんでました。一般の方

が作る小物雑貨やパン、洋菓子などを購入するのも楽しかったです。 

白河でもそういった企画があればもっと楽しめそうです。既にあったらごめんなさい。 

・明けましておめでとうございます。最近まちなびを知ったので、まだ利用しいません。で

きれば、初めて利用する方には、半額クーポンが使えるなどの特典があると嬉しいです。

今年はぜ利用し 、地域に貢献したいと思いますので、よろしくお願いいたします。楽し

い企画を期待しています！ 

・ラーメン特集 

醤油、味噌、塩、タンタン麺、タン麺などメニュー別人気店にの特集他にも、うどん・そ

ば、焼き鳥、餃子、ビザ、唐揚げ、カレー店など店舗も豊富なので特集組んで欲しいです。

そこからクーポンをリンクすれば、まちなびも、もっと活用しやすくなると思います。 

・私は、動物が好きで、動物に関する募金があると（保護活動など）できる限り協力するよ

うにしています。 

ただ、その団体が本当に信じて良いのかも不安になります。そこで、白河市や周辺で、保

護活動を行なっている団体の紹介や募金活動などを特集して貰えたら嬉しいです。 

・種類別食べ比べ的なもの お酒🍸✨🍷🍶だったら そのお店のイチオシ酒で市内にあ

る個人店が知りたい。気になる商品目当てにお店を覗ける。市内の金物屋に高価でも価値



のある商品がおいてある長く使いたくなるものの紹介とかかな･･･  

・例えばクリスマス特集でケーキ屋さんのクーポン配信や、五月節句特集で和菓子屋さんの

クーポンなどテーマに合わせたクーポン配信があれば面白いと思います。 

今は何が基準でそのお店のクーポンが配信されているのかよく分からないので‥ 

・今回と同じ企画。ただ、１０００円で 500 円使えるクーポンのやり方に少し工夫をして

ほしい。お店によっては１回に 1000 円買うのが大変なお店もあるが、500 円のクーポン

が無くならないと 250 円のクーポンが使えなかったので。 

・クーポンをぜひ続けて下さい。でも、1000 円で 500 円の時のクーポンが枚数制限があり

ましたよね？すぐなくなっちゃたので残念です。ぜひ次回は期間中何枚じゃなくて、期間

中 1 日何枚？にして欲しいです。ぜひ検討して下さい 

・テイクアウトに関する企画や特集 

幼児を連れていても安心して食事ができるお店の特集 

物々交換 or フリマのような企画(買って 2~3 回使用の、私には合わない化粧品をお譲り

したい!!!)があったらいいなと思います。 

・キャッシュレスが使えるお店を紹介し、キャッシュレス決済の時に使えるクーポンプレゼ

ント(まだまだ白河市はキャッシュレス化が進んでいない、店側も手数料を気にしていて

キャッシュレスに対してマイナスイメージのため) 

・またクーポンをやってほしいです！ 

白河地域だけでなく、大信や東や表郷地域ももっとあればいいなと思います。五百円クー

ポンを使おうとしたら、枚数に達していたので、そういった情報もラインで流してほしい

です。 

・💕ドキドキ💕抽選券 

LINE で、抽選券届き抽選しないと当たりか？外れか？分からないドキドキ感💓 

例えば、お買い上げ金額が 1,000 円以上で使用出来るシステム 

２００円  ３００円 ５００円 

・同じようなクーポン企画を引き続きやっていただきたいです。平日の昼は外でランチをす

ることが多いので、お店を決める際にまちなびクーポンが利用できるかどうかという点

が最近は店選びの決め手になっていました。 

・ワインの飲み比べ会などやってほしい！ 

他地域の特産品勢揃い会などやってほしい！ 

お笑いライブ､車に乗って見られる映画会､ギネスに挑戦 

ビックボスをよんで、白河地区の新たなる挑戦アドバイス 

・お店も大変かもしれないですが、クーポンが人数分でなくなった場合、次回使えるクーポ

ンがあればいいなと思いました。（50 円や 100 円引きとか）その日は普通に食べても ま

た次回これると思えるので。 

・喫茶店特集などに興味があります。 



なかなか細かい裏道などは地元の方以外は知らないと思うので知る機会があればうれし

いなと思います。そのときに駐車場の有無なども一緒に教えていただけたらありがたい

です。 

・年始用のお花の用意 

剣山などにさして飾れる物や玄関に飾れるリースなど。現在もやっているかもしれませ

んがやる場所がマイタウンなど家から少し遠いと行く気になれず…近場であるといいな

～と思います。 

・たまーに、抽選で無料クーポンが当たるとか。意外と知らないお店があるので、写真付き

で紹介して貰えるとありがたい。使い方がちょっと面倒なので、スマホを見せて、ピッと

出来ると簡単ですよね 

・まんべんなく、街中のお店を紹介していただければ、気がつかなかった店に行く機会にな

るので、人それぞれ好みがあって行く店が固定していると思われるので店にもわれわれ

にも有り難いです。 

・温泉が好きなので、温泉巡りクーポン、温泉巡り手形のような企画があると嬉しいです。

あと、初めて利用するお店は特典があるなど新年でわくわくするような企画があるとい

いなと思います。 

・①どんと！太っ腹企画@白河 家族で食べ放題 1 万円分 

②コロナ対策ステイホームを満喫 生活に使える 1 万円分抽選で♪ 

③リサイクル 家庭で不用になったものを需要ある方に譲る 

・一人で出かけることが増えましたが、行ったことのないお店に一人で行くのは勇気がいる

ので、おひとりさまに優しいお店を紹介してもらえると嬉しいです。 

（店内や席の雰囲気など） 

・あまり利用しないお店は、情報が少ないこともあり、毎回使うお店が決まってしまう。 

無料お試しクーポンやお店限定の割引券プレゼントなどがあると利用のきっかけになる

と思う。 

・街なかを歩いて隠れた名店・懐かしのお店を辿る企画 

富貴堂、金山屋、伊丹肉店、中央印刷のカフェ、谷津田川沿いのお肉屋さん…などなど 

南湖だんご食べ比べ 

・企画ではないのですが、クーポン配信は、店頭でゲットするのではなく、ラインにちゃん

と届くようにしてほしい。店頭でクーポン出すのがもたついたりするのが嫌です。 

・だるま市でよく日本酒を買うのですが、最後に買って帰ろう(お酒は重いので)と思っても

各酒屋の味わい、売場がわからなくなる時があるので利き酒会をやって欲しい。 

・ラーメン、お蕎麦マップだけではなく麺類全般のマップを作って欲しいです。市内の和菓

子屋さん、それぞれのイチオシの菓子を紹介する特集などやって欲しいです。 

・老舗。新店舗(開業５年以内など)。美容院。床屋。酒屋。原材料が豆 or 穀物の加工品を

扱う店。整体・整骨院。石に関する特集(石垣・白河石・こま犬・聖ヶ岩)。 



・スマホを持ったばかりなので、使いこなせていません💦 

お知らせを見るのは出来ますが、店舗まで行かないと…というのが、若者と違い足が遠の

いています💦 

・テイクアウト特集！この店では、こんな物があるよ！的な。子どもクーポン！ 

遠出が出来ない分、お店で合言葉を言うと何かもらえるとか。安く買えるとか。 

・お店のホームページないところも多いので飲食店であれば、メニュー掲載や日替わりラン

チの情報がみたい。販売サービス店だと今月のおすすめとかみたいです。 

・店舗情報は充実しているので、そのお店の人物のピックアップ等。 

もしかしたら地元以外の人も白河で頑張っているかもしれないのでそれを発信できたら

等。 

・いつも活動ありがとうございます！まちナビがきっかけで新しい飲食店を知ることが出

来ました！さらに飲食店特集をやって頂けると楽しみがふえます！ 

・同じ割り引きクーポン券系で、今度は対象のお店を３つや５つ使用したら、色々な所の景

品や商品券が当たるのに応募できる感じの企画をやってほしいです。 

・500 割引制度の店舗がもう少しあるといいと思います。店舗では「後何人分ある」などの

回答がでて来ず「やってみないと分からない」ことがありました。 

・トルコランプと白河でやるお祭り情報が気になります。食べ物は唐揚げ屋さん。白河には

人に会う機会に行くのでお花屋さんの情報もあるとうれしいです。 

・知らないお店が沢山あるんだーと知り、ただ機会がなかった。 

安く利用できる(叔母さん根性)と言う事で またこう言う企画をお願い致します 

・私はこの企画で十分だと思っております。本当に新たな発見をすることができました。何

かアイディアが浮かびましたら連絡しちゃいます。 

・クーポンは良い取り組みと思いました。 

ただ、他県の人間からすると、直前ではなくて余裕が欲しいことと、お店の丁寧な説明が

欲しいです 

・企画というか、もっと使いやすいまたは検索しやすいクーポン発行にほしいし。今のはク

ーポンが使いにくい。検索も面倒で１度も使ってない。 

・割引はとてもうれしいですが、いって、つかえなかったりするのが、つかいづらかったで

す。どうせなくなってるから辞めようになります｡ 

・携帯で 使用するものではなく クーポン券配布してもらえれば 助かりますまる携帯が使

えない人もいるので そこを検討してください。 

・なかなかお店にいけないので、来店でゲットできる割引券と抽選でと２つに分けてもらえ

ると少しは可能性あるかな…と。難しいですよね… 

・再び感染が拡大してきていて、市内のお店さんもまた大変な状態になるかもですので、ま

た同じような支援をしていただきたいと思います。 

・コラボ企画、クイズ企画 お店の秘密、商品の秘密をクイズ形式で出題しお見せ中にアル



ツヒントを見つけ回答しポイント、割引をゲット 

・体験系で使用できるとか、どうでしょう。 

お土産とか郷土玩具ダルマとか作るところを拝見できるとか作ってみることができると

か。 

・おすすめの飲食店の特集(おすすめメニュー)をしてほしいです。白河に引っ越してきたば

かりで、あまりお店を知らないので…。 

・上限無しの割引クーポン 500 円クーポンを使用しようと思って行ったお店は、全て初日

で終了していて使用できませんでした。 

・地区ごとに紹介してもらえると、ハシゴして探索できるのでありがたいです。 

カフェとかランチ特集なども取り上げてほしいです。 

・どの企画も、周知がされにくいようで、知らないものの方が多い。 

周知とお得感、楽しそうなことがわかるよう工夫して欲しい。 

・白河でも合併した所の名称や美味しいお店を知らなかったりするので、もっと地元の方々

がオススメの所を教えてほしいです!! 

・クーポンを使えるお店が 1 週間なので、もう少し長いと予定がたてやすく使いやすいと

思います。検討して貰えたら助かります。 

・栃木県で実施されていた【おもて那須手形】を気に入ってよく利用していました。 

白河バージョンがあれば利用したいです。 

・店舗に行って QR コードをスキャンするのではなく、先にクーポンを配布していただき、

店舗で開封するシステムにしてほしい 

・クーポン利用回数に応じて更なる割引、定期的なアンケート回答割引、ラインポイント付

与など特典があると嬉しいです。 

・毎週お店が変わるクーポンは新しいお店に入るきっかけとなりました。お得感もあるので

これからもぜひ続けて欲しいです。 

・クーポンを使える店を拡充して欲しい。 

紙のクーポン(白河応援割引クーポン)利用可能店と同じになると分かりやすい。 

・まちなび白河に知らない飲食店がのると、よくどんなところかと調べたりします。 

もう少し飲食店が増えると楽しいです。 

・カフェ特集 女の人にウケると思います。まちなび白河用だけの、各飲食店のランチメニ

ュー。お値段は千円以内。とか 

・利用したお店の口コミを投稿できるようにし、一定回数以上投稿した人には、割引サービ

スや特典が受けられるようにする。 

・いろんなお店のお試し企画など 

1 度試したり、食べれたりできるクーポンなどが抽選で当たるとかどうでしょうか？ 

・抽選で商品券当たる！『まちなび見た！』で割引き 

パン屋さん特集まちなび白河のフリーペーパーを出してみては？ 



・まちなび白河が あまり詳しく分からないので、要求範囲が分からないので、今年 じっく

り観察したいと思います。 

・飲食店などのおすすめメニュー紹介(写真付)   

おすすめメニュー注文でクーポンがもらえるとか、お値引きとか… 

・お店の紹介 

なんとなくお店の名前は知っていてもどんな物があるのか、何が人気なのか知らないの 

で教えてほしい。 

・現況でとても満足しています。あえて言わせて頂ければ、暖かくなったらマルシェなどを

開催して頂ければ嬉しいです。 

・現在でもなかなか時間が合わず行けないので特になし。  

( フルタイムで仕事してるので営業時間が合わない ) 

・もしも…せっかくグルメが来たら紹介したい店ランキング！ 

地元人が選ぶ(各店舗での)人気メニューランキング！ 

・まちなび白河加盟店が増えて、期間を決めて飲食店のみならず、どこでも使用可能の割引

券等あったら嬉しいです。 

・今回存在を知ったのが最終日だったので、１回しか使っていませんが、やはり今回のよう

なクーポンは楽しみです！ 

・また割引クーポンをやって欲しい新しいお店の情報やテイクアウトをしているお店のメ

ニューを配信して欲しい 

・普段買うお店以外のどら焼き、大判焼き、大福他。紹介してくれたお店を回り、好みのお

店を見つけていきたい。 

・まちなび白河を通して、初めて知るお店がたくさんありました。リラクゼーションのお店

を紹介してほしいです。 

・500 円ク一ポンは週初めは仕事で、いけなく使えないときがあった。1 週間使えるように

してほしい。  

・こどもも行けるお店特集などやってほしいです。白河でなかなか子どもとゆっくりできる

お店がないので。 

・ひな人形を街中に展示してくださると思うのですが、そのお店をピックアップしていただ

けたらと思います。 

・週によってクーポンが使える店舗がことなるので、どの店舗でも使えると利用しやすい

し、使いやすいです。 

・旬の野菜や果物が直接買える紹介 

白河市内でも家の周辺なので新しい店舗などの紹介など嬉しいですね😊 

・今後も続けて、いろんな店舗でのクーポン配布。行く機会のないお店に行けるのでとても

良いと思います。 

・使えるお店が増えるといいですね。クリーニング屋さんは、なかなか割引がないので、非



常にうれしいです 

・知らなかったお店もあるので、ポスターに一覧を示していただけるともっと利用しやすく

なると思います。 

・お肉の日 お菓子の日 パスタの日など月に何回か食別にお得クーポン出してくれたら

店舗検索しやすい。 

・継続して、クーポンの配布、情報発信お願いします。また、お誕生日キャンペーンなど追

加も期待です。 

・白河の定食屋さん特集 

(白河は麺が多いので定食が食べられるお店が知りたいです) 

・一週間単位とかでなく、多くの店舗で、長くクーポン使えると嬉しい。参加店舗があまり

にも少ない。 

・食事に行った時にちょこっとサービスとかがあると嬉しいです 

インスタとかで見れたら絶対いきます 

・クーポン使用が指定店舗だけでなく、どこでもだれでも(人数限定有り)利用できたらいい

と思います 

・クーポンのお店や使える商品の種類が増えるといい 

クーポンの残り数や終了したことがわかるといい 

・毎週どこか１店舗紹介して、そのお店のクーポンを発券してもらいたい。行くきっかけが

できるので 

・1000 円で 500 円の割引だと、もっと使いたくなる。250 円だと、使うのが面倒に感じる。 

・ご当地企画！スタンプ企画！楽しかったし、白河や近辺のこんな場所があったんだと知れ

ました！ 

・テイクアウトができるお店、またそのテイクアウトメニューも詳しく知れたらいいなって

思います 

・毎日の食卓には欠かせない、お野菜などの販売店もあれば助かります。(地元の八百屋な

ども) 

・プレゼント企画があると、アクセスする回数が多くなる。またお店の紹介を充実してほし

い。 

・自分が好きな店舗のアンケートなどに答えるとクーポンの割引金額が倍になり使える企

画など。 

・もう少し、出来れば現地で、まちなびクーポンをしているを分かりやすくアピールしてほ

しい。 

・食事や購入で、おまけがあるとうれしいので…少しの物でも、リピートしやすい気分にな

る。 

・抽選で、利用金額全額ポイントでキャッシュバックや次回使えるクーポンなどをやってほ

しい。 



・色々なお店に行ってみたいから、クーポン使うとお土産プレゼント的なのあると行きたい

かも 

・スイーツ店、居酒屋などのおすすめ店舗ベストをやってほしい。 

知らない店が結構あるので 

・店舗が同じなので数多くの店舗にして欲しい。 

近隣の旅館とかも日帰りとか入れて欲しい。 

・スポットした商品が好きな人が集まり、商品の良さを語り合う会！飲食できる場所で。 

・マルシェみたいな屋台の企画をお願いしたいです。 

コロナの状況で難しいとは思いますが 

・高齢者が使えるような企画を考えてほしい。〔スマホを使っての企画では、不平等である〕 

・paypay アプリみたいにクーポンやポイント還元、ボーナス還元などがあると嬉しい。 

・宿泊施設をどこでも利用できる事。宿泊宿泊施設の割引券をどこでも利用できる使える！ 

・クーポンの残り数が分かるようにして欲しい 

・何処のお店でも使えるクーポン発行 

・癒し系の特集。整体、鍼灸などの他に新しいものがあれば、詳しい情報が知りたい。 

・食品ロスの観点から、売れ残りそうな食品を安く提供してくれる店舗のアナウンス。 

・もっとたくさんの人がわかりやすいようにしてほしい❗高齢者の利用も考えて欲しい 

・白河のパワースポット特集 

家族で、1 人で回れる良い場所教えて頂きたいです！ 

・沢山のお店がありますが 500 円引きの使用の期間を２週間くらいになると良い。 

・利用した店舗の回数とか利用料金で、ポイントがたまって安くなると良いのでは。 

・クーポンを使用できるお店を途中に入れた散歩コースや、ミニ観光コースの紹介。 

・電気屋などで高額なものを購入するときに割引クーポンなどがあったら嬉しいです 

・SNS をやっていないお店など、情報を入手しにくいお店なども紹介してほしい 

・食べ歩きツアー企画してほしい、各安で参加できるようにすれば良いのかな? 

・朝市だけでなく、昼の部で駅前などでフリーマーケット的なものをやってほしい 

・店舗の歴史や特徴および白河市との関連性について紹介されているとよいです。 

・飲み放題 

集まりが少なくなってきたので 

グループ割りがあれば助かります 

・桜の名所でもある白河アピール 

お寺や神社巡りと食、菓子文化をツアーする 

・オシャレなランチが出来る特集とか居酒屋特集とか焼き鳥屋さん特集とか！ 

・コロナ禍だからこそ一人呑みができるお店や個室が利用できるお店特集。 

・ペット関係。ペットと一緒に行ける所やペットグッズ扱ってるお店とか。 

・難しいとは思いますが、季節限定で参加店舗で屋台を出して欲しいです。 



・白河地方は狛犬の宝庫ですので、巡るツアーがあったら参加したいです。 

・障害者の支援や家族に対して市で行っている詳しい情報や対応について。 

・以前のウォーキングはとってもよかったです。またお願いしたいです。 

・500 円クーポンが使える時は全部の店舗が使える期間にして欲しい。 

・近隣の雑貨屋さん 

ケーキ屋さんの特集 

クラフト作家さんの特集など 

・しらかわんのグッズを開発企画する特集を行い、優秀作品は商品化する 

・スターバックス作ってください。コーヒーニーズ高いと思います。 

・短期間ではなく １ヶ月位期間設けて キャンペーンやってほしい 

・ベイシア、ベニマル、リオン・ドール良く行くのでお願いします 

・店舗検索をジャンルで分けるとか、もう少し見やすくしてほしい。 

・参加店舗の検索方法に、地図上に表示する項目を作ってほしい。 

・食べ物（店の紹介特集）や、日常品を扱う店等を‼️(^o^; 

・新メニュー紹介や、期間限定商品紹介などをやって欲しいです。 

・駅前広場を最も活用し人々があつまりつどうばにしてほしいです 

・食事処はなかなか利用機会がないのでいろんな業種を望みます。 

・①  沢山のお店の紹介 

②  お店の売れ筋 ベスト 3 紹介 

・高齢者が利用できるお得で、簡単な企画をお願い致します🤲 

・ウォークラリーの開催､各ポイントで抽選会､有料参加とする 

・店舗の地図、場所が「地名」がわからないので行きずらい為。 

・街の人も知らないような魅力が知れる企画をしてほしいです。 

・同じ店を連続して利用すると、特典が付くとかだと嬉しいです 

・肉、魚料理中心の特集やイタリアン特集をやってください。 

・駅前マルシェ 

例：黒磯駅で行われている日用市のような 

・色々な店舗のスタッフの方々を紹介するとかをやってほしい 

・パンが好きなのでパン屋さんでまちなび使えたら嬉しいです 

・いつもは行けないちょっと高級なお店も入れて欲しいです！ 

・ヨークベニマルとかベイシアでも使えるようにして欲しい 

・エステ関係のお店の特集をやってほしい 

ヘットスパとか！ 

・まだまだ知らない白河の歴史や場所を教えてほしいです。 

・高齢者が活躍できる､生産性のある仕事を企画してほしい 

・加盟店ポイントカードをこちらでまとめられると嬉しい 



・白河市の知られざるお店を紹介していただきたいです。 

・スタンプカード、ポイントたまると食事が一回無料とか 

・健康に関する情報 

特に運動とか、ヨガの仕方、食べ物 

・ゆるキャラぐっつが買える店舗があると良いと思います 

・吉田蕎麦、山田パンなどで使えるようにしてほしい。 

・抽選くじみたいな事をしてもらうと楽しみが増えます 

・お弁当企画 

スイーツ(洋菓子  和菓子)投票等 

・購入時に画面を提示するとプレゼントがもらえる企画 

・セール情報や新しく出来た店舗など紹介してほしい。 

・体験型マルシェ 

お店体験 1 日(1 時間など)店長 

・最新の科学を披露する場があるといいと思います。 

・プレゼント企画をたくさんお願いします(^-^) 

・珈琲企画、個人的に美味しい珈琲が好きなもので♪ 

・ゴルフ場とか趣味の場所でも使える様にして欲しい 

・○せんべろ企画○テイクアウトオードブル盛合せ 

・月に一度に懸賞金が当たる企画などをやってほしい 

・新しくオープンしたお店を紹介して欲しいです。 

・リラクゼーションサロン、整体院などの店舗紹介 

・いろんな、お店の特徴やこだわりなどが知りたい 

・駅前での野外コンサート、クリスマスマーケット 

・お店に行ったらクイズに答えて景品が貰える企画 

・誰でもすぐに簡単に使える企画を希望します。 

・初めて行く店舗でサービスを付けてくれるとか 

・できれば西郷地区も多くの店も含んてほしい 

・おすすめ情報や新発売情報を提供してほしい 

・洋楽を流しながらお酒が飲めるビアガーデン 

・まちなび白河限定のメニューがあると楽しい 

・移転した店舗などの情報があると嬉しいです 

 

  



(8)その他ご意見、ご感想などございましたらご自由にご記入ください。 

短いコメント等で感想が多かったものを集計                 

●まちなび白河に対する肯定的な意見 

・よかった・楽しみにしてます 190 件 ・お店を増やしてください 61 件 

・満足                        57 件 ・継続してください       26 件   

 

●まちなび白河に対する否定的な意見 

・分かりにくい・使いずらい 93 件  ・500 円クーポンがすぐ終わってします 31 件 

 

その他の意見                     

・最近は少子高齢化と言う言葉を聞きますが産まれてくる赤ちゃん、老いていく人などバラ

ンスがとれない世の中ですね。昔は家に 5 人も 6 人も・・子供たちがいました。今は 0～

1 人が多い家庭、どこか歯車が狂ってますよね。戦前お金の流通があまり無かった時代ど

うやって子供たちを育てたのでしょう？今も大家族はいますがそうはいないでしょう。

私は 4 人兄妹ですが、父 母たちが貧しくても立派に育ててくれました。感謝。すきま風

が入る家、雨漏りする屋根などもっともっと住みやすい白河を市長へ 

・500 円クーポンが終了しても、次の週からは 250 円クーポンが使えるはずなのに、お店の

方が理解しておらず、終了したとのことで QR コードを出して貰えなかった。参加店一覧

には載っていたので、まだ使えたはず。二ノ丸茶屋菜華軒で QR コードの読み込みが何度

もエラーになり使えなかった。他のお店でエラーになることは無かった。夕方になると重

くなり低速回線ではうまく読み込めず、使えなかったことがあり残念だった。お得に食事

が出来るので外食の機会が増えて楽しかったです。 

・健康推進の為にも 万歩計等と連動して ポイントが貯まったり そのポイントを使え

るお店があったり…この日は 〇〇記念日だから こんなことしましょう こんなもの

食べましょうこんな所行ってみては？こんな物送りましょう等… 提案してほしいこん

なイベントありますよ子供達のイベントは 沢山の情報源がありそうですが ペットオ

ッケーのイベントの情報は少ないような気がします これからも大変でしょうが 色々

なイベントや情報の発信お願いします 

・またなび白河利用に関して…積極的なお店とそうでもないお店とあるので、登録してるお

店は、お客さまに対して、積極的にアピールしたら（ダメもとでも）もう少し利用 UP に

つながるかと思います。温度差は常に感じてます。スマホだと銘銘が持ってますが、白河

市のクーポンだと、家の中の１人が独占利用と言うのがかなりあり、家族の中で不満が…

と言うことはかなりあるらしいです…お店のが方から直に聞いた話です。 

 



・定期的にこのお店で利用できるという連絡があるので非常に有り難いですし、ほぼ町中で

利用するので商店街に特化している事も良いと思います。強いて言えば、利用する人が増

える様にするならば、旅館・ホテル関係や観光案内所等の街案内を聞かれた際に、滞在中

の一時的な方でも街歩きで利用出来る様に、簡単なマップ又はコメント欄の記入による

検索で利用できる店名が出てくるシステムがあれば良いなと思いました。 

・スマホを持っていない人も参加出来るような企画があれば、もっと参加する人も増えるの

では…広報誌は各家庭に配布されるので、この企画はそれで見て興味を持ちました。やり

方は職場で教えてもらいましたが、みんな『行くのはめんどくらい』と言ってました 

たくさんの人が参加出来る企画だとありがたいです    よろしくお願いします               

・クーポンに対しての説明が不十分に思う。初期の頃よりかはマシですが、未だわかりにく

い部分がある。使用期間が月をまたぐとリセットされているとか、250 円割引を利用した

後に店舗限定 500 円クーポンが出たりした時に説明が無なかった。途中から説明文が追

加されるようになったが、とにかく全体的にわかりにくい。 

・今回の企画についてバーコードを読み込んだだけで割引クーポンを取得できてキャッシ

ュレスで(その店舗での支払い可能な方法で)決済ができるとスマートです。…現状はレジ

で店員による電卓で引き算をして支払い額を計算しているのでとにかく簡便になること

が必須です。よろしくお願いいたします。 

・いつもお世話になっております。まだまだしらない方が多く、自分でも宣伝してます(* ́  

▽ ̀  *)子育てママにぜひ利用してほしいのでお子さまに優しいお店や、マイタウンのおひ

さまや、わんぱーくで、若いママたちにお店情報を聞いても良いのでは？*.ﾟ+ヽ(○･▽･

○)ﾉﾞ +.ﾟ* 

・まだまだクーポン知ってる人が少ないみたいです。白河にたくさん行ってないお店がある

のがよく分かり、毎回 500 円引きクーポン情報は見ています。お年寄りの方は使い方が

分からないようなので、どこかに行けばやり方取り方など教えてあげる場所があるとよ

いかと。店でアタフタしている人を見ました。 

・後半になってくるとクーポン残数的に対象になるのかならないのか分からないので、前半

は購買意欲は出ますが後半はどうせ無いだろう、と足が遠のきます。リアルタイムでなく

ても良いので翌日には残数を反映してほしいです。期待して行くのと期待しないで本当

に欲しくて行くのとは気分が違います。 

・せっかく教えてもらったまちなび白河に参加したいと思い、早速スタンプを集めに行って

みると、そこの人が企画の概要ややり方を分かっていなくて私自身もよくは分からない

ので何とも出来なかったという事が・・・(笑)参加店舗等への概要周知はもう少しなされ

た方が良いかと思った出来事でした。 

・まちなびクーポン利用を勧めてくれるありがたい店舗があるなかで、会計してから、クー

ポンができると知って、ガッカリしている人をみた。店舗側が積極的に、アプリの利用を

推進して活性化をはかった方がいい。またある店舗では、人を選んで利用を勧めていた。



そういうのは、どうかと思った。 

・毎週福島県内を特集するテレビ番組がありますが､その白河市版があると良いと思います。

観光地､飲食店だけではなく､まちなび白河などの広報を取り扱い､それらの情報をテレ

ビを仲介して家族と共有する事で､御年配の方にも分かりやすく伝わり､広範囲での利用

が可能になると思います。 

・500 円クーポンを使用できるお店で、まだ残っていたにも関わらず、250 円クーポンにな

りました。私もまだよく使いこなせていなく、帰ってから確認するとまだそのお店には

500 円クーポンが残っていました。今後はもっとわかりやすくして頂けると嬉しいです。 

・お店を利用したときに、クーポンが使えるかどうかがわかる目印があるといい。あと店員

さんから使い方を説明してくれたお店では使えたが、何も言われないと、使い方もよくわ

からない。いろんな年代の方がいると思うので、わかりやすい使い方が表示されていると

いい。 

・クーポンたくさん更新されるので白河の生活がより豊かになっていると思います。まだ、

利用回数は少ないですが、更新があるたびに店舗のチェックをしているので、知らなかっ

たお店も新しく知れて楽しいです。今年度はどんどん利用していきたいとおもいます！ 

・まちなびの使い方は慣れれば簡単なのですが、何度も「クーポンを使う」をタップしてし

らかわんの「ワン、ワン     」にたどり着くまでが長いです。もう少し操作が早く出来れ

ばいいのですが・・。レジで後ろにお客様がいると余計に申し訳なく思ってしまいます。 

・白河駅周辺(街中)に活気がでればもっと素敵な町になると思います。ラーメン店などがタ

ッグを組んでラーメン博物館、ラーメン街道みたいものができたら白河駅に人が集まる

と思います。もしくは大型ショッピングモールの建設など人が集まる施設の建設 

・前回，ローソンで 500 円のクーポンを使える時の話です。入店時にクーポンを獲得して

レジに並び会計の際に上限に達して使えないという事がありました。クーポンの有効時

間の設定などして獲得したら間違いなく使える状況にして欲しいです。 

・まちなびは、街の活性化にとても良い企画だと思います。先日、須賀川のロジマに行って

きました。だるま市も良いですが、伝統と時代に合ったロジマのようなイベントを融合さ

せたものが白河ならできるのではないかと感じました。 

・クーポンの使い方がいまだにわからない。わからないけれど、どうしても使いたいと思う

ほどの魅力はないので見てるだけになってます。値引きではなくて、指定商品の半額とか

無料クーポンなんかの方がお店に行こうと思えます。 

・QR コードですが、どのお店も、言わないと、裏返しや、目につくところになくて、読み

取りできなくて、スタンプラリーも、できずに終わってしまいました。また、クーポンプ

レゼントも、利用できずに終わってしまいました。 

・那須町在住です。以前は那須町の 1 番北に住んでいたので白河が生活圏でした。今は引っ

越したので行く内容が変わり必要な情報も変わりました。手土産や那須ではなかなかな

い専門店、イベント情報を見るようになりました。 



・お店で QR コードを読み取ってからのボタンを押す回数が多すぎる！最初はお店の人に

確認しながら進めた。60 代の夫婦もやろうとしていたが出来ずに諦めてしまっていた。

簡略化させる方法を再度検討する必要がある。 

・割引などがあると、利用してみようかなと試してみたくなるので、すごく良いと思います。

一度利用の時に、進みすぎてしまって、無効になりかけたので、もっと分かりやすいクー

ポンのやり方にしてもらうと助かります。 

・まちなびを知ったのが 11 月末で、もっと早くから知りたかったなーと、情報のアンテナ

の低さを反省しました。クーポンを見て、初めて行ったお店もあり、発見になりました。

ずーっとやっててほしいと思いました。 

・使えるお店をマップなり紹介しているサイトにリンクするなりしてほしい。店名を並べて

ここでクーポンが使えますと書いてあっても、それを 1 個 1 個検索して何のお店か、ど

こにあるのかなど調べることはしないと思う。 

・町ナビとか全然興味が無かったけど、たまたまお店で店員さんに教えてもらって登録しま

した。クーポンで安くなったので、すごく得した気持ちになりました。他に使えるお店は

どこか調べて買い物しようと思ってます。 

・白河市に引越してきて、こんなに町中にクーポンがあることに驚きました！クレープ屋さ

んやベーグル屋さん、ラーメン店、たこ焼き店などで使用しました。これからもっといろ

いろなお店に行ってみたいと思います。 

・このまちなび白河さんのクーポンや PR など様々な活動を見させていただきまして今後

もクーポンや美味しいお店などの写真を見て食べに行きたいと思います！クーポンもち

ゃんと利用できるお店は使います(笑) 

・まちなび、本当にいいですね周辺の人も、まちなびがあるお店を選んでランチするように

している。と、聞きました。市外の人も使えるのが良い！駅前ローソンでは、QR コード

が読み取れなかったです。残念。 

・お店に行って、500 円以上で 250 円使えるとまちなびのメールに掲載されていたが、1000

円以上しか、使えず結局、つかえなかった。お店の人は、当たり前に使えませんと言った

ので、不信感を感じた。 

・クーポンの使い方が不明な所が多く、お店側のスタッフもアルバイトなのかまちなびクー

ポンを理解してないスタッフもいてお会計の時に揉めた事があり、使うのをためらって

しまう。もっと簡単にして欲しい 

・最初の方のクーポンで、関のそば屋さんが、仕組みをあまり分かってなくて心配。クーポ

ン分の収入は、自動でお店に入るの？先着何名に達しているかはお店の方は分かって

る？客としては問題なく使えました。 

・1000 円以上で 500 円クーポンの件は、嬉しいですが店舗枚数により、月曜日に行け無い

場合、火曜日に行くともうクーポンが無く残念な時が何度かありました。せめて後何枚あ

るか分かると嬉しいです。 



・クーポンがあると行ってみようかな？と思うこともたくさんあるのでいつもチェックし

ています。お店を回って買い物するとポイントがもらえて、そのポイントでしらかわんグ

ッズと交換できたら嬉しい！ 

・しらかわんが大好きで、各種企画の際のしらかわんデザインのグッズがとても嬉しいで

す。企画に参加できない時もあるので、何らかの方法で（マイタウンで販売など）後日手

に入れられたら嬉しいです。 

・市内で買い物するのにとてもクーポンが使用出来るのはありがたいですでもお店の場所

が分からなくて諦めてしまったとこもありますので残念でしたいろいろな、情報も教え

てもらって感心しました 

・QR コードが読めず、原因が分からない為使用出来ていません。年配者でも分かりやすい、

使いやすい使用方法、展開が進むと、白河全体が活気付き、全体が底上げされていくので

はないかと考えます。 

・白河市は、県内市町村の中で住心地·幸福度が高いと知って、とても誇らしい気持ちです。

これからも、市民参加型の面白イベントを企画していただき、この思いを市民に醸成して

欲しいと思います。 

・アプリからのイベント情報をわかりやすくしてほしい。たまにお店で偶然割引イベントに

なっていて利用するくらいなので、イベントがあるから買い物に行きたくなるような、ワ

クワク感がほしい。 

・コロナ禍でなかなかでかけるのに、気がひけていたのですが、いざいってみると、お店の

方が感染対策工夫されていて、感心しました。2022 年は、コロナも静まって、活気がで

ることを願います。 

・まちなび白河を知ったのは年末でしたので、しらかわ応援割引クーポン券と時期が重なっ

てしまい、利用するタイミングがありませんでした。一年を通して利用できる時期が常に

あるとよいです。 

・使う人は同じ人ばかり、お年寄りや携帯がうまく使えない人にはとくに良き物ではない枚

数制限があるときは、暇や余裕がある人しか使えない、仕事が終わってからお店に行って

も、もう終了… 

・老人 2 人でスマホ片手に、これで良いですか？とお店の人に尋ねながらのまちなび利用

です。とても面白かったのは、店の店主❨老婆❩が年寄りだから分かんねんだわ 会話も楽

しいもんです 

・クーポンのお店の店名だけだと、知らないお店は毎回調べなくては何屋さんかわからない

ので、飲食店なのかお店の情報も付いてると、興味をひかれたりわかりやすくて凄く便利

だと思います！ 

・ラインでまちなび白河を登録して、今まで知らなかったお店などを知ることができて、行

動範囲がかなり広がっているので、これからも魅力的なお店があったら、どんどん紹介し

てほしいです。 



・前の項目でもカキコしましたが Q R コードはみえない所にあるし、お店の方は一切ふれ

ないし、利用しちゃダメ？な雰囲気が強いですね！先ずはそこから徹底されてはいかが

でしょうか 

・企画をやる時はもう少し分かりやすくしてほしい。使えるとなっていても、レジ横など気

づくところに置いてほしい。店舗によっては隠れており、会計終わってから気がつくこと

があった 

・白河市内の町中がとても雰囲気がいいのに活気が無くて残念に思います。地元のフルーツ

やお酒等いいものが沢山あるので、全国へ向けてもっと発信したらいいのにと思ってま

す。 

・1000 円購入で使える 500 円クーポンがすぐになくなって、飲食店では先にクーポン取っ

たのに会計時にクーポン使えないってことがありました。なんなすごく悲しいです。 

・まちなび白河のライン、良いと思います。もう少し利用出来る店舗が増えれば良いなと思

います。後は、もう少しクーポン利用するのに、アクション回数が多すぎる気がします。 

・クーポン配布枚数が決まっている店舗で平日スタートだと枚数が終わってしまって使え

ない店舗もあったので働いていると平日行けないのでその辺を考慮してもらいたい。 

・つい最近 こちらに引っ越してきました。こういったサービスを行っているとは知らず店

頭で教えて頂き 利用させて頂きました。とてもよいサービスだと思いました。 

・白河市は、観光資源が少ない地域だと思いますので、特産品やまちの特性(キャラクター

や飲食物など)をアピールすることで発展していくことが望ましいと思います。  

・お得なクーポンが出ていると普段通りすぎているところにも、よりたくなります。(笑)よ

いお店が多い白河なので、どんどん参加するお店が増えればいいなと思います。 

・クーポンが発券でき使用期間でありながら、お店によって使えなかったときがあり、お店

の方も知らない事があったので、利用者が使いやすいように工夫してほしいです。 

・クーポンに関しては初めての店の利用などにつながりいいと思うが私たちのような年寄

りには 500 円割引にはなかなか間に合わない市の割引クーポン券がありがたい 

・まちなび白河のことを知ったのが、クーポン利用期間の終了間近でもっと早く知りたかっ

たと悔しい思いをしました。もっと PR されると嬉しい人も多いかと思います。 

・お店によってまちなびクーポンの QR コードがわからないところにあり聞いたら嫌な顔

をして前に出してくれた。使い方をわからないので聞いたら嫌な顔をされた。 

・スマホで完結するのはいいと思います^_^会計時にちょっと時間がかかってしまう（手順

が多い？）のが、お店の方や他のお客様に申し訳なく思ったりしました。 

・まちなび白河でクーポンを使いましたが、まちなび白河加入してる側お店側が、分かって

いなかった所がありました西郷村在住なので使える店があると良いです 

・白河で買い物をしてみようかなと思うことが増えました！またナビクーポンが当たり前

くらいになればより白河での買い物客は増えるんではないかなと思います！ 

・お店を簡単に検索出来きると便利ですね。お店によっては QR コードを分かりやすい所



に置いてないこともあって、クーポンを利用出来ないことがありました。 

・クーポンが数量限定ということなので「もうなくなっちゃったかな」と行くのを諦めたお

店もあったので、ネット上で残り枚数などの情報があると嬉しいです。 

・クーポンの使い方がいまひとつわからず、お店の人も案内してくれないところが多く、使

えたのに利用できなかったこともあり、何だかな…という感じでした。 

・企画が多く、どの店がどの企画に参加しているかよくわかりません。ロゴもしらかわんな

ため、見分けがつかないので改善していただければたすかります。 

・利用するのに慣れるまて時間がかかりました。年代が高い方が利用するのに障害になって

いるかも知れませんネ。若い方はすいすい利用できると思いますが… 

・使えるお店で  クーポンが 使えるのか使えないのか  分からない後、店員さんも  クー

ポンありますか？など声をかけて欲しいです(--;) 

・茨城県から、甲子温泉に行く途中で、白河市内で昼食をとり買い物もします。おすすめの

ランチ、お土産屋さん等のクーポン特集があると嬉しいですね。 

・毎回使えたらいいな、といつも思いますが、スマホが間違って使われる事に臆病で、なか

なか出来ません。このアンケートもおそるおそる送っています。 

・たまにでるクーポン等の有効期限が短いので、市街からの人とか予定合いにくくて行きず

らい。もっと長ければいいのにと思う。あとお店が少ない。 

・クーポンが、コンビニ等もあってとても嬉しかったです。ですが、コンビニや人気のカフ

ェは一日目で終了になってしまったり、ちょっと残念でした。 

・火風亭は、割引クーポン配布週に、月曜～水曜日までお店がやっていなかった。とても残

念。クーポン対象週はお店側と調整するべきだと思います。 

・店舗の方も利用法をよく分かっていなかったりするので、もっと利用方を簡単にするか、

QR コードの管理の仕方を徹底したほうが良いと思います。 

・割引の上限に達しているかどうかを店に入る前にユーザーも分かると良い。会計の時に上

限に達していて使えなくて悲しかったことがあったので。 

・人数限定のクーポンの提供が月曜日から始まることが、多いようですが、金曜日などの週

末に近い時期に始まると、使え可能性が大きくなります。 

・お年玉付きに惹かれてアンケートしてしまいました。宝くじ付きなど夢付きな企画お願い

します。ダルライザーがメジャーになる様祈ってます。 

・若い世代だけでなく全世代が楽しめる情報を発信していただきたい。飲食店関係だけでな

く、さまざま業種に渡っての情報をお願いします。 

・スマホだけでなく、スタンプ式もあると年配の方も利用しやすいとは思います。古い OS

だと対応してなくて、利用できず、困りました。 

・夕方の忙しい時間帯に LINE が配信されるので、よく内容を確認しないで見逃しがち。個

人的には正午ごろだといいのにな、と思います。 

・クーポンが使えるのに、声をかけてくれないお店があったので、もう少し声かけてもらえ



ると、更に使いやすくなるなぁ。と、思いました！ 

・買い物した店での割引は良いと思うが、店頭レジ前での携帯アクセス→割引→使用する

は、時間がかかってレジに客が並んでしまっていた。 

・数量限定クーポンだとお店に行ったあと数がなくなっていたりするので事前にクーポン

取得してから買い物に行けるようになったらよい。 

・レジの際に店員さんからクーポンのお声かけ頂いたりで、クーポンを使用する事が出来て

います。店員さん達の対応がありがたいです。 

・500 円割引が終了して 250 円割引に切り替わる時読み取りが出来ない時があったので、

システムの改善があると利用してて助かります 

・使い方がわからずにいて登録してからずっと使っていませんでしたやっとわかって使い

始じめたばかりなのでしばらく使いたいです 

・店舗で店員さんがまちなびの案内をしてくれない店がほとんどなので、もっと店員さんか

ら案内をしてくれるようにした方が良いと思う。 

・マイタウンの中に白河地域の物産を集めたショップを作ってほしい。お土産が買えたり週

替りのイートインがあったらいいと思います。 

・白河市内閑散として寂しい限りです。若者を捲き込んで新しい市民参加の企画があれば？

もっともコロナ禍で今は無理でしょうけれど？ 

・クーポンが毎週出て楽しいのですが、どんなお店なのか写真や URL で飛べたりすると良

いかと思います。（知らないお店もあるので） 

・飲食店で使える場所がたくさんあるので、いつも行くお店だけではなく色々なお店に行き

使わせていただきました。大変助かりました。 

・白河に来て 3 年になりますが、冒険できていないので、イベント情報とかよがや陶芸家な

どの趣味を生かした教室があれば教えてほしい 

・クーポンの利用の仕方などわからないことがあります。お店で使いたい時、友達がいない

と使えなかったことがありました（笑） 

・何件か回ってみて、QR が読み込みにくい事があった。QR 自体を隠してると言うか、わ

かりにくいとこに置いてる店舗もあった。 

・クーポンが限定なので、使おうと思うと発行できず使用する事が出来ない事が何度かあり

ました。もっとクーポン数が欲しいです。 

・使える店が限られている・割引期間が短くてタイミングが合わない以上の点が改善された

らもっと利用頻度が上がると思います 

・今回のような機会があって、はじめて入れたお店もあって楽しかったので、またこういっ

た企画・特集していただけたら嬉しいです！ 

・現在クーポンの割引が 250 円が多いと思うのですが 300 円にならないでしょうか。300

や 500 円が金額的に使いやすいです。 

・いつも楽しんで見ています。初めての方が使いやすく利用できるよう、お店の中の案内等



あるともっといいかなと思いましたら。 

・使い方がよくわからない。お店の人からも「こういうクーポンあるけど使ってますか？」

とアプローチがあると使いやすいと思う。 

・店舗によって上限がすぐにきてしまい、働いている人は使えないことが多々あるので、そ

の辺りの不公平感を解消して欲しい。 

・地元の知らない情報や、新店舗情報などを知る事ができ、こちらのツールを利用する事で

地域活性化に繋がっていると思います。 

・白河に住んで 10 年以上になるけどまだ、知らないことばかりです。いろんなこと発信し

て教えて頂ければ有り難いです。 

・読込みするのを忘れてしまうので、スマホ１つで完結するクーポンの方が使いやすい。使

いやすくならないと使わないと思う。 

・毎週、数店舗づつなので今まで行ったことのないお店があったり、行ってみたいとおもっ

たり新たな発見があり楽しんでいます。 

・     のみサービスなので まごまごして面倒くさいです 年齢的な方はしないと思います

またわからない方 多いと思います 

・いまいち 分かりずらいのと クーポンが使えるのか使えないのか支払いの時に分かるか

ら買い物前にわかるといいなと思う。 

・人気店では、500 円クーポンが 2 日で終わったそうです。3 日目に行ったら、ありません

でした。早い者勝ちですね。 

・クーポンの使える店と期間をわかりやすく表示して欲しい。まちなびクーポンはかなりお

得なのでいろんな店で利用したい。 

・ラインに入ってくるのは見るのですがお店に一人で入るのがちょっと苦手です。スマホの

使い方が今一わからないので。 

・初詣、七日堂、初天神、初寅、節分、桜の開花など、季節ごとの縁起イベント情報があれ

ば白河に足を運びやすくなります。 

・買い物にカフェで過ごす時間が好きですのでお得な商品券やクーポンを利用して期間を

長くして頂きたいです     ✨ 

・お店のホームページが古いのか、実際利用時、値段その他が違うお店が、複数あった。最

新の料金を載せてもらいたい。 

・お店のレジで QR コードを読み取る時、アタフタしないで済むように、各テーブルに QR

コードを置くようにしてほしい。 

・タイミングが合わず、行きたいけどいけなかったりするので、クーポンの期間をもう少し

長くしてもらえると嬉しいです。 

・大変お得でした。ただ当たり前ですが、参加店ばかり行ってしまうので参加していないラ

ーメン店以外のお店が心配です。 

・慣れていないせいか LINE が見にくいので、お得な情報を見つけにくいです。見やすくし



ていただけると嬉しいです。 

・広報でしったのが開始からひと月後だったのでもう少し何処でも誰かでも目に入るよう

にして貰えたら嬉しいです☀         

・QR の割引きのが少し分かりにくいかなと思う。支払い時に手間取り他にお客さんが居る

と使わずに会計してしまう。 

・年齢的やはり若い人ならばつかえますが高年齢者は使えないそのようなお店には必要無

いと感じました 

・勤務先が白河市以外なので、日曜日にお知らせが配信されても、すぐ使えないないので、

クーポンが終わってしまう。 

・いつもお得に利用しています。気になってはいるけど、中々行けないお店も、まちなびで

入りやすくなりました！ 

・まちなびクーポンが使えるお店があっても気づかない時の方が多いので、もっとわかりや

すくなったら嬉しいです。 

・店頭で QR コードを読み取るクーポンは、枚数制限があるのと読み取るのが手間で使用

したいとは思えなかった。 

・最近、まちなび白河を知ったので、これからはどんどんお得な情報を知って使用したいと

思います。(^_^)v 

・お店で割引クーポンを利用する時の QR コードの置いてある場所が分かりにくいお店が

あったので改善して欲しい 

・まちなび白河の企画があると、白河のため活用したいなと思います。また新企画があれば

参加したいと思います。 

・イベントなどいち早くお知らせして頂きとっても嬉しく思います。クーポンを使ってお得

に買い物も感謝です。 

・終了したクーポンが表示されたり、使用できる期間がみじかかったり、店頭でつかえなか

ったり使いずらいです。 

・孫と一緒にスィーツとかある店舗で楽しませて頂いてます。とても嬉しく楽しいひととき

を過ごさせて居ます     

・『白河』と思えるようなお土産やお菓子の開発？をしてほしい。もっと印象に残るものが

あるといいのですが。 

・使ってみたいと思いなから、なかなかうまく利用ができていない。今後、気になるお店な

どで使ってみたい。 

・会計の時に読み込ませるので、会計が混みそうだと使うのを控えてしまう。食事中でも使

える様にして欲しい。 

・他県から来た人がまちなびを活用しお店を利用していることを知りました白河を知って

貰えて嬉しかったです 

・クーポン券が使用するのに、250 円は細か過ぎる、500 円か、1000 円であると使いやす



いと感じます。 

・クーポンも使いやすいし、地元で、いつでも行けるので、食べる、イベントなどチェック

して出かけてます。 

・まちなびは、お得感 MAX ですので、知らない人にも伝えて、地元商店を利用してもらえ

たら良いですね     

・クーポン使用の際、お店のかたにため息をつかれ不機嫌な対応をされました。クーポン使

用をためらいます。 

・ＱＲコードがレジにしかない所が多く混んでいる時に読み込んでとか時間がかかるので

使うのに気がひける 

・まちなびのクーポン、お店に直接いかないとわからないときもあるので、事前に分かりや

すく知りたいです 

・まちなびを見ると、白河で買い物しようと思います。お得感があってこれからも利用した

いと思います。 

・ランチで使用した時、上手くクーポンを取得出来なかったスマホの機種等で使えない事が

あるのかな？ 

・店頭前に活用できることをわかりやすい表示してほしい。店内に入らないとわからないの

で使いにくい。 

・今まで使えていたお店が使えなくなったりしてるので、白河の全店舗で使えるようになる

といいですね。 

・まちなびクーポンが使えると、ワンランク上の品物を注文したり試したりできるので、歓

迎しています。 

・友達からすごくお得でいいよー!と言われたのですが、いまいち使い方がよく分かりませ

ん(T_T) 

・知らないことを知ったり、覚えたり、教えてもらったり、使ってみたり、楽しむ機会に恵

まれ感謝です。 

・白河市外在住ですが、白河が大好きです。色んなお店を知る事もでき、参考にさせて頂い

てます。 

・お店が元気になるイベント。立ち飲みみたいに敷居が低く入りやすい店。家族でも入りや

すい店。 

・店頭で使う際の、もっと簡単で早く終わる方法を。次にお会計待ってる方に迷惑かけてし

まいます。 

・いろんな業種のお店てクーポンが使えると、気になってるお店とか、お試し出来るからい

いのでは 

・小峰城がどんどん美しくなっていくことがとても素敵です。定期的にお邪魔したいなと思

っています。 

・知人から聞いた話ですが、加盟店であっても値引きクーポン使えなかったお店があったよ



うです。 

・「まちなび白河」を知らない人も多いようなので、もっと沢山の人に周知できるといいと

思います。 

・白河に引越てきて、まだ２年なので、知らない事が多いので、色んな情報しれたら嬉しく

思います。 

・ララマルシェで子供に駄菓子を買って喜ばれています。クーポンがあるので親としても助

かります。 

・お店で会計時に割引がないかも と書いてあると遠いお店なんかは 行くのを躊躇って

しまいます。 

・まちなびの利用は、何度もクリックしないとできないので、混雑しているときは利用しづ

らかった 

・コンビニでもクーポンが使えて助かっています。クーポンがあるからお店で食べようと思

います。 

・まだまだ知らないお店があると思うので、これからもオススメ店舗の情報よろしくお願い

します。 

・素晴らしい企画だと思います。今まで知らなかった店舗も知れて、今度行こうと思ってい

ます。 

・住んでいても知らない白河の魅力たくさんありますね。これからも白河を発信していきま

しょう！ 

・クーポンを使えるお店が増えるとお得に買い物したり、食事したりできるので、とても助

かります 

・今回、お店で企画をしりました。高齢でも使いやすい企画をどんどん展開していぢきたい

です。 

・お店の人が割引の計算が大変そう、特にランチの時間帯は気が引ける。簡単にしてあげて

ほしい。 

・クーポン取得までの 取得するを押す回数が多いと感じているので、回数が少なくなると

良い 

・まだ上手に利用出来てませんが行きたい店舗があるのでこれからも参考にさせていただ

きます。 

・店舗の方も客側も良いと思います！すごいです！他の地域もやればいいのにと思うぐら

いです。 

・わかりやすい構成にして欲しいと思います。クーポン使用方法等が、特に分かりにくいの

で… 

・店舗の入り口に表示して欲しいかと、レジ前だと、時間かかるので、混んでるとやりづら

い。 

・クーポン！とてもいいです。お得感がいっぱいだし、お店に行きたいと思うようになりま



した。 

・いろいろなお店が使えるので、行った事がないお店にも行ってみようかと思います。 

・クーポンの回収の仕方がわかりにくい。アプリ内でも店頭でもいいが、一方で完結してほ

しい。 

・毎回、新しい 町の魅力を教えて頂き、楽しんでいます。宜しくお願いします。 

・地域内のデジタル化の一助としての役割を担っていただけますようよろしくお願い致し

ます。 

・買い物するのにとても参考になっています。これからも情報発信よろしくお願いします。 

・割引クーポンやイベントとセットで、お店のプロモーションをしてくれたら、嬉しいです。 

・早く新型コロナが落ち着いて、美味しいものが食べられるようになりますように。 

・飲食店の開拓に参考にさせていただいています。これからも、よろしくおねがいします。 

・会社が白河市で外回りなので、昼食などで利用させて頂いてます。すごく助かってます。 

・白河は妹夫婦が住んでいて親しみがあります。白河市の発展をお祈り致します。 

・クーポンなどあるとマメにあると行ってみようかなぁーと思っちゃうのであると嬉しい 

・金額が安くなっても味がイマイチで損した気分になりました。カフェタントゥ。残念 

・もう少しまちなび白河のネットでの情報や利用する仕方がわかりやすいと助かります。 

・1 回の食事金額が高くなる私にはとてもありがたいです！今後も利用したいとおもいます 

・利用したらスタンプが貯まり、ランチ 1 回無料になるサービスとかあったら嬉しいです。 

・まちなび白河割引クーポンで行ける店がふえたし    ふしぎと 1 人でもはいれました  

・町の中てくてく歩いて楽しめる市例えば天神さま皆でてをかけたら素晴らしい街の展望  

台   

・地域に住む者として、とても、細やかでお得な情報やクーポンが使えるのは嬉しいです。 

・若干使いにくい 1 度 店の人に見せる前にクリックしてしまい、使えない事があった。 

・以前のいイベントで、白河在住の方しか参加が出来ない企画がありました。とても残念。 

・いくつも割引サービスが重なると、なんだか面倒になるのでバラバラの実施にして欲しい 

・自分のまちのいいところをとても身近に感じられるこのアプリはすごくいいと思います。 

・利用できる店が、たくさんあれば、たくさんお得ですね！予算があるのでしょうけど。 

・まちなびクーポンの告知をしているのに、qr コードが出ていない店舗がありました。 

・クーポン、まちなび、電子マネー。非常にわかりづらい。店舗も客も混乱している。 

・専業主婦になり、割とクーポン命⁉️的な暮らしになってます。クーポン大好きです✨ 

・白河に住んでいても知らないお店が沢山あります。種々なお店 発信してください。 

・白河のいろいろなことを紹介してほしいです。白河に住みなが知らない事が多いです。 

・結構知らない人が多いみたいなので、周知のための PR をした方が良いのではないか。 

・まちなびのおかげで、白河の知らないお店を訪れることができ、とても楽しいです！ 

・何度かクーポンを利用させていただきました。今後もお得情報を配信してください。 

・デザインが古くさい感じがして親しみがない。クーポンの使い方がよくわからない。 



・コロナ禍で我慢の多い世の中ですので、このような楽しい企画を待っています！ 

・まちなび加入店舗での新商品、新メニューの情報をラインで配信してほしいです。 

・割引等、利用させて頂き、行ったことないお店にて楽しい時間をすごしています。 

・クーポンが有るので余り行かないお店に行けたので今後もあるといいですね。 

・まだまだまちなび白河を知らない友達が多いので教えてあげたいと思います！ 

・クーポンの使い方がイマイチ分からないので使えない。もっと簡単にして欲しい。 

・店舗の検索方法をもうキーワードなどもう少し簡単に見つけられると良いと感じる 

・こういう企画はとても良いと思うので今後も沢山企画をやっていただきたいです。 

・市外に住んでる友人にも、白河市にまちなびを利用して、お店を紹介したいです。 

・クーポンなど消費者もお得で、白河のお店も潤ってとてもいい企画だと思います。 

・クーポンで今まで知らなかった店舗も知れて、より白河市を知ることができます。 

・もっと利用したいが、自分が利用するのが週末でお休みだったりする。のが残念。 

・使う所が近くになくて使えてません。もう少し便利だったらなぁと思います。 

・以前、白河に住んでました！なかなか行けませんが、白河を応援しています！ 

・引っ越してきてから 5 年まちなび白河のおかげでいろいろなお店が知れました。 

・お店の方が、まちなびについて声かけしてくださる店舗があり、助かりました。 

・少しでも安くできて、ちょっとお得にクリーニングできたのが嬉しかったです。 

・お得を感じながら白河市の活性化に貢献できる取組はどんどんしてほしいです。 

・もっとアピールしてください！得だけど、あまり知られてない？気がします。 

・とてもお得に使えたので嬉しかったので、お店が増えていく事を祈ります     

・クーポンがあるから、行ってみようという気になります。活性化に一役かと。 

・クーポンが一週間期限だと使いにくいと感じました。全然使えませんでした。 

・地域活性化に、微力ながら協力して行きたいと思います。期待しております。 

・お友達が、この企画を、ほとんど しらない人が 多いので、とても残念です 

・わからない人もいるので、たくさんの人が利用出来るようになればいいかな？ 

・事務局側とお店側、両方からの周知、お知らせを、もっと大きくして欲しい。 

・飲食店はあっという間に、なくなってしまってガッカリ   ⤵️しました⁉️ 

・クーポンがあるといろんなお店に行ってみようと思えるのでありがたいです。 

・岩瀬郡方面ですが、白河方面は行きやすいのでこんな企画はとても嬉しい。 

・店舗を探すのにもう少し見やすい仕様になると使いやすいなと思いました。 

・ラインでできるのは、凄く便利です。これからもよろしくお願い致します。 

・年配の方は使い方とか分からなくてレジ前で長居されてロスタイムを感じた 

・いつも、色々な企画大変ご苦労様です。これからも宜しくお願い致します。 

・これからも、まちなびを利用したいと思いますので配信をお願い致します。 

・まちなびのおかげで、気になっていたお店に実際に行くことができました。 

・紙もいいと思いますが電子クーポンもあるとより使いやすいと思いました！ 



・楽しい企画があり、ワクワクします^_^今後是非利用したいです  

・初めて行くお店割引があると出向いてみよと思えるので良いですね。 

・色々なお店に行って見たいから割引価格 500 円位にして欲しいです。 

・もっと色々なお店で使えたら嬉しいです。飲食店で重宝しています。 

・お得にお買いものができて、クーポンのお店に行く機会が増えました。 

・色々地元を再発見できて、地域活性化に効果あり、良い企画と思います 

・クーポン利用でしらかわんぐっずがもらえる企画もまたあるといいです 

・まだクーポンを利用した事がないので、今後は利用したいと思います！ 

・サイトがわかりにくいです。店舗の検索やクーポン配布の予定とか。 

・お店の場所がイマイチ分かりにくいのて QR コ−ドなど載せて欲しい 

・白河市だけでなく、西郷村や西白河郡にも加盟店が増えると嬉しいです 

・得した気分が味わえる企画なので出来だけ長く延長してもらいたい。 

・白河市内だけではなく西郷とか周りの市町村も対象地域にして欲しい 

・年配者で、携帯電話を持っていない人、多いので、何か考えて欲しい 

・クーポン利用期間を長くして多くの人が利用できるようにして欲しい 

・可愛いしらかわんに癒されています！今年もよろしくお願いします。 

・このまちなびによって、お店等が発展していかれることを望みます。 

・人気のある店はクーポンが早くになくなっていたので、残念だった。 

・先日使用しようとしたら、割引券が（ライン）開きませんでした。 

・500 円クーポンの枚数制限を各店舗の枚数で知らせて欲しい。 

・五百円にするのは意外に難しく、買いすぎてお得感が薄れますね。 

・まちなび白河を通して新たなお店に行く機会が増えて楽しいです！ 

・白河でも知らない所がありいろいろな情報が知れて良いと思う。 

・白河市民でなくても登録使用できるのがありがたいと思いました。 

・クーポンがあることによってお店に行ってみようと思いました!! 

・クーポン画面にたどり着くまで時間がかかるので、もう少し工程を 

・クーポンの期間が短いので中々上手く利用出来ない時があります。 

・もっとお店のアピールをしてほしい(写真掲載、値段設定など) 

・マニアックな小さいお店に、スポットライトを当ててほしいです。 

・今までみたいにイベントの案内などの情報提供をお願いしたいです 

・お店が積極的にまちなびクーポンが使えると言葉で言っほしい。 

・コンビニ(ローソン)のクーポンは不要なのではないかと思う。 

・地図だけでなく、ジャンルや語句で検索できるようにして欲しい 

・今年はまちなび白河を参考にいろんな所に行きたいと思います。 

・お店の紹介、料理の写真と値段が分かりやすいと良いと思います 

・まちなび白河でまだ知らない店舗があるので行ってみたいと思う 



・もう少しお店を検索しやすくして欲しい検索しにくいと感じる 

・もっと長い期間やってほしいもっと多くの店で使えると良い 

・やっているお店をもう少しわかりやすい目印をつけてほしい。 

・クーポンが使える使えないのお店がイマイチ分かりづらいかも 

・インタ-ネットを利用出来ない方に不公平感があります。 

・使用期間を店舗で決めず、いつ何処でも使用できるようには？ 

・いちいち店舗で読み取りして取得しなきゃいけないのが大変‥ 

・もっとわかりやすく使い方を例をあげて説明して欲しいです！ 

・楽しい企画を期待しています他町村でも参加しやすいように 

・クーポンが使えないスマホがあったのでそこは改善して欲しい 

・まちなび白河がどういうものなのか、ちょっとまだわからない 

・まちなびクーポンに対しての対応が店舗ごとに大きく違う 

・クーポンではじめましてのお店を試せるのは凄くいいです。 

・今、欲しい!やりたい！事が見つかると有り難いですね。 

・白河独自でこのような企画をやっていただけて嬉しいです。 

・お店の商品の宣伝を LINE ですれば購買意欲が湧くと思う 

・チケットがなくなったかどうかがスマホ上でわかるといい 

・此れからもクーポンを使って食べに行きたいと思います。 

・白河市でも知らないお店が沢山あるので、紹介してほしい 

・1 店舗につき一度ではなく、使用回数を設けて欲しい。 

・白河に住んでいても知らない事があって発見になります！ 

・クーポンがあると行こうという気になるので良いと思う。 

・白河はとても住みやすいです。白河が好きになりました。 

・クーポンの使い方をその都度、宣伝や広告告知してほしい 

・白河駅前の活性化に結びつくような消費喚起をして欲しい 

・もう少し割引アップなプレミアム仕様ないでしょうか？ 

・抽選で当たりとか、各店舗で必ずサービスが有るとか。 

・白河と西郷村の共同の何かをやって欲しいと思います。 

 


