
令和３年

■販売総額
■販売価格
■ 購入限度額
■使用期間
■みやま市外にお住まいの方も購入できます。

お１人様５万円まで

２月１日月～２月１５日月

応募WEB ページ→

令和３年３月８日～令和３年６月３０日

申込
期間

みやま市商工会 ☎0944-63-8000

みやま市内の加盟店で
 ご利用いただけます。

■引換期間・場所 3/8～3/19（平日のみ）

1. 瀬高郵便局
2. 瀬高上庄郵便局
3. 南瀬高郵便局
4. 江浦郵便局

5. 渡瀬郵便局
6. 岩津郵便局
7. 原町郵便局
8. 野町郵便局

■商品券が利用できない商品・サービス
・車検の法定費用・プロパンガスの使用料・医療保険の
　適用のある診療料や薬代の自己負担分の支払
・家賃や月極駐車場代・交通機関の定期券・保育料・パ
　チンコ店での支払等
・たばこ、商品券・ビール券・図書券・切手・印紙等換
　金性の高いもの
・事業用資産の購入及び事業用仕入等代金の支払
・その他加盟店が特に指定するもの

□購入引換券 + 本人確認書類
　（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）
　代理引換の場合は、本人分（写し可）と代理人の本人確
　認書類が必要となります。
※引換期間内にお引換がない場合は、当選無効となります。
　（販売総額に達しない場合は  二次販売を行います。
　購入限度額５万円、本人分のみ）

応募 みやま市
商工会

当選者抽選
※落選者は購入できません

当落通知

2/25 発送予定

引換購入

3/8～3/19または
WEB2/1～2/15

2/15 必着
ハガキ

５千万円
１セット10,000円（500円券 x25枚）

事前申込み手順

応募はWEBかハガキで！
https://miyama.payhub.jp

プレミアム付商品券みやま
事前申込が必要です !!

プレミアム分
2,500円お得

9:00～17:00

中小店用

大型店ではご
使用でき

ません

（500 円
券 x 17

枚）

全店用

全ての加盟店でご使用
できます

（500 円
券 x 8 枚

）

令和２年度追加版

郵 便 は が き

郵送の場合は

63 円切手を

貼ってください

８３５００２４

※同一名義での複数応募は無効です。

（ き り と り ）

６３円切手を貼り、郵送していただくか、
みやま市商工会までご持参ください。

※申込ハガキ１枚につき１名のみ申込できます。

みやま市瀬高町下庄２２０８ー１

みやま市商工会
「プレミアム付商品券みやま発行事業担当」宛
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加盟店は随時募集中です。本チラシ
に掲載のない店舗であっても、ポス
ターやのぼりの掲示されている店舗
では、ご利用戴けます。
詳しくは各店舗へお問合せください。

応募ハガキ １～８の必要事項を
すべてご記入下さい。

（ き り と り ）

※ご記入いただいた個人情報は、商品券発行事業のみに使用します。

令和２年度追加版プレミアム付商品券 購入申込書

１

２

３

４

５

６

７

８

申込金額 万円分申込み
（１人５万円まで）

氏　　名

フリガナ

性　　別 男　　　・　　　女

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生年月日

電話番号

郵便番号

住　　所

引換場所

※必ず番号に
　○をつけて
　下さい

加
盟
店
の
ぼ
り

大型店

中小店

加盟店
一覧

1. 瀬高郵便局
2. 瀬高上庄郵便局
3. 南瀬高郵便局
4. 江浦郵便局

5. 渡瀬郵便局
6. 岩津郵便局
7. 原町郵便局
8. 野町郵便局

9:00～17:00

□ 同意する

上記の内容に同意の上、購入を申し込みます。

・商品券は１セットにつき、全店用が８枚、中小店用が17枚です。
・中小店用は大型店では使用できません。
・申込数の変更はできません。必要数のみお申込ください。
　また、一度購入した商品券の払戻しはできません。
・あらかじめ指定した引換場所の変更はできません。
・代理購入は、１人につき５人までです。

（株）アスタラビスタ瀬高店 64-4155 食品スーパー
（株）アスタラビスタ高田店 64-5111 スーパーマーケット
（株）アスタラビスタ下庄店 62-2695 スーパーマーケット

株式会社Ａコープ九州　Ａコープ山川店 67-1215 スーパーマーケット
グッディ瀬高店 63-4781 ホームセンター
コメリハード＆グリーン高田店 64-2150 ホームセンター
ドラッグコスモスみやま高田店 64-5002 ドラッグストア
ドラッグコスモス瀬高店 67-5050 ドラッグストア
ドラッグストアモリ　瀬高店 62-6088 ドラッグストア
ドラッグストアモリ　高田店 22-3377 ドラッグストア
ホームプラザナフコ瀬高店 67-7030 ホームセンター
マミーズ瀬高東店 62-3199 スーパーマーケット
マミーズ高田店 22-6868 食品スーパー

（株）キイチロウ 62-2534 喜一郎だし
きくつぎ紙店 62-3458 2 割引以上の品、盛沢山
ふとんの武藤 63-2281 ムトウ式下あご整体枕
武藤ふとん店 63-2449 ふとんとカーテンの店
里沙の店 63-7277 婦人服・雑貨・カフェ
THE BUTCHER SHOP ( 株 ) クロキ 63-2640 食肉卸売・食肉加工品
江崎酒類販売株式会社 62-2167 全酒類卸売販売業
海川 62-5963 ランチ定食、活魚、うなぎ
アサミヤ 63-5226 シロアリ駆除・防除
板橋建設 62-4418 建設業
株式会社フジプランニング 63-2292 住まいのリフォーム
九州システム産業株式会社 62-5681 防犯カメラ、エアコン工事
菊美人酒造株式会社 62-3001 日本酒製造販売業
壇商店 62-2096 惣菜店

（株）相光エネルギーセントレア 62-2174 ガソリンスタンド
アクアヴィテ 62-2370 酒類小売業
岩永源蔵本店 62-2086 お肉惣菜お弁当 BBQ
かがた電化 62-3104 電化製品の御用は
金子時計店　 62-2209 時計販売
株式会社　三和屋 62-2340 暮らしの道具の専門店

（株）田中薬局 63-4691 皆様の健康のお手伝
かめや菓舗 62-2133 おいしい和洋菓子を！！
河内屋 62-2422 結納造花　しめ縄飾り
川野食料品店 62-3549 食料品販売
ギフトギャラリー石橋 0120-62-1484  贈り物と学生服のお店
くまがわデンキ 62-2916 家電、ボイラー、ポンプ等
古賀書店 62-3265 学校で要るもの屋
古賀茶業株式会社 63-2333 緑茶販売　カフェ
こども屋玩具店 62-3752 玩具のお店
サイトウフルーツ・ママキッチン 63-2219 小売業
酒井茶舗 62-2538 お茶関係商品全般
坂井木材 63-5465 木材販売
セブンイレブンみやま恵比須町店 63-7702 コンビニエンスストア
鮮魚野徳永 62-3370 新鮮な魚が有ります。

上庄・本郷地区上庄・本郷地区

下庄地区下庄地区

◎全店用のみ使用できます。

◎中小店用・全店用どちらも使用できます。
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加盟店は随時募集中です。本チラシ
に掲載のない店舗であっても、ポス
ターやのぼりの掲示されている店舗
では、ご利用戴けます。
詳しくは各店舗へお問合せください。

応募ハガキ １～８の必要事項を
すべてご記入下さい。

（ き り と り ）

※ご記入いただいた個人情報は、商品券発行事業のみに使用します。

令和２年度追加版プレミアム付商品券 購入申込書
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申込金額 万円分申込み
（１人５万円まで）

氏　　名

フリガナ

性　　別 男　　　・　　　女

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生年月日

電話番号

郵便番号

住　　所

引換場所

※必ず番号に
　○をつけて
　下さい

加
盟
店
の
ぼ
り

大型店

中小店

加盟店
一覧

1. 瀬高郵便局
2. 瀬高上庄郵便局
3. 南瀬高郵便局
4. 江浦郵便局

5. 渡瀬郵便局
6. 岩津郵便局
7. 原町郵便局
8. 野町郵便局

9:00～17:00

□ 同意する

上記の内容に同意の上、購入を申し込みます。

・商品券は１セットにつき、全店用が８枚、中小店用が17枚です。
・中小店用は大型店では使用できません。
・申込数の変更はできません。必要数のみお申込ください。
　また、一度購入した商品券の払戻しはできません。
・あらかじめ指定した引換場所の変更はできません。
・代理購入は、１人につき５人までです。

象牙堂めがね店 62-3567 メガネ補聴器コンタクト販売
高石時計店 62-2462 メガネ宝石時計販売
ドコモショップみやま店 0120-614-111  ケータイ販売・修理等
肉の吉田合同会社 62-2623 精肉販売店
の鶴饅頭店 62-3535 和菓子
橋本節句物店 62-3780 節句物、盆提灯
花のくぼた 62-2513 生花販売
はんの希光堂 63-7611 印章・ゴム印・軽印刷
ファッション　ロビン 62-2056 人と品と繋がる店
フクミツ 63-2201 婦人服販売
婦人服のうめの 62-4996 オシャレのおてつだい
村上屋 62-2313 紳士服販売、補正致します
模型のはら 62-3838 模型小売業

（有）和泉プロパン瀬高 62-3389 ガス・ガス器具
（有）大木種苗園 62-2044 種苗、農業用資材販売
（有）熊川書店 63-2624 雑誌の配達致します
有限会社　高田商会 63-2203 農業機械電化製品販売
ユーデンせたかや（有）パナス 62-2516 家電製品販売修理工事

（有）ベーカーズナカガワ　クロワッサン 63-6868 子供服、婦人服販売
（有）ボナールこば 62-2100 家庭電化製品小売業
吉原呉服店 63-3701 きもの・小物・婦人服
ローソン瀬高下庄店 63-3022 コンビニエンスストア
Bacchu's 090-4486-5855　バー
憩処ぴん 62-5205 ご来店をお待ちしております。
串あげ、いけす料理せるり 88-9993 最大 40 名収容可能
串屋　せん 63-6969 居酒屋
さかき 62-2075 食事と喫茶
さくらテラス 85-8139 レストラン
仕出し まるみや 62-3605 仕出し専門店
食彩工房しゅん 62-3061 居酒屋
正龍館 62-2070 飲食業
創作ダイニング海菜魚 62-3370 創作ダイニングの店
天狗寿司 63-7477 ランチ　すし一品料理
とり博 63-8419 焼鳥・刺身・居酒屋
白山亭みやま店 63-8900 飲食業
丸美寿司・クラシック 62-4958 寿司・仕出し・宴会
焼肉ぎんびしゃ 62-7833 焼肉店
焼肉ソウル瀬高店 63-3833 焼肉と韓国料理
柳寿司 62-2066 寿司・刺身
レストラン橋 62-2827 洋食和食宴会、弁当
レストラン和蘭豆 62-4276 ステーキ、ハンバーグ
all.hair 85-7885 ご来店お待ちしております。
あゆみ進学教室 64-1087 学習塾
大城モータース 63-7300 車検、自動車販売整備

（株）Good　Life 88-9712 家電販売、電気工事
株式会社　堤自動車 62-3709 車販売、車検整備
株式会社　ホームドライ 080-4056-8692 クリーニング
カラオケ花花みやま店 63-8700 カラオケ花花みやま店
合名会社田中モータース 63-6611 自動車整備業
高尾自動車（株） 63-6633 車検、自動車整備
橘や貸衣裳 62-5875 婚礼衣裳　振袖その他
松木デンソーサービス 63-6300 バッテリーの専門店
矢部川クリーニング商会 62-2430 新品同様の出来上がりよ
株式会社　猪口自動車 62-3217 サービス業
有限会社　ガレージ横欧 62-3335 自動車整備、販売
有限会社　庄村自動車 63-2355 車検・一般整備・板金塗装

（有）サンステップ 62-5562 福祉用具貸与・販売
せたかタクシー 63-5152 タクシー＆デリバリー
ニコニコ光タクシー株式会社 0120-60-3318　タクシー業
堀川バス株式会社 0943-23-2115　旅客運送業
今村建設 62-2280 建設業
今村弘建設 62-4314 住まいの困ったを解決

エーケーデザインラボ 78-9605 住宅の新築、リフォーム
株式会社　江上組 63-7557 住宅新築増改築工事
株式会社　瀬口組 85-8363 建築・リフォーム等
株式会社　西原鉄工建設 63-5638 土木・建設業
小宮建工株式会社 62-3674 建築リニューアル工事

（有）三池建設 62-2694 建築一式工事
吉田電気工事株式会社 63-2400 一般電気工事業

（株）池田屋 62-2049 日本酒製造業
タカ食品工業株式会社 62-2161 ジャムマーガリン製造
藤井木工所 62-3643 木工所
みやま総合印刷株式会社 64-7017 総合印刷業

（株）カナクリ設備工業 62-2869 管工事業
（株）ヒエダ 62-2711 建設業
飯田畳店 62-3522 畳製造業
料理屋ソノサキ 63-2019 居酒屋

江崎商店 63-6011 酒類・LP ガス販売
大江食品センター 62-2433 食料品、手作り豆腐製造販売
くすりのせたか 63-5477 医薬品、化粧品販売
ｸﾛｷﾋﾞｽﾎﾟｰｸﾙｰﾑ / ㈲黒木商会 63-5867 オーダースーツ・靴
セブンイレブンみやま小川店 63-3165 コンビニエンスストア
セブン - イレブンみやま河内店 62-5567 コンビニエンスストア
中尾かすり店 63-2106 久留米かすり製品販売
松尾電器 63-6088 家電販売・家電修理
道の駅みやま 67-6477 特産品直売所
八女茶本舗樹徳庵、水茶屋樹徳庵 0120-125-088　おいしいお茶
有限会社　サンエー住設 62-3019 住宅設備機器販売
有限会社　橋本製茶 0120-62-3878　お茶、急須の販売
石橋商事株式会社 63-6100 卸売業
GENZO 63-7505 牛鍋と会席料理の店
居酒屋花より団ご 62-2522 最大 50 名収容可能
いなほ焼き（株）ドゥーウェル 092-406-7387 道の駅で営業しています。
やよい 64-1177 飲食業
小代クリーニング店 62-3455 デリバリ OK
ヘアーサロンみこだ 63-3851 理容業
吉井スタジオ 62-3419 「今こそ！残そう。」記念写真
S.Road（株） 62-5401 一般貨物・引越輸送
株式会社　金子技建 62-3101 建設業

（株）フラットホーム 62-2186 理想の住まいの実現！
有限会社 廣瀬住設 62-2582 管工事業

（有）堤ハウジング 63-5704 建築一般・リフォーム
田中畳店 62-2889 新調畳、畳表替他
野田酒造株式会社 62-5101 酒、古代米、雑穀米
Rencontre（ランコントル） 090-7298-0877 菓子製造販売
高尾商会 62-4666 自動車部品小売業

今石酒店 63-3653 酒、タバコ、駄菓子
お仏壇　墓石のまつお 62-3721 仏壇仏具提灯墓石販売
セブンイレブンみやま上坂田店 63-8656 コンビニエンスストア
東山薬局 62-2866 医薬品健康食品他販売
卑弥呼の里利用組合 62-5717 新鮮野菜他直売所
ふぉれすと きゃっと 88-9114 手づくりケーキ
たかとり旅館 62-3369 飲食業
茶寮はなぞの 63-2664 日本料理
焼肉小柳 63-7154 焼肉
らーめん屋天照 62-7123 飲食店（らーめん）
熊川自動車ボデー 0942-52-3440 自動車整備業
富士自動車整備工場 63-3451 自動車販売整備

南・大江地区南・大江地区

水上・清水地区水上・清水地区



以上の加盟店でご利用いただけます。
追加情報は、みやま市商工会ホームページ
https://miyama.or.jp で ご確認ください。

トータル電機サービス 62-5976 エアコン・電気工事
ビオガーデン 63-3133 エクステリア設計施工

（有）大久保設備工業 62-2996 水道工事業
ズッペン 63-2020 みやまの美味い物加工

岩津屋 22-2566 青果食品販売
エビスヤ田中飼料 22-5202 大好評こだわり手作り弁当
柿原商店 67-2035 酒類・たばこ・食料品
スーパーマークス 22-5952 スーパー
セブンイレブン高田今福店 22-3661 セブンアプリ好評中！
高田家電サービス 67-2851 家電販売修理、電気工事
中尾電器商会 67-2622 家電の事なら中尾電器
森精肉店 22-5332 精肉販売業
藤の家 22-2540 飲食店
玉水酒造合資会社 67-2001 清酒製造業
有限会社　髙田屋 22-5907 新畳、表替え、民工芸畳全般

DOUBLE 22-2371 植物の店
Flower Shop 貴咲 22-4487 生花と結納品販売
Ｙショップ　熊川酒米店 22-5871 美味しいお酒あります
粟田鮮魚店 22-6260 鮮魚販売
イーグルショップみやま店　ビレッジヒル野原 22-4854 自動車に関わる事全般
エルウシジマ 22-5030 婦人服、紳士服、ギフト
菓子工房あずまや 22-5545 道の駅店も使用できます

（株）須崎ふとん店 22-5446 清潔ふとんの専門店
九州車輌販売（有）高田店 22-3700 自転車専門店
坂口商店 22-5637 酒、青果、食料品、その他
サンフィールドすえよし 22-5861 農業機械販売
電’ｓたなか 22-5150 家電販売業
中川原呉服店 22-5865 中高年向き婦人服専門
中島自動車株式会社 64-8776 車販売・車検・板金
ふとんカーテンギフトのしんえい 22-3032 もれなく当たる！！抽選会
松尾呉服店、絵夢、ハニーベル 22-5432 きもの、洋品、雑貨、パン　すてきな環境づくり
明治牛乳高田町販売店 22-4290 乳類の家庭配達
ローソンみやま高田町店 22-6733 コンビニエンスストア
若大将市場 22-5049 健康弁当、総菜等販売
赤身焼肉の 2929 64-2929 地元みやま和牛の焼肉店
居酒屋まさ 22-6334 居酒屋
炭焼・鉄板ダイニングあるじ家 22-6600 居酒屋
とり小屋　暖古扉 22-2666 感動する居酒屋
むつごろ 22-5517 店内飲食又弁当鉢盛等
やきとり鳥笑 22-6645 焼鳥店
やぶれ傘 22-6083 お持帰り・鉢盛強化中！
レストランポテト 22-2492 鉢盛も用意しています
ariS hair ＆Ｓｐａ 22-3390 ヘアー全般、着付
株式会社　白雲社 58-7700 葬祭業
クリーニングまるまさ 22-5458 シミヌキ名人のいる店
スタジオ桑野 22-6460 営業写真店
田中自動車 22-2949 自動車全般お任せ下さい
田中久商会 22-5133 車・自転車・バイク
ヘアーサロン HIDE 22-6535 カット・ヘッドスパ等
みやもと GYM 整骨院 22-5079 酸素カプセル、骨盤矯正
有明交通株式会社 76-3310 タクシー、バス、旅行
石橋瓦店 22-3094 全日本瓦工事業連盟店
かぞくの庭　上野造園 22-3395 造園業
中村（庫）建設 22-5654 住まいのコンビニ

株式会社椛島印刷 22-5117 早く・正しく・美しく！
谷村畳・襖店 0120-193-066 畳工事一式・襖張替え

飯江・竹海・岩田地区飯江・竹海・岩田地区
江浦・開地区江浦・開地区

山川地区山川地区

二川地区二川地区

荒木製蝋株式会社 22-5289 小売業
江口蒲鉾 22-5021 かまぼこ・てんぷら
株式会社カイヤ採種場 22-5872 野菜と花のタネ・苗販売
髙口石油株式会社 22-5255 オイル交換、洗車も OK ！
龍商店 22-5227 弁当、鉢盛、酒類など
株式会社　コヤナギ 22-5251 土木建築金物販売
あづま寿司 22-2030 和食
喜楽寿司 22-3950 寿司・食事処
古賀自動車整備工場 22-5568 自動車整備・販売
杉野モータース 22-5342 自動車販売整備業
永江商会 22-5116 二輪・四輪・修理販売
武藤モータース 22-5455 自動車整備・販売
小宮電設株式会社 22-4504 電気設備工事
杉野産業（株） 22-3105 土木・建設業
モダンキッチン工業 22-4680 住宅設備機器販売施工

（株）江の浦本舗 22-2252 海苔加工品販売

アブラ屋　北原酒店 67-2715 一般小売食品他
石橋電器商会 67-0418 家電品販売
御座敷梅林　青耀園 67-0525 種苗・園芸用品ほか
お茶と結納　かわの 67-2950 電話 1 本で配達します
ペンギン夢楽・余韻 67-0442 食料品販売、飲食店

（株）松尾米穀店 85-5233 お米の販売
松尾薬局 67-0431 医薬品・化粧品等販売
山城衣料 67-0409 お出掛着から仕事着まで
ヱビスヤ衣料品店 67-0413 衣料品全般
お食事処なかはら 67-1182 ザルそば定食他
くいしん坊 67-2093 弁当惣菜焼とり食事処
ふじ乃や季心堂 67-3190 祝事法事宴会食事処
みやまの食卓　風鈴堂 67-2655 コース料理、行楽弁当、鉢盛
加藤モータース 67-2822 自動車販売、整備業
車工房　加藤 67-3198 車検・一般整備・車両販売
スバル設計一級建築士事務所 67-0250 あなたの夢をデザイン

（有）坂梨石油店 67-2022 石油店
（株）シルバーサポートにしだ 67-0803 福祉用具・住宅改修
沖産業 67-1463 建設業
亀山建設 67-2553 建築業
建築工房きたはら 67-1137 建築業
野田建設 67-2545 建設業
原田電気工事 67-1651 電気工事
松尾建築板金加工所 67-0549 雨とい及板金屋根工事
有限会社菅原商事 67-0459 住宅設備工事のみ使用できます
ライフ＆ホーム　いちまる 67-0451 住まいの修理修繕です
弥永染工 67-0480 旗・のれん・幕・袢纏
サンエイ工業 67-0707 砕石業
BB・Bro 63-6278 飲食業・理美容
喜家 090-9075-0610 弁当店
北原モータース 67-2956 自動車整備業


