小・中学校の活動や環境整備など子ども
たちの教育に利用されます。

高齢者の運転免許自主返納の方へお買物
券（2,000円分）が進呈される支援です。

現在（平成26年度）25校に参加いただいてい
ます。
（中学校5校・小学校20校）
平成25年度は17件193,000円換金されました。
学校備品、部活動用品などにご利用いただいて
います。

平成25年度の運転免許証自主返納者数は125
件250,000円のお買物券を進呈しています。

玉名市内小・中学校PTAへ

付いてきます

教育環境支援

お好みで

各PTAへ進呈してください

常時交換

高齢者の事故防止支援

㉞

し

㈱木村海苔

お店の

し

苔を新鮮なうちにお届
けするよう心掛けてい

賞を受賞しました。
お召し上がりください。

し

営業時間／10：00〜20：00
定休日／火曜日（変更有）
〒865-0064 玉名市中1798
TEL/FAX 0968-74-5171

㊴

備長炭焼 竜神村

お店の

いちお

お好み焼き
焼そば
焼めし
バラエティートッピング

㊵

し

美容室それいゆ

営業時間／17：00〜22：00
定休日／火曜日
〒865-0064 玉名市中1813
TEL 0968-74-2924

炭火で１本１本丁寧に
焼きあげます。
手造りのコロッケ、メン
チカツ他多数ご用意し
ております。
アットホームな店で女
性おひとりでもお食事
だけでも大歓迎です。
お気軽にご来店くださ
い。
お待ちしております。

し

お店の

いちお

髪を元気にする
ノンジアミンカラーの店。
やさしいスタッフが、あ
なたの髪のなやみを改

営業時間／ 平日 9：00〜18：30
土日祝 9：00〜18：00
定休日／水曜日
〒865-0015 玉名市亀甲259-3
TEL 0968-71-0588 FAX 71-0515

善します。
どうぞ御相談ください。

クーポン券

各種パーティー承り
ます。

営業時間／8：00〜18：00
定休日／日曜日、祝日
〒865-0064 玉名市中1789
TEL 0968-74-2411 FAX 74-4020

いちお

玉名名物バター焼き

豊富な鉄板焼メニュー

庭用燃料の販売・配送

お店の

いちお

営業時間／ 11：00〜22：00
（L･O 21：30）
定休日／水曜日
〒865-0064 玉名市中1801-1
TEL/FAX 0968-72-3725

LP ガス、灯油などの家

加盟店募集

営業時間／7：30〜19：30
定休日／日曜日
〒865-0064 玉名市中1655-1
TEL 0968-74-1717 FAX 79-7337

秘伝のたれで味付けし
た海苔は農林水産大臣

㊱ お好み焼き＆鉄板焼き 橘屋本舗

お店の

お客様のカーライフサ
ポートをモットーに地域
の 安全・安心にもお役
にたてる
「頼れるガソリ
ンスタンド」
を目指して
います。
無料の車両点検や自信
のあるカーケア作業で
皆様の快適なカーライ
フを応援してまいります。

ます。

これまでいくつものコ
ンテストに出場し、日本
一に輝いたシェフが創
り出すケーキは季節ご
とに変わっていきます
が、中でも不動の人気
はモンブラン！
！また、カ
フェスペースではパフェ
や皿盛りデザートもご
用意しております。

いちお

たまなスタンプ会

有明石油㈱

美味しい有明海産の海

し

お店の

いちお

ひまわりテレビ

㉟

し

野中プロパン

お店の

いちお

営業時間／8：00〜17：00
定休日／日曜日、お正月、お盆休み
〒865-0064 玉名市中1653番地
TEL 0968-74-1222 FAX 74-2549
kimuranori.1955@lake.ocn.ne.jp
http://www.kimuranori.co.jp/

㊳

☎74-0086まで

ＥＣＯ

営業時間／ 平日 8：30〜18：00
日・祝 9：00〜18：00
定休日／なし
〒865-0064 玉名市中1177-1
TEL 0968-73-3418 FAX 74-4879
izumiya7@gaea.ocn.ne.jp

㊲ 創作仏蘭西菓子 ロワゾーブルー

お店の

いちお

◦ご結婚引出物
◦出産内祝
◦快気祝
◦法事引出物
◦記念品
◦カタログギフト
◦毎日のうつわ、
単品あれこれ
◦ＩＨ用鍋
◦ＩＨ用フライパン等
多数揃えてます。

し

協同組合たまなスタンプ会事務局

観光商店街

ニューいずみや

加盟店へお渡しください

お問い合わせ先

地域応援券

㉝

高齢者の事故防止支援

Ｗチャンス

玉名地区交通安全協会へ
地域応援券100枚で
1,000円のお買物券に交換いたします。

商品券

教育環境支援

ハローポイントの達人

満点ポイントの
お買い物で

玉名地区交通安全協会へ

加盟店マップ

下記対象団体で利活用していただいています！

玉名市内小・中学校PTAへ

スケジュール

ご存知ですか？
『 地域応援券 』

協同組合たまなスタンプ会は、
地域の子どもたちの健やかな育成と地域の安心安全に貢献する事を
目的とし、地域応援券を発行しています。

地域応援券

教育環境支援

〈地域応援券〉を収集してご利用ください。

玉名市内小学校・中学校

交換金額

台紙10冊分で1,000円のお買物券として交換

交 換 日

毎年３月・７月・11月の10日〜15日の期間（年３回）

希望校（PTA）

常時交換

協同組合たまなスタンプ会お買物券2,000円分進呈

※お買物券には有効期限（発行日より１年間）がございます。

運転経歴証明書（手数料1,000円）の無料提供

Ｗチャンス

玉名市内タクシー3社によるタクシー料金割引制度

（合同タクシー、玉名タクシー、岱洋タクシーでの料金1割引）

協同組合たまなスタンプ会事務局

し

し

ORTHODOX
TRADITIONAL
CLASSIC
MODE を 軸 にシン プ

のある洋服を展開して
います。

し

し

www.yoka-ocya.com（よかお茶ドットコム）

㊼

松岡薬の店

お店の

いちお

肩こり
ギックリ腰
ムチ打ち
坐骨神経痛 他

TEL 0968-72-5437 FAX 72-5437

㊽

し

思い出工房 たかす

TEL/FAX 0968-72-2802

し

お店の

いちお

いちお

いざという時、
この一丸
「日水清心丸」
奇跡を起こす、不思議な
“元気玉”
脳梗塞、熱中症、38 ℃
以上 の 熱、血圧上昇、
動悸、更年期 の 不調、
営業時間／9：00〜19：00
喘息、子供の風邪
（発作
定休日／ 元旦
、か
（日曜日午後より不定休あり） をおこす心配の時）
んの虫、など。
〒865-0015 玉名市亀甲79（駅通り）
─ ご相談ください ─

東京海上日動火災保険
代理店

営業時間／8：30〜19：00
定休日／日曜日
〒865-0064 玉名市中19
TEL/FAX 0968-73-5845

写真プリント1枚からき
れいな出来上がり。証
明写 真2枚1組648円
プラス1枚ごとに108円
のプラスで何枚でも…。
証明写真撮影のデータ
保存はプラス324円で
出来ます。スタジオ記念
撮影は8,640円から沢
山撮影した中からお好
きなポーズが選べます。

クーポン券

腰痛

スマホプリント・デジカ
メプリント・文字入 れ
写真 な ど 写真 の 事 な
ら、なんでも出来ます！
DVD ダビングも OK！
スマホで撮った写真は、
お店で選んで、その場
営業時間／9：00〜19：30
でプリントできます。わ
定休日／なし（年末年始休み有り）
からない 事は何でも、
〒865-0015 玉名市亀甲字前田110
いつでも聞いてくださ
（ダイレックス玉名中央店 内）
いね！
！

営業時間／ 7：00〜20：00
祝日 9：00〜17：00
定休日／日曜日
〒865-0015 玉名市亀甲83-3
TEL 0968-73-2211 FAX 72-2554

加盟店募集

バランスから

灯油・配達
ガス器具・設備

お店の

いちお

健康は身体の

LPガス
（家庭用）
ガソリン

たまなスタンプ会

㊹ フジカラー パレットプラザ 玉名店

お店の

営業時間／9：00〜19：00
定休日／火曜日
〒865-0015 玉名市亀甲168-1 亀甲ビル1F
国道208号線 大礒耳鼻科入口
TEL 0968-74-5087
0120-53-4970

だわりを込めストーリー

いちお

ひまわりテレビ

営業時間／10：30〜19：30
定休日／1月1日
〒865-0015 玉名市亀甲257-9
TEL/FAX 0968-74-1117

ルな中にも細部までこ

当店のお茶は、日本茶イ
ンストラクターの資格を
持 つ 店長 が、生産者 の
わかる状態で荒茶を直
接仕入れて製茶。問屋
営業時間／9：00〜19：30
を通さず直売で、値段以
上のおいしさと価値あ
定休日／なし
るお茶を販売していま
〒865-0015 玉名市亀甲字前田110
（ダイレックス玉名中央店 内） す。玉名ブランド認定品：
深蒸し白折茶
「髙瀬のみ
TEL/FAX 0968 -74 -1555
どり」
がオススメです！

し

お店の

いちお

ＥＣＯ

VINTAGE

㈱吉田林蔵商店

お店の

いちお

熊本中央信用金庫 は、
昨年、創立90周年を迎
えました。地域と共に生
き、皆様と共に歩 んだ
90年。これからも金庫
の総力を結集し、
地域と
皆様と共に歩んでまい
ります。ハロースタンプ
カードをお持ちのお客様
は、
お取引内容に応じて
ポイントを進呈致します。

㊻

し

お店の

いちお

玉名中央整体療術院

㊺ 柳屋茶舗 ダイレックス玉名中央店

観光商店街

㊷ ファッションメッカ フクモト

お店の

営業時間／9：00〜15：00
定休日／土・日・祝日
〒865-0015 玉名市亀甲257-3
TEL 0968-74-2200 FAX 74-4409

を実施しています。

地域応援券

㊶ 熊本中央信用金庫 西部支店

商品券

表彰状の進呈（玉名警察署長と玉名地区交通安全協会長連名）

対象団体

ハローポイントの達人

ハローポイント満点ポイントご利用の際に

加盟店マップ

部活動資金へご利用いただけます。

㊸

１年間に
100名以上の方が
返納されて
います！

運転免許証を自主返納する
高齢運転者への支援を図るため、
玉名地区交通安全協会、
協同組合たまなスタンプ会、
玉名市内タクシー3社が連携し、
自主返納の特典として、交通安全協会加入者で自主返納する方に、

PTA活動資金及び学校施設関係並びに

交換場所

高齢者の事故防止支援

スケジュール

地域応援券

