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（有）三友電器 /にぶのでんき /若観門豆　田井店 /原米穀店 /扇屋薬局 /（株）ダテ薬局　田井店 /うどん館 /らーめん 柚子屋
カフェレストラン ソナール /ガトーマテリオ /（株）アラキ /岡畳製造所 /NOSIDE/ ローリング・コア /道の駅みやま公園パン工房

洋菓子の店ミルクパーラー /ドーナツはなまるこ /喜久屋 /焼肉中華 清味園 /みなと珈琲焙煎所 /メガネの雄飛　築港店
谷川時計店/山下食品 /瀬戸内温泉たまの湯 /もめん畑 /コットンドッグ /（株）興文社 /両備バス　玉野営業所

田井地区

なかや宗義　宇野本店 /（株）岡萬 /玉野魚市場　海の駅シーサイドマート /（株）ダテ薬局　宇野店 /ＮＩＣＳ/エスジェイ山陽

宇野地区

ブティックノンサン /レディースファッション 加奈留 /イッシュフー /美・美サロン /ベストパートナー　メルカ店 /セリア
メガネの明和/メガネの雄飛　メルカ店/（株）ダテ薬局　だてや /（株）ダテ薬局　メルカ店/カフェレストラン時代屋 /うのまち珈琲店

メルカ

奥玉ドラッグ /カラオケ喫茶ピットイン /なかたに　奥玉店 /玉原ドラッグ /boulangerie blanc
奥玉・玉原地区

やまもと製菓 /平尾食料品店 /総合衣料フクヤ　玉本店 /田中屋洋品店 /BARBER HOUSE KAWABE/ ニューポート
（有）永石運動具店 /セキトー時計眼鏡店 /（有）イカリ看板

玉地区

那須衣料店 /岡﨑呉服店 /近土電化ストア /（有）みやけ家電 /はなぱん

東児・山田地区

ヘアーサロンシバタ /（株）ダテ薬局　日比店

和田・渋川地区

ファミリアニハチ /（株）山田快進堂 /スポーツ ドリカム

八浜地区

築港地区

なかや宗義　荘内店 /フクちゃんのパン屋さん /窯じい / 八十八家本店 /ふすま・表具の文仙堂
カイロプラクティックサロン  スクヮーヴァティー /玉野プリント（株）

荘内地区

岩谷青果 /ヘアーサロン山本　紅陽台店 /アルティジャーノ .K

紅陽台・灘崎地区

手打ちうどんうえさか /エディオンこうち電器 /フクちゃんのパン屋さん /船舶無線　荘内店 /旬茶 cocone/ 八十八家本店
ディスカウントドラッグコスモス　荘内店/ニシナフードバスケット　玉野長尾店 /ザグザグ　長尾店 /車検のコバック　玉野荘内店
新車市場　カーベル玉野店 /100円レンタカー　岡山玉野店 /鈑金コバック　玉野荘内店 /三井生協　荘内店
アポロちぇーん　長尾店 /なかや宗義　荘内店 /セブンイレブン　玉野迫間店 /コスモス薬局 /うちのネコ
（株）久文畳商会 /ザグザグ　高崎店 /kawai　photo　studio/ ヘアーサロン原野 /（有）まつや商店 /（株）おもちゃ王国
カイロプラクティックサロン　スクヮーヴァティー /八剣伝　秀天橋店 /窯じい /（有）辰巳刃物 /玉野プリント（株）

荘内地区

※取扱店舗については今後も随時募集致します。最新の取扱店舗については玉野商工会議所ホームページか商品券裏面のQRコードにてご確認ください。

令和3年 7月 26日現在

プレミアム商品券取扱店一覧プレミアム商品券取扱店一覧

プレミアムマリンカード取扱店一覧プレミアムマリンカード取扱店一覧

451 ブックス /Grid Kitchen/（有）金川ランドリー /（株）山田快進堂 /セブンイレブン　玉野八浜町八浜店
スポーツ ドリカム /ドッグランわんこ村 /NS: タカハラ /ハウスクリーニング岡山

発行総
額

 約4.9
億円発行総
額

 約4.9
億円

令和3年度

【9月1日公開予定・以後随時更新】【9月1日公開予定・以後随時更新】

岡山県玉野市築港 1-1-3
玉野商工会議所　行

63 円切手を
お貼りください。

郵 便 は が き

プレミアム商品券・プレミアムマリンカード
合わせて
プレミアム商品券・プレミアムマリンカード
合わせて

※引換券は裏面でご確認ください。
※応募は１人 1回までです。
※引換券は裏面でご確認ください。
※応募は１人 1回までです。
利用できる店舗の最新情報は玉野商工会議所ホームページにてご確認ください。利用できる店舗の最新情報は玉野商工会議所ホームページにてご確認ください。

商品券の購入には、「購入引換券」が必要です。商品券の購入には、「購入引換券」が必要です。

インターネットでのお申込みが簡単・便利!!

①インターネットまたは②専用ハガキ
で「事前申込」を行ってください。

申込期間
▲

▲

引換期間

9月1日●水 ～９月20日●月

10月1日●金～10月3日●日

①インターネット申込
http://tamanocci.jp/news/investigation-news/2684.html
 

切り取り線切り取り線

応募多数の場合は「抽選」を
行います。

裏面の会場にて商品券 または
マリンカードを「引換購入」
引換日、場所は購入引換券でご確認ください。

購入価格

使用期限

1セットの詳細

購入価格

1セットの詳細

10,000 円で［商品券］10,000 円で［商品券］ 10,000 円で［プレミアムマリンカード］10,000 円で［プレミアムマリンカード］

13,000円（プレミアムマリンカード）13,000円（プレミアムマリンカード）12,000円（商品券500円券×24枚）12,000円（商品券500円券×24枚）

検索玉野商工会議所

本チラシのハガキを、切り取
り線に沿って切り取り「事前
申込」をしてください。（本チ
ラシは玉野商工会議所・岡
山南商工会東児支所・マリ
ンカード加盟店などで配布）

※応募は１人1回までです。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当所へのハガキ持
参はご遠慮ください。

※本チラシをコピーした場合は郵送出来ない場合がございます。

※玉野商工会議所・岡山南商工会東児支所のみ
　10月1日（金）・4日（月）～6日（水）販売。（2日（土）、3日（日）は休業）
※引換期間を過ぎた場合は、辞退されたものとみなし無効となります。
※代理引換をされる場合は同一住所のご家族であることが条件となりま
す。同一の住所であることが確認できる本人確認証をご持参ください。

商品券・マリンカード

7 0 6 8 5 3 3
step

step

step

抽選の結果につきましては、当選者の方へのみハガキ
【購入引換券※裏面に見本】にてお知らせいたします。
（９月下旬 頃の発送開始を予定しています）
※より多くの方にご利用頂くため、当選の冊数が応募した数
より少なくなる場合があります。

事前の申込が
必要です。

令和3年度 玉野市プレミアム玉野市プレミアム
〈専用ハガキ〉〈専用ハガキ〉

商品券・マリンカード申込商品券・マリンカード申込

10
（月）

1
（金）

10 1
令和3年 令和4年

▲

✂✂

②ハガキ  ➡ 右の専用ハガキでお申込ください。
（当日消印有効）日数に余裕をもって投函してください。

八浜地区

➡

申込期間/9月1日（水）～ 9月20
日（月

）
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月月 日 日

（株）ダテ薬局　日比店 /ファミリーマート　玉野日比店 /安井理髪館 /シャディサラダ館　渋川店　香本商店
ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル /渋川カブーロ浜茶屋 /洋食屋さんボヌール亭 /三井生協　日比店 /ヘアーサロンシバタ
石川米穀店 /ヤング理容室 /三井生協　和田店 /ドラッグセイムス　玉野和田店 /木村石油店 /手打ちうどん和田 /藤原畳店

和田・日比・御崎・渋川地区

最新情報

令和3年 7月 26日現在

最新情報



本引換券 現金

イメージ図
お好みハウス シェ・トワ

大藪・後閑

後日郵送されてくる「購入引換券」の
ハガキと現金をご持参のうえ引換会場へ
ご来場ください。（再発行はいたしません。）

応募に際しての
同一名義人での
複数申込は無効と
なります。

インターネットでの
お申込みが簡単・便利!!

申込期間

郵便番号
9月1日●水 ～9月20日●月 当日消印有効

10月1日●金 ～10月3日●日 

自宅住所

ふりがな

※必須

※必須

※必須

※必須

※必須

※必須

※任意

氏　　名 （　  　歳）

ー　　　　　ー

※申込ハガキ 1枚につき 1名のみ申込できます。

電話番号

購入セット数（一人合計 5セットまで）

引換会場（いずれかに○をお付けください）

マリンカードをお持ちの方（会員番号 8ケタをご記入ください。）

×　　　セット＝　　　　　　円

×　　　セット＝　　　　　　円

　　　　　合　計　　　　　　　円

日中必ずつながる番号を記入ください。

同  意  欄 下記を必ずご確認ください。

商品券・プレミアムマリンカードの使用期限（令和4年1月10日㈪まで）
を過ぎた場合、無効になることに同意のうえ申し込みます。
申込多数の場合、当選の冊数が応募した数より少なくなる場合が
あることに同意のうえ申し込みます。

引換会場

※いずれかの会場をお選びください。

引換
期間

①ショッピングモールメルカ　②三井生協荘内店
③三井生協和田店　④岡山南商工会東児支所　⑤玉野商工会議所

①ショッピングモールメルカ1Fセントラルコート（玉野市宇野 1-38-1）
②三井生協荘内店（玉野市長尾 746-1）
③三井生協和田店（玉野市和田 5-12-1）
④岡山南商工会東児支所（玉野市胸上 2636-2）
⑤玉野商工会議所（玉野市築港 1-1-3）

①～③…10：00～18：00
④～⑤…  9：00～17：00

※10月2日（土）・10月3日（日）は販売しません。

④～⑤

①～③

※必須項目に記入漏れがあった場合は、無効となりますのでご注意ください。

切り取り線切り取り線

●令和3年度玉野市プレミアム商品券・プレミアムマ
リンカードは事前予約販売となります。応募多数
の場合は抽選となります。

●より多くの方にご利用頂くため、当選の冊数が応
募した数より少なくなる場合があります。

●抽選の結果につきましては、当選者の方へのみハ
ガキ【購入引換券】にてお知らせいたします。

　（９月下旬頃の発送開始を予定しております。）
●抽選結果のお問い合わせについては、お答えいた
しかねます。

●商品券の使用期限は、令和3年10月1日（金）～令
和4年1月10日（月）までとなっております。

●同意欄は必ずお読みください。
●必要事項に記入漏れがあった場合には無効となり
ます。

の3日間

の4日間

令和3年

10月1日●金 令和3年
10月4日●月 ～10月6日●水 令和3年

http://tamanocci.jp/

申込
方法

インターネットまたは専用ハガキで
お申込みください。

お問い合わせ先お問い合わせ先
玉野市プレミアム商品券事務局

（玉野商工会議所内）
〒706-8533　岡山県玉野市築港1-1-3 産業振興ビル4F

TEL：0863-21-2319（0863-33-5010）

検索玉野商工会議所

× 申込後の
セット数の変更は
できません。×

※記入いただいた個人情報は、玉野商工会議所にて厳重
に管理し、抽選の連絡（購入引換券）の発送以外の目
的では使用しません。

玉野市プレミアム
商品券・マリンカード申込ハガキ

令和
3年度

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当所へのハガキ
持参はご遠慮ください。

インターネットの場合は、玉野商工会議所
ホームページをご確認ください。（左記の
QRコードからも確認できます。）

引換
時間

✂✂

岡畳製造所 /（有）西岡食品 /（有）有馬鮮魚 /ガトーマテリオ /（株）大村モータース /（株）アラキ /道の駅みやま公園
権太茶屋　深山店 /バイクステージツーウェイ /（株）わたなべ生鮮館　玉野店 /三井生協　田井店 /ビューティーサロンれい
つるかめ食堂 /（株）ダテ薬局　田井店 /若観門豆　田井店 /美容室グレイス /ノイズバーバーズショップ
カフェレストラン　ソナール /ドラッグセイムス　玉野田井店 /扇屋薬局 /うどん館 /（有）黒田電機工業所 /らーめん　柚子屋
原米穀店 /（有）三友電器 /LUCY（ルーシー）/にぶのでんき /ヘアーサロンアヤタ /宇野港ラーメン /日本料理　古風楽宗
双葉タクシー（株）/京町雄悟　行政書士事務所 /深山のカフェ食堂

＃8WIRE/ めんくい / 焼肉ダイニングじんや /（有）池田屋　宇野店 /Honda　Cars　玉野　玉野店 /（株）笹野モータース
DCMダイキ　玉野店 /焼肉たまや　宇野店 /タマヤ　宇野店 /（株）コーダ　宇野店 /眼鏡市場　玉野店
キムラヤのパン　玉野店 /なかや宗義　宇野本店 /大国堂 /カメラのキタムラ　玉野店 /鮮Do！エブリィ　玉野店
BOLLARD　COFFEE・全感覚スパイス /（株）岡萬 /（有）共栄工業所 /コンビニエントリカーショップひこや /（有）玉野画材
ザグザグ　宇野店 /（株）イトウゴフク　玉野店 /（株）わたなべ生鮮館　宇野店 /玉野ゴルフ倶楽部 /玉野ゴルフ俱楽部 レストラン
（株）ダテ薬局　宇野店 /大賀釣具店 /（株）中原三法堂　玉野店 /ファミリーマート　玉野宇野店 /ゲオ　玉野店
玉野魚市場　海の駅シーサイドマート /（株）サン・ライフ・ハナオカ /すし遊館　宇野店 /おもちゃ☆おとぎの国
styling space M’s Q’s/ トラベル・アイ

ベストパートナーメルカ店 /メガネの雄飛　メルカ店 /美・美サロン /カギと印鑑のマルコット /シューズショップ　デュオ　玉野店
天満屋　玉野ショップ /天満屋ハピータウン　玉野店 /レディースファッション 加奈留 /まき理容室　玉野店 /カフェレストラン時代屋
メガネの明和 /旅のたけだ屋 /（株）ダテ薬局　メルカ店 /イッシュフー /ブティックノンサン /（株）ダテ薬局　だてや
花のアラベスク　玉野店

タマヤ　東児店 /かくまつや　東児店 /（有）三宅石油店 /阿部商店 /岡﨑呉服店 /（有）三宅ガス /（有）東児 /中島車輌
（有）コーサン商会 /近土電化ストア /那須衣料店 /東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ /（株）JA岡山　胸上給油所
（有）村上電設工事 /和気商店 /髙畠モータース /（有）みやけ家電 /はなぱん /金光薬品　玉野東児店 /サニー・スポット
ヘアーサロン松本

（株）ヤマダデンキ　テックランド玉野店 /VIVA UNO/無天茶坊 /喜久屋 /萬屋　萬福軒 /（有）池田屋　本店 /bollard
SEIKODO　☆　セイコー堂 /瀬戸内温泉たまの湯 /理容大野 /もめん畑 /コットンドッグ /山下食品 /馬場釣具・化粧品店
（株）山田快進堂　宇野店 /村松精肉店 /洋菓子の店ミルクパーラー /焼肉中華　清味園 /おまち堂　宇野港本店
メガネの三城　玉野店 /PLASTIC ARTS/ ヘアーメイクワシントン玉野店 /メガネの雄飛　築港店 /サンコア /pirka
シェアショップ　UZ/（株）興文社 /ウノポートイン（UPINNカフェ）/カード　マイスター /ミカヅキショウテンウノミナト
カフェ＆ジェラート　ロベルト・ウノ /田中屋 /ココカ古書店 /居酒屋こなき爺い /マルヰガス南岡山（株）/居酒屋やたい
居酒屋ふれあい /谷川時計店 /ビューティーサロンすずらん /おみそとおさかな /ヘアメイク　りあん /ドーナツはなまるこ
真花房 /藤音庵 /ファッションセンターしまむら　玉野店 /山陽マルナカ　宇野店 /八剣伝　築港店 /アタック　玉野店
三友カーセンター /hair salon &/ 手作りパンの店　プチ /アースファミリー　玉野店 /Quench

ビューティタケシ /（株）MESファシリティーズ トラベルグループ /総合衣料フクヤ　玉本店
紳士用品、総合ユニフォーム KODERA/ 盃酔の陣（焼肉いっぷく）/井上惣菜店 /（有）不二電機 /The Corner/（有）イカリ看板
Men's shop NISHIUCHI/ サロンド藍＆藍の街美容室 /三井生協　本部店 /やまもと製菓 /ヘアーサロンキクチ
旭自動車（株）（旭タクシー）/待夢 /串乃友 /（有）永石運動具店 /ニューポート /セキトー時計眼鏡店 /富士タクシー（株）
リトルマーメイド　玉野店 /田中屋洋品店 /（有）片山電機商会 /BARBER　HOUSE　KAWABE/ 桝屋きんとき /ヘアーサロン小林
（株）岡崎建材 /こなだらけ /平尾食料品店

奥玉ドラッグ /なかたに　奥玉店 /奥玉・判のいでい /玉原ドラッグ /ファミリーマート　玉野玉原店 /髙山産業（株）　玉野支店
boulangerie　blanc/ 玉基屋

田井地区

宇野地区

メルカ

東児地区

築港地区

玉地区

プレミアム商品券取扱店一覧プレミアム商品券取扱店一覧

奥玉・玉原地区

商品券

プレミアムマリンカード
12,000 円分（10,000 円）

13,000 円分（10,000 円）

0,000

0,000

0,000

土・日休み

土・日休み

購入引換券
見本

購入引換券
見本


