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・応援しています！頑張ってください！ 

・たくさん食べて飲食店を応援したいです。 

・応援しています。 

・我孫子頑張れ！ 

・イタリアンバル K とえんといわいとひむろとバンヌフとあるーかすとちゃんずと色々応援し

てます。応援しています！頑張ってください！ 

・これからも我孫子の外食を支えてください。応援しています。 

・我孫子 頑張りましょう！ 

・我孫子市民として市内が盛り上がって、活気のある魅力的な街に発展していくことを願ってい

ます。微力ながら応援しています！ 

・リストの中でも、行ったことのないお店にチャレンジしたいです。 

・千葉県を 我孫子市を 盛り上げましょう！。！ 

・この危機的状況をどうか乗り越えて下さい。 

・がんばれ我孫子！ 

・我孫子がんばれ 

・我孫子高校でした！発展を期待しています！ 

・一軒でも我孫子のお店がなくならないよう願っています。 

・みんながんばろ〜！ 

・我孫子市生まれ我孫子市育ちですが、社会人になり、仕事のため東京に出てきました。やっぱ



り地元が大好き！応援させていただきます。頑張れ我孫子市！ 

・大好きな我孫子での食事を楽しめればと思います！ 

・我孫子市大好きです！ 

・コロナに負けず、頑張ってください！微力ながら、応援してます！ 

・地域の憩の場所。応援しています！頑張りましょう！ 

・美味しく食べる 

・応援しています！ 

・コロナに負けるな！ 

・すべての人たちの笑顔が続きますように🍀みんなで、みんなを応援しましょう☺️ 

・We love Abiko! みんなで我孫子をハッピーに 

・ウィズコロナはまだしばらく続いてしまいそうですが、どうか頑張って下さい！ 

・コロナに負けず、飲食店をもっと盛り上げていきましょう‼ 

・美味しいお店応援しています！頑張ってください！ 

・微力ながら美味しいもの食べて応援いたします！ 

・がんばろう我孫子！ 

・我孫子は美味しい飲食店も多く、この機会に普段は行かないようなお店にも行ってみようと思

います！歴史と文化と美味しい食事！三拍子揃った我孫子をこれからも応援します！ 

・このアビチケを利用して外食🏢🍴楽しもうかなと思います。食べに行きますよ、応援してい

ます！頑張ってください！ 

・少しですが、応援しています！頑張ってください！ 

・我孫子市大好きです❗️応援しています！頑張ってください！ 



・我孫子の魅力あるお店が、みんなを笑顔にしています！応援しています！頑張ってください！ 

・家族や友人と市内で外食をしようというときはいつもラコッタさんが思い浮かびます。今回と

くに応援したいと思ったのでほんの気持ちですが個別に応援させていただきました。また食事

しに行きます！ 

・応援しています！頑張ってください！チバテレの番組で応募したら、うなきちさんぬいぐるみ

当たりました！ 

・我孫子のおいしいご飯を楽しみたいと思います！ありがとうございます！ 

・コロナ不況を打開したい！私も何かしたい！という思いで参加しました！みんなでがんばろ

ー！ 

・頑張れ！がそん市！！ 

・みんなで正しく感染対策しましょう。過度な警戒ではなく、しっかり消費して、我孫子の活力

を保ちたいと思います。飲食店の方々も、大変でしょうが、負けずに頑張ってください！ 

・なかなか地元でお買い物に貢献できていませんが、食べに行きます！頑張れ我孫子！ 

・近いので行きます！コロナ に負けないでください！ 

・どこへも行けない今だからこそ、近くの美味しいもの発見し、以前とは違ってしまったライフ

スタイルに楽しみをプラスしたいです！ 

・地元のお店、応援しています！！ 

・応援しています！頑張ってください！少しでも役に立てればと思っています。お店に行きます

よ！ 

・長年住んでいる我孫子なので、少しでも支援したい。 

・我孫子で働いています。一緒に頑張りましょう。 



・良い企画だと思います。 

・我孫子を盛り上げるため、引き続き顔晴ってください。 

・あまり外食できないので（塩分制限）少額でごめんなさい。 

・まだまだ大変ですが、みんなで頑張りましょ！ 

・今まで行ったことのないお店にも行く機会になるので楽しみです！頑張って下さい！ 

・応援しています！頑張ってください！完全に気をつけてたくさんご飯食べに行きます！ 

・我孫子のお店応援しています！頑張ってください！ 

・子連れで行ける店がたくさんあると助かります。 

・店舗は厳しい状況だと思いますが、この状況を乗り切って下さい。応援しています。 

・企画ありがとうございます。応援しています！頑張ってください！ 

・今からどのお店へ行こうか考えてワクワクしています！ 

・こころ💙つながれ！ 

・誰もが大変な時おいしいもので癒されたいです。みんなで頑張りましょう。 

・応援しています！頑張ってください！ コロナに負けるな！思いっきり商売が出来る日がき

っとくる！市民は全員が味方！ 

・我孫子に住んで 30 年！地元にもおいしいお店たくさんあります(^-^)家族でたくさん利用さ

せてもらいまーす 

・我孫子の飲食店のみなさん 頑張ってください！テガーレさん ずっと行けなくてすみません。

必ず伺いますね。大 

・素晴らしい企画ですね！みなさん頑張ってください！ 

・我孫子市の飲食店を応援しています！頑張ってください！ 



・我孫子市は美味しいお店がいっぱいで大好きです 応援しています 

・応援しています！頑張ってください！コロナに負けるな！ 

・家族でお邪魔します！ 

・応援しています！頑張ってください！少しでもお役に立つことが出来れば…。これからも、

色々な企画出してください。 

・応援しています！頑張ってください！みんなで我孫子を元気にしましょう！ 

・応援しています。早くコロナが収束しますように。 

・色々悩みの多い時ですが…明日は明るい日になると、前向きに頑張りたいですね！応援してい

ます。 

・がんばれ！ 負けるな！ 我孫子 

・我孫子を応援しています！頑張ってください！ 

・地元で食事します！ 

・我孫子で頑張る皆様へ少しでもお力になれますように。同じ市内業者として応援しておりま

す。 

・子育てした街 職場がある街 大切な人が暮らす街 我孫子。応援しています！ 

・手賀沼に何度か遊びに行ったので応援しています！頑張ってください！ 

・私もよく我孫子市内の飲食店のデリバリーを利用しています。大変な状況かとは思いますが頑

張ってください。 

・我孫子市の美味しい料理を愉しみたいと思います。 

・応援しています！頑張ってください！はやくたべにいきたいなぁ(*´ω｀) 

・あびチケを手に入れて、美味しいものをたくさんいただきます。 



・そば処タニヤさんへ。いつもおいしいお食事、優しい声かけで嬉しいです。この状況下ですが、

何とか続けて下さい。おばあちゃんになっても通いたいです。応援しています！頑張ってくださ

い！ 

・我孫子生まれの我孫子育ち 地元愛半端ない！応援しています！頑張ってください！ 

・応援しています！頑張ってください！テイクアウトメニューが充実すれば、利用したいです。 

・応援しています！頑張ってください！早く元の生活に戻れますように！ 

・頑張れ我孫子！ 

・飲食店の皆さん、コロナに負けず、応援しています！頑張ってください！ 

・いつも美味しい頂いて幸せです。応援しています！頑張ってください！ 

・我孫子市内の食で応援します！今から食事券が来るのが楽しみです！頑張ってください！ 

・我孫子の飲食店を応援しています！ 

・共に頑張ろう！ 応援しています！ 

・我孫子でお金つかいます。^_^ 

・コロナウィルスの一日も早い終息を願っています。お体に気を付けて頑張って下さい。地元の

お店が大好きです。これからも美味しい食事をご提供下さい。期待しています。 

・我孫子はもっと伸びる。大好きだから応援する。ただ、我々の知恵をもっと引き出すべき。柏

に負けるな❗️ 

・大変な時期ですが、頑張ってください。応援しています。 

・笑顔で宴会の出来る日が来ることを 

・「あびこ」とちゃんと読める人以外も、テイクアウトを取りにきてくれるかもしれない、そん

な期待も含め、この際に「がそんしじゃない」とアピールする老若男女善男善女の MV が胸に



沁みます。頑張ってください！ 

・楽しい時間と空間の提供、いつもありがとうございます。 

・いつも美味しく、家族のイベントでお世話になっています。応援しています！頑張ってくださ

い！ 

・短い人生を楽しく過ごして行く為に参加をします。 

・少ないですけど応援しています！頑張ってください！皆で乗り越えましょう！ 

・いつもお世話になっています。我孫子のお店、頑張ってください！ 

・飲食店の活性化を微力ながら応援しています。頑張りましょう! 

・コロナなんかに負けるな！！地元民は、みんな応援してます！！ 

・地元で長年愛され続けている魅力ある飲食店に少しでもお役に立てれば幸いです。 

・微力ながら応援しています！ 

・応援しています！頑張ってください！Ｉ Love 我孫子♥ 

・ささやかながら、我孫子のお店を応援します。 

・我孫子 大好きです ！ 

・いつも素敵な時間を有り難う御座います。 

・フレンチのテガーレの大ファンです(^^)。越路シェフの料理は、前菜もメインもデザートも、

何をいただいても美味しいです。応援しています！ 

・我孫子市みんなで頑張ろう！ 

・大変な環境ではありますが街を支える飲食店を応援しています！頑張ってください！ 

・いつも素敵な食事をありがとうございます！ 

・市内で美味しいものを食べたいです。応援しています！頑張ってください！ 



・我孫子市の飲食店の皆さん 苦しい日々が続きますがどうか負けないで！ 貴方方の美味し

い料理が私たち我孫子に住む市民の力の源です。いつも応援してますよ！ 

・我孫子大好き❤ 我孫子飯大好き💕 

・自分の住む街の大事な一部分がなくならないように、微力ながら応援させていただきます。頑

張りましょう！ 

・少しでもお役に立てたらと思い参加させていただきました。応援しています！ 

・我孫子には美味しいお店が沢山あると改めて感じました。食べに行くのが楽しみです。 

・いつも美味しいものをありがとうございます。皆で頑張りましょう。 

・美味しい料理をこれからも食べに行きたいです。頑張ってください！！ 

・我孫子市を応援しています！大変な時期ですが、飲食店の皆様頑張ってください！ 

・近所に美味しいお店がたくさん増えて、うれしいです(^^)これからもどうぞよろしく(^o^)/ 

・色々皆大変だろうけど、応援しています。この状況を乗り切りましょう！！ 

・我孫子のお店、応援しています！みんなで頑張りましょう！ 

・我孫子市の発展を願っています！！大変な時期ですが、頑張ってください！ 

・大変な時期ですが、食で我孫子を盛り上げてください。そして、お店を営業していただきあり

がとうございます。 

・応援しています！ころなにまけず、美味しいものを作り続けて頑張ってください！食べに行き

ます！ 

・少額で申し訳ないですが応援しています。 

・飲食店の皆さん、美味しい料理を食べに行き応援したいと思います！頑張ってください！ 

・我孫子のお店、ファイトー！ 



・前のように気軽にお邪魔出来る様になりますように。応援しています！頑張ってください！ 

・応援しています！希望を持って頑張ってください！ 

・みんなで我孫子を支え合いましょう。少額ですが応援させていただきます。店主皆さん頑張っ

てください！ 

・ささやかながら応援しています。大切なオンリーワンな地元の店がこれからもずっと元気でい

て欲しいです。 

・緑豊かな故郷、我孫子で共に頑張りましょう。 

・天王台のえんを、応援しています！頑張ってください！美味しい料理を、何時も有難う御座い

ます。 

・応援しています！おいしいものを作って待っててください！ 

・我孫子市の飲食店は美味しい店が多いのでよく行きます^^ 

・応援しています！我孫子に元気になって欲しいです！ 

・応援しています！コロナに負けないで頑張ってください！我孫子のお店は食事、飲み会いつも

使っています。 

・これを機に、行ったことのないお店にも行ってみようと思います！コロナに負けずに頑張りま

しょう！！ 

・まだまだウイルスによる影響が続くと思いますが、我孫子に欠かせない飲食店の皆様にはぜひ

乗り切って、頑張っていただきたいです。 

・我孫子市のお店は店員さんがあたたかく好きです。応援しています。 

・我孫子市の飲食店の皆様。いつも美味しい料理をありがとう！応援しています！頑張ってくだ

さい！ 



・これからも大変ですが応援しています。頑張ってください(^^)笑顔が戻るまで。 

・我孫子市で生まれ、育ち、学び、そして起業しました。そのおかげで今があります。我孫子が

少しでも活気あふれる街になるよう、願いを込めて支援させていただきます。 

・食べて応援します！ 

・我孫子で育ってきて美味しいものもたくさんいただいてきたので、応援したいと思いました。 

・あびこ ガンバロー みんなで乗り切ろう！ 

・皆で乗りきりましょう！愛と絆で応援しています！ 

・微力ながら 応援しています。 本当に住みやすい 大好きな町、我孫子を もっと元気にし

てくださいね。 

・とても楽しみです 

・食べに行きますよー。 

・美味しいお食事、楽しみにしています！ 

・みんなで協力して、コロナ禍を乗り切りましょう！！ 

・ふるさとの飲食店を守りたいので応援してます！！ 

・我孫子市が日本が世界が元気になりますように 

・我孫子でもこのプロジェクトが始まって嬉しいです。 

・我孫子で頑張ってる経営者の皆さま 応援しています！頑張ってください！ 

・応援しています！頑張ってください！コロナをぶっ飛ばそう！ 

・母親と美味しいうな重やお蕎麦が食べたくて支援させていただきます。あとお寿司も食べたい

な。まだまだ大変な世の中ですが、美味しいものを食べさせてくださいます皆様方、よろしくお

願いいたします。 



・外食好きなのですが、お店に行きたい気持ちはあってもこのご時世で控えてしまっている自分

がいます。テイクアウトなどで応援できればと思っています。お互い辛い時ですが、我孫子市全

体で乗り越えていきましょう。 

・家族や友人と食事したり、お持ち帰りのメニューを注文したりして、応援しています！頑張っ

てください！ 

・我孫子市の飲食店、皆頑張ってほしいです✨ 

・がんばりましょう！ 

・我孫子良いとこ。サイクリングにサイコーです。おいしいお店もいっぱいある！ 

・我孫子を盛り上げていきましょう。 

・コロナが収束したら街が変わっていた、なんて嫌です。なんとか乗り切ってほしいです。 

・応援しています！今まであまり外食をしなかったのですがちょっと気になりました。 

・大好きなお店があるので楽しみです 

・家族で利用したいと思っています。 

・同じ我孫子市民として応援しています！頑張ってください！ 

・地元密着のお店を応援しています！頑張ってください！ 

・明るい明日に向かって共に頑張りましょう！ 

・がんばれ我孫子！ 

・我孫子の飲食店、負けるなーー！！！ 

・我孫子市にはおいしくて素敵な飲食店がたくさんあります。少しでも応援したくて参加しまし

た。飲食店の皆様、頑張ってください！ 

・今もテイクアウトなどで応援しています。 



・今はまだ外食するのは抵抗があります。でもコロナが終息したら食べに行きます。頑張ってく

ださい。 

・応援しています！頑張ってください！我孫子 

・日常生活が変化したコロナ感染ですが、地元の良さや残したいと思う生活基盤がハッキリする

機会にもなりました。地元商店も時代の変化に対応するお店づくりに努力されているので応援

したいと思います！ 

・市内飲食店の美味しいところはたくさんあります。みんなで、たくさん買って、たくさん食べ

て応援しましょう❣️ 

・美味しいご飯をいつもありがとうございます！ 

・我孫子を元気に！！ 

・我孫子が大好きなので応援します！ 

・地元のお店には、ぜひ頑張って欲しいです！ 

・4 月から我孫子市に転入してきました。我孫子グルメ探索に拍車がかかる企画をみつけてとて

も楽しみです(*ˊᗜˋ*)地元の皆さんの活動応援しています！頑張ってください！ 

・我孫子市のごはんやさんは、おいしくて、ゆるっとしてて、和みます。これからも、末長く、

おいしいごはんをよろしくお願いします。 

・ももの丘さんの【まるごとピーチ】のファンです。毎夏の楽しみにしています＼(^o^)／ こ

のチケット使える秋・冬のスイーツ楽しみにします。 

・大変だと思いますが、応援しています！頑張ってください！ 

・これを機会に我孫子のいろんなお店に行ってみようと思います。頑張ってください！ 

・我孫子市の活性化に期待しています。みんなで頑張りましょう。 



・我孫子万歳🙌 応援してます、頑張ってください！ 

・麺や たけまさ さん！応援しています！頑張ってください！ 

・大好きな我孫子のために！少しでも力になれますように… 応援しています!! 

・地元だもの。応援しなくちゃ！ 

・我孫子 LOVE♡地元に沢山のお店があり活気がある姿はやっぱり嬉しいです。食べて地元に貢

献します！ 

・コロナに負けず、雨にも負けず、夏の暑さにも負けぬ丈夫な身体を持ち、健やかに過ごせるこ

とを祈ります。 

・我孫子のいろんなおいしいごはん屋さんで食べるのが楽しみです。まだ行っていないお店もた

くさんあります。応援しています！頑張ってください！ 

・行ったことがある店ばかりです。微力ながら支援させていただきます。 

・あびチケ買って応援します。我孫子の美味しい飲食店を応援します！！ 

・いつも我孫子のお店にお世話になってます。コロナで大変ですが、頑張ってください。微力で

すが、応援してます。 

・企画ありがとうございます。 

・応援できるとともに、新たなお店との出会いも楽しみです。 

・微力だけど役に立ちたいです。こんな事で大好きなお店が無くなってしまったりするのは嫌な

のです。 

・我孫子市民として応援してます！コロナに負けない＞＜ｂ 

・いつもよく行くお店が対象で嬉しいです！頑張れ我孫子！！応援してます！ 

・めっちゃ応援しています！頑張ってください！ 



・負けるな！我孫子！！ 

・飲みに行きます！待っててください！ 

・応援しています！頑張ってください！ 

・皆さん大変だと思いますが頑張って下さい！ 

・応援しています！ 

・我孫子飯応援しています！頑張ってください！ 

・皆の力で我孫子市を盛り上げて行きましょう‼微力ながら応援しています^_^ 

・毎日どこかで外食しています．なんとかこの苦境を乗り切ってほしいと思っています．応援し

ています！頑張ってください！ 

・両親との食事で使います、ありがたいです！少しでも力になれれば嬉しいです！ 

・これをきっかけに行ったことのないお店にも行きたいと思います！ 

・おかげさまで本物の家系ラーメンを知ることができました！最近は薄め、普通、硬めが具材の

味も感じられて旨いと思ってます。これからもよろしく 

・いつもおいしい食事をありがとうございます！これからも楽しみにしています！ 

・テイクアウトで利用したいと思います！応援してます！ 

・初めてのお店にも行っでみたいと思います。 

・我孫子市の飲食店を応援しています！頑張ってください！ 

・我孫子市が活性化しますように！ 

・美味しい名店が多いので、今まで行ったことがない店舗にも伺いたいです。まだまだ収束まで

は、長期戦になりそうです。負けずに頑張っていきましょう、応援します。 

・ひとりはみんなのために みんなはひとりのために  



・厳しい状況ですが頑張ってください！応援しております。 

・すてきなプロジェクトだと思います！微力ながら応援しております！ 

・我孫子は美味しいお店多いと思います。飲食店の皆さん、いつもありがとうございます。 

・がんばろう我孫子 

・まだテイクアウト等での利用になるかと思いますが、たくさん食べさせていただきます。 

・遠くに行かなくても 我孫子にはたくさん美味しいご飯がある！応援しています(^^♪ 

 


