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特 別 講 演 7月5日（金）　9：00

商業者の行動力と知恵

粕
か す や

谷　哲
て つ お

夫　氏　（販促工学研究会主宰）

桑
くわじま

島　俊
としひこ

彦　氏　（全国共通商品券連絡協議会会長）

■プロフィール

昭和8年生まれ

東京大学教養学部　教養学部イギリス科　卒業

住友商事（株）　に入社、主に鉄鋼輸出業務に従事

海外駐在　アメリカ2回、　インド一回、　合計約14年

海外出張多数。

平成2年に日本カードに転じ　販促工学研究会を主宰し、小売商業、販売促進、商品券、

ポイント、カード　および　商店街の社会学などを研究。

最大の関心は　「買いの発生」。

最近は、商店観察の傍ら、　中国関連の勉強にいそしむ。

近代史関連事項の講演もぼつぼつ。

■プロフィール

※クロストークプロフィールをご覧ください。
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共通商品券全国大会の歩み

第1回共通商品券全国大会	 〈紀の国フォーラム−商業の未来を求めて〉
1987年（昭和62年）9月21日（月）〜22日（火）　和歌山県田辺市　紀南文化会館
■主催／田辺市商業協同組合・田辺市・田辺商工会議所・和歌山県中小企業団体中央会・田辺市商店街振興組合連合会

第6回共通商品券全国大会 in 伊勢	 〈甦ろう中心商店街21世紀〉

2001年（平成13年）6月13日（水）〜14日（木）　三重県伊勢市　伊勢市観光文化会館
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／伊勢市商店街連合会
◦後援／中部経済産業局・三重県・三重県産業支援センター・三重県商店街振興組合連合会・三重県商工会連合会・（社）

前払式証票発行協会・神宮司廳・伊勢市観光協会・伊勢青年会議所・伊勢商工会議所青年部・伊勢志摩コンベ
ンション推進機構・中日新聞社・毎日新聞社・日本経済新聞社・産経新聞社・伊勢新聞社・読売新聞中部本社・
NHK津放送局・三重テレビ放送・百五銀行・第三銀行・三重銀行・三重信用金庫・三井海上・伊勢ケーブルネッ
トワーク・東海旅客鉄道・近畿日本鉄道

◦協賛／伊勢市・伊勢商工会議所・三重県中小企業団体中央会

第2回共通商品券全国大会	 〈日本海フォーラム〉
1989年（平成元年）10月12日（木）〜13日（金）　新潟県柏崎市　柏崎市産業文化会館
◦主催／新潟県共通商品券組合連絡協議会
◦共催／新潟県中小企業団体中央会・柏崎商工会議所
◦後援／新潟県・柏崎市・協同組合柏崎市商店連合会

第3回共通商品券全国大会	 〈地域商業活性化フォーラム	in	はちのヘ〉
1993年（平成5年）9月9日（木）〜10日（金）　青森県八戸市　八戸グランドホテル
◦主催／八戸商工会議所・はちのへ共通商品券協同組合
◦後援／東北通商産業局・青森県・八戸市・青森県中小企業団体中央会・青森県商店街振興組合連合会

第4回共通商品券全国大会 in 秋田	 〈地方都市におけるソフト事業〉

1996年（平成8年）10月8日（火）〜9日（水）　秋田県秋田市　秋田キャッスルホテル
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／秋田市共通商品券協同組合
◦後援／秋田県・秋田市・秋田県中小企業団体中央会・秋田魁新報社・NHK秋田放送局・ABS秋田放送・AAB秋田朝

日放送・秋田銀行・北都銀行・秋田信用金庫・秋田県信用組合
◦協賛／秋田商工会議所・秋田市商店街連盟

第5回共通商品券全国大会 in 長岡	 〈21世紀に生き残れるか・・中心商店街〉

1998年（平成10年）10月8日（木）〜9日（金）　新潟県長岡市　長岡グランドホテル
◦主催／全国共通商品券連絡協議会・新潟県共通商品券組合連絡協議会
◦主管／長岡市共通商品券協同組合
◦後援／新潟県・長岡市・新潟県中小企業団体中央会・（社）前払式証票発行協会・日本経済新聞社・新潟日報社・長岡

新聞・NHK新潟放送局・BSN新潟放送・NST新潟総合テレビ・TeNYテレビ新潟・NT21新潟テレビ21・北
越銀行、三井海上火災

◦協賛／長岡商工会議所・長岡市商店街連合会
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第7回共通商品券全国大会 in 八戸	 〈待ったなし！わがまち、わが商店街〉

2003年（平成15年）10月22日（水）〜23日（木）　青森県八戸市　八戸市公会堂
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／はちのへ共通商品券協同組合
◦後援／東北経済産業局・青森県・八戸市・青森県中小企業団体中央会・全国商店街振興組合連合会・青森県商店街振

興組合連合会・（財）21あおもり産業総合支援センター・八戸商工会議所

第8回共通商品券全国大会 in 輪島	 〈地域商業の再生と活力あるまちづくりに向けて〉

2005年（平成17年）11月8日（火）〜9日（水）　石川県輪島市　輪島市文化会館　輪島商工会議所ぷらっと訪夢
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／輪島市商店連盟協同組合
◦後援／中部経済産業局・石川県・輪島市・輪島商工会議所・石川県中小企業団体中央会・石川県商工会連合会・石川

県商店街振興組合連合会・石川県商店街連合会・能登地区スタンプ会連合会・輪島市商店街連合会・株式会社
まちづくり輪島・社団法人前払式証票発行協会

第9回共通商品券全国大会 in 新潟	 〈地域社会と商業の連携〉

2007年（平成19年）10月3日（水）〜4日（木）　新潟県新潟市　朱鷺メッセ
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／協同組合新潟市商店連合会
◦共催／新潟商工会議所・新潟県共通商品券組合連絡協議会・新潟市商店街連盟
◦後援／新潟県・新潟市・全国商店街振興組合連合会・（社）前払式証票発行協会・（社）新潟県商工会議所連合会・新潟

県中小企業団体中央会・新潟県商工会連合会・新潟県商店街連合会・新潟県商店街振興組合連合会・（財）新潟
観光コンペンション協会・新潟交通・第四銀行・北越銀行・大光銀行・新潟信用金庫・新潟懸信用組合・NHK
新潟放送局・BSN新潟放送・NST新潟総合テレビ・TeNYテレビ新潟・UX新潟テレビ21・日本経済新聞・新
潟日報社

第10回共通商品券全国大会 in 高岡	 〈地域経済活性化と商店街の役割〉
2009年（平成21年）6月2日（火）〜3日（水）　富山県高岡市　ウイング・ウイング高岡
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／協同組合高岡市商店街連盟
◦後援／経済産業省中小企業庁・富山県・高岡市・全国商店街振興組合連合会・（社）前払式証票発行協会・富山県商工

会議所連合会・富山県商工会連合会・富山県中小企業団体中央会・富山県商店街連合会・富山県商店街振興組
合連合会・FKK工アーサービス（株）・高岡信用金庫・北陸銀行・北国銀行・富山銀行・富山第一銀行・福井銀
行・砺波信用金庫・氷見伏木信用金庫・北日本新聞・富山新聞・読売新聞北陸支社・NHK富山放送局・北日本
放送・チューリップテレビ・富山テレビ放送・ラジオ高岡

◦協賛／高岡商工会議所・高岡市商店街連盟・高岡市商工会

第11回共通商品券全国大会 in ふくやま	 〈今こそ本業に磨きをかけよ！〉
2011年（平成23年）11月10日（木）〜11日（金）　広島県福山市　福山ニューキャッスルホテル
◦主催／全国共通商品券連絡協議会
◦主管／協同組合神辺わかば会
◦共催／神辺町商工会
◦協賛／沼隈内海商工会・福山北商工会・福山あしな商工会
◦後援／中国経済産業局・中国財務局・広島県・福山市・全国商店街振興組合連合会・（社）日本資金決済業協会・（株）

全国商店街支援センター・広島県商工会連合会・広島県中小企業団体中央会・広島県商店街振興組合連合会・（社）
広島県観光連盟・（公財）ひろしま産業振興機構・福山商工会議所・福山市商店街振興組合連合会・福山市商店
会連盟・（社）福山市観光協会・神辺町観光協会・しまなみ信用金庫・備後信用組合・福山ニューキャッスルホ
テル・日本経済新聞福山支局・朝日新聞福山支局・毎日新聞福山支局・産経新聞福山支局・中国新聞備後本社・
山陽新聞社・NHK広島放送局・中国放送・広島テレビ・広島ホームテレビ・テレビ新広島・エフエムふくやま・
広島エフエム放送



− 60 −

大　会　宣　言

第8回　輪島宣言

第9回　新潟宣言

　商店街の空洞化による中心市街地の衰退は、地域の生活基盤そのものの崩壊に結びつく「まち」の危機的状況を招
いている。厳しいこのような状況を打開するためには、商業者すべてが危機感を共有し、日々の商業活動やまちづ
くりに積極的に取り組んでいくことが重要である。磨かれた英知と年月かけて構築してきた社会的な信用を「挺子（て
こ）」に、熱意を持って邁進していくことが大切である。それには、商業活動に積極的に立ち向かう商業者自身の「気力」
を充実する必要がある。商業者の未来は夢や希望で満ち溢れ、力強く、自分の未来を切り開き、それぞれの個店や
企業に理想の姿を求め、その目標に向かうため日々努力する。そして、よって立つ基盤であるそれぞれの地域社会
を愛し、地域発展に地道に協力し貢献することが大切である。現状維持であるより、たとえリスクはあっても1歩
でも2歩でも前進する気概を「第8回共通商品券全国大会IN輪島2005」に集い、2日間に渡り学び議論し、確認した。
次の通り「輪島宣言」をまとめる。

1．	お客様とのコミュニケーションのためにある、スタンプやポイントカードは地道に長く積極的に取り組むこと
で真価が問われるものである。貯めて頂き、付加価値を付け、お客様に夢を持ってもらうことが大切である。

2．	商品券は商業活動の信頼の証であり、贈って喜ばれ、もらってうれしく、使って楽しくなるものにしなければ
ならない。そして、商品券のもつ社会的な役割や機能を十分に発揮するように努めます。

3．	「活力あるまち」は、商業活動の活性か無くして実現は不可能である。商業者は、関係する諸団体、行政と連携し、
「地域商業の再生」と「活力あるまちづくり」に積極的に取り組みます。

4．	当協議会は全国の商業者と商店街に対して共通する課題をさぐりしその解決策を広く提案する組織となるよう、
力を合わせて積極的に行動する。

　今大会で、それぞれの特徴ある地域で夢や希望を共に語り合い、各地の個性が自由に交流し互いに良き刺激となり、
小さな種が大空へ葉を広げる樹となり、各地で香る風となって芽が吹いて行く事を祈念します。
　「やる気とあきらめないことが、全ての目標に達成するという」ことを確信しつつ、大会宣言とする。

	 	 平成17年11月9日
	 	 第8回共通商品券全国大会

　2006年まちづくり3法改正と指針の見直しによる中心市街地活性対策の大転換は、地域コミュニティの生活基
盤としての中心市街地の重要性を国レベルで、明確に気づいた証しである。
　商店街は2004年新潟県中越大震災、2007年能登半島地震、新潟県中越沖地震を経験し、それぞれの地域で壊
滅的な被害にあいながらも、地域コミュニテイの中心としての役割を果たし、復活してきた。
　改正された法制度が、「空洞化が進む商店街の再生にどのように、実効あるように運用・活用されうるか」が議論
される中、我々は「第9回共通商品券全国大会」に集い、2日間にわたって討議し、以下を「新潟宣言」としてまとめる。

1．	商業者は地域コミュニティ形成の中心的存在となるべく努力しなければならない。そのために、地域商店街組
織は商業的機能に加え、防災、防犯など社会的役割をいかに果たすかを追求し、実現に向けて邁進する。

2．	商業者や地域商店街が行う顧客満足のための活動が「街」の賑わいを作り出すことを確信し日々努力する。
3．	当協議会は、地域商店街の共通課題に幅広く取り組む組織として情報発信力を高め、問題解決寄与の一端を担
うベく積極的に行動する。

4．	大型店等の商店街組織などへの加入を促進する条例が全国各地で制定されつつある。当協議会は、この条例制
定が全国で促進されるよう行動する。

　少子高齢化の進行は商業者や地域商店街組織に今以上の自助努力を求めることになるが、それを通してこそわれ
われは地域社会に貢献することを確信し、大会宣言とする。

	 	 平成19年10月4日
	 	 第9回共通商品券全国大会
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第10回　高岡宣言

第11回　福山宣言

　昨年来の米国発の金融不安は、世界経済を揺るがす事態となり、百年に一度と言われる経済環境のもと、第10
回の記念すべき全国大会が、時あたかも開町400年の高岡で開催された。
　林文子氏のすばらしい基調講演もあり、国・地方・商店街の関係者が地域経済の活性化と商店街の役割について
深い議論がされた。
　また、共通商品券、スタンプ・ポイントカードの在り方、商店街活性化と地域貢献への取り組みについて、闊達
な意見交換がなされたことは、誠に意義深いものがある。
　ここに、以下を「高岡宣言」とする。

1．	商業者は、お客様から信頼されるお店を実現していくため、ビジネススキルの基本である「お客様が主役」「お客
様を大切にする」「お客様を好きになる」ことを自覚し、徹底した努力を重ねなければならない。

2．	地域商店街組織は、商品・サービスの販売機能を強化するとともに、地域社会、一般市民が商店街にいかなる
機能を求めているか、真剣に探求し、その実現に邁進しなければならない。
そのためには、商店街以外の人々・組織と交流を積極的に進めなければならない。

3．	当協議会は、地域商店街の共通課題を深く掘り下げ、関係機関と連携し問題解決に向け積極的に行動していか
なければならない。

　今、私達商業者及び商店街は、地域社会に貢献していく使命を確認し、その責任を果たすことを宣言する。

	 	 平成21年6月3日
	 	 第10回共通商品券全国大会

　2006年の「まちづくり3法」の改正と指針の見直し、それに続く2009年の「地域商店街活性化法」の施行など、商
店街や地域商業（以下、商店街）は単に物流を担うだけでなく、地域文化の継承、地域の安心・安全、少子高齢化へ
の対応など、生活者日常のあらゆる場面において商店街ならではの「地域コミュニティーの担い手」としての機能が
求められ、またかつてこれらを担ってきたこと、そして今後ますますこの役割が大きくなるであろうことは、もは
や周知のこととなった。
　その一方で、われわれを取り巻く経済環境は依然厳しく、ことに今年は東日本大震災や台風豪雨などの大災害も
頻発し被災地の商業復興の困難はもとより、経済状況の厳しさや世相の閉塞感が増大し、われわれ商店街の存亡は
かつて無い危機的な状況にあることもまた事実である。
　しかし、これら逆境とも呼ぶべき困難な状況は、われわれが地域に立脚し、担い、集い、またそこに生活する人々
の絆と信頼を深めることの大切さを如実に問いかけ、指し示すこととなった。
　奇しくも1000年に一度と言われる大災害のあった今年「第11回共通商品券全国大会」に集ったわれわれは、常に
生活者と共にあり、地域と共にあるわれわれの存在を再確認するとともに、その活性化に向けた具体的方策を2日
間にわたって交流・討議した。以下、福山宣言としてまとめる。

1.	 われわれは、地域コミュニティーの担い手であることを自覚する。「地域コミュニティーの担い手たること」とは、
すなわち商業者が常に社会の変化や地域生活者ニーズの変化に対応し「商業力」を磨くことである。その努力の
成果こそが、まちの賑わいを作り出し、地域社会との関係性を深度化させ、まちは商業的機能に加え様々な社
会的機能を有し発揮することになると確信する。

2.	 われわれが行う「スタンプポイント」「共通商品券」の事業は、これらを具現化するための優れたツールであり、
地域経済の活性・循環に資すると同時にお客様との信頼関係を形に現すものである。ニーズは確実に存在しており、
質・量の拡充に努めることは無論、現状の規模にかかわらず、お客様の目線に立ち大切に育み発展させる努力
を怠らない。

3.	 われわれは、日々刻々変化する社会環境や地域生活者の変化に対応し、個店、商店街のあり方や活性化のため
の方策を学ぶ姿勢を常に持ち、自己変革し続けなければならない。

4.	 当協議会は、商店街の諸課題に幅広く取り組む組織として情報発信力を高め、問題解決の一翼を担うべく会員
の拡大に努め積極的に行動する。

「逆境は玉石を選り分ける、今こそ本業に磨きをかけよ！」原点を見つめ直し地域コミュニティーの核として輝きを
増す商店街へ、行動すべきは先ず我々自身であることを確認し大会宣言とする。
	 	 平成23年11月11日
	 	 第11回共通商品券全国大会
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全国共通商品券連絡協議会　会員名簿
団　　体　　名 代　表　者 郵便番号 住　　　　　　所 TEL

会員 はちのへ共通商品券協同組合 理事長	橋本精二 031-0076 青森県八戸市堀端町2-3　八戸商工会館6F 0178-71-1991

あきた共通商品券協同組合 理事長	辻　篤志 010-0921 秋田県秋田市大町1-2-7　竹半スポーツ3F 018-862-1636

水沢商店協同組合 理事長	中目義壽 023-0818 岩手県奥州市水沢区東町4　水沢商工会館内 0197-24-0122

協同組合新潟市商店連合会 理事長	渡部茂夫 950-0088 新潟市中央区万代6-2-37 025-246-4820

関川村商業協同組合 理事長	田中義一 959-3265 岩船郡関川村大字下関110-2　関川村商工会内 0254-64-1341

十日町商品券協同組合 理事長	今井紀雄 948-0082 新潟県十日町市辰甲362 025-752-2738

長岡市共通商品券協同組合 理事長	大原幸吉 940-0066 新潟県長岡市東坂之上町2-4-10　ヨシダヤビル3F 0258-86-7107

杉並区商店街振興組合連合会 理事長	内藤一夫 167-0043 杉並区上荻1-2-1　インテグラルタワー2F 03-3220-1221

中野区商店街振興組合連合会 理事長	高橋宏治 165-0026 中野区新井1-9-1　中野区商工会館2F 03-3387-1131

世田谷区商店街振興組合連合会 代表理事	桑島俊彦 154-0004 世田谷区太子堂2-16-7　世田谷産業プラザ2F 03-3414-1432

板橋区商店街振興組合連合会 理事長	原田曠暉 173-0004 板橋区板橋2-65-6情報処理センター6F 03-3962-3808

品川区商店街振興組合連合会 理事長	浦山嗣雄 141-0033 品川区西品川1-28-3中小企業センター4F 03-5498-5931

文京区商店街連合会 副会長	杉田明治 112-0003 文京区春日1-16-21　文京シビックセンター地下2F 03-3811-4231

館山市商業協同組合 理事長	加藤克美 294-0047 千葉県館山市八幡821-7 0470-22-8330

野田市商業協同組合 理事長	仲長　孝 278-0035 千葉県野田市中野台168-1 04-7122-3585

春日部市商業協同組合 理事長	尾堤英雄 344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-20-28 048-754-8020

協同組合越生スタンプ会 理事長	仲　光之 350-0422 埼玉県入間郡越生町小杉439-1 049-292-2255

稲沢市商業協同組合 理事長	横井　定 492-8268 愛知県稲沢市朝府町15-12 0587-21-0502

伊勢市商店街連合会 会　長	世古一夫 516-0077 三重県伊勢市岩渕1-7-17　伊勢商工会議所内 0596-25-5155

和歌山市商業協同組合 代表理事	加藤久博 640-8227 和歌山県和歌山市西汀丁36　和歌山商工会議所5F 073-433-5180

田辺市商業協同組合 理事長	津村寛司 646-0031 和歌山県田辺市湊1151 0739-22-2900

日野町商業協同組合 理事長	羽野攝二 529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原1-1 0748-52-0515

協同組合砺波商店会 理事長	小竹正記 939-1332 富山県砺波市永福町6-28 0763-33-2109

滑川商店連合協同組合 理事長	野末　孝 936-0057 富山県滑川市田中町132 076-475-0321

協同組合高岡市商店街連盟 理事長	酒井敏行 933-0912 富山県高岡市丸の内1-40　高岡商工会議所内 0766-22-7553

鹿島郡商業振興協同組合 代表理事	古川利之 929-1721 石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地 0767-76-1221

輪島市商店連盟協同組合 理事長	小山桂一 928-0001 石川県輪島市河井町20部-1-1　輪島市文化会館5F 0768-22-7515

坂井商業振興協同組合 理事長	横川善治 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄2-10-1　坂井市商工会館内 0776-66-3324

協同組合神辺わかば会 副理事長	藤井一浩 720-2123 広島県福山市神辺町川北506-1 084-963-7878

竹原商工会議所　共通商品券推進協議会 委員長	吉本光範 725-0026 広島県竹原市中央5-6-28 0846-22-2424

伊予市商業協同組合 代表理事	片岡直人 799-3113 愛媛県伊予市米湊827-4 089-946-7245

協同組合たまなスタンプ会 理事長	籾田武志 865-0064 熊本県玉名市中1906-1　ハイツオオムラ3F 0968-74-0086

福生商品券協同組合 代表理事	山下　進 197-0022 東京都福生市本町18番地 042-551-2927

寒川町商工会 会　長	島村　繁 253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1 0467-75-0185

小豆島商業協同組合 理事長	八木智之 761-4426 香川県小豆郡小豆島町馬木甲1032-1　小豆島町商工会内 0879-82-6722

賛助
会員

三和コンサルタント㈱ 代　表	三和博司 462-0802 愛知県名古屋市北区上飯田北町1-71 052-914-5921

日本カード株式会社 代表取締役
社 長	信濃義朗 162-0825 新宿区神楽坂4-1-1　オザワビル6F 03-5227-3820

ゼネラルビジネスマシン株式会社 代表取締役	新井弘一 162-0065 新宿区住吉町2-14　四谷曙橋ビル3F 03-3357-8531

社団法人　日本資金決済業協会 専務理事	長楽高志 101-0052 千代田区神田小川町2-8　三井住友海上小川町ビル5F 03-3219-0601

㈲商店街情報センター 代　表	樋口泰雄 272-0025 千葉県市川市大和田3-17-11 047-376-0102





ようこそ　第12回共通商品券全国大会 in たまなへ
協同組合たまなスタンプ会

理 事 役 員
代 表 理 事 籾田　武志 Kome&Craftこめ屋
副 理 事 長 椎葉　　豊 欧風菓子	マムール
副 理 事 長 城戸　　淳 有限会社	城戸石油店
専 務 理 事 山内　知己 ファション	サーフ
会 計 藏原　隆浩 有限会社	村田自動車
総 務 委 員 長 山田　健資 やまだ新建材
総 務 委 員 会 猿渡　明洋 柳屋茶舗
総 務 委 員 会 大村　　一 有限会社	オオムラ
会員拡大委員長 瀬崎　　剛 せざきクリーニング店
会員拡大委員会 荒木　清治 玉名自然食品センター
会員拡大委員会 吉田　光陽 有限会社	吉田写真舘
会員拡大委員会 瀬﨑　敬介 酒のセザキ
会員拡大委員会 荒木　千鶴 千代田屋化粧品店
広 報 委 員 長 田中丸紀美代 有限会社	田中丸本舗あいあい庵
広 報 委 員 会 竹内　正幸 製造本舗	佃の匠
広 報 委 員 会 黒田もり子 オイルショップクロダ	有限会社
企画運営委員長 深見　京司 有明石油	株式会社・お好み焼き＆鉄板焼き橘屋本舗
企画運営委員会 本田　隆資 株式会社	有明印刷
企画運営委員長 本田　勝久 本田帽子店・吉岡印房
企画運営委員会 竹内　一玄 竹内開眼堂
監 事 東　　昌臣 有限会社	スーパーナイン
監 事 山嵜　憲一 菓舗	菊水堂

あいあい庵
アニヴェルセール
荒木茶舗
㈱有明印刷
有明石油㈱
居酒屋	兆治
犬のカット18番館
岩井美容院
インテリアほんだ
うさぎ屋
ウラタスポーツ
円満居酒屋	ついじ村
オイルショップクロダ㈲
欧風菓子	マムール
お菓子のむらた
岡田デンキ金物店
小川文華堂
お好み焼き＆鉄板焼き	橘屋本舗
お好み焼き	甲子園
お弁当のかがし屋
思い出工房たかす
ＯＲＧＡＮ
柿添米店
笠原商店
かっとはうすおお田
カットハウスジュラン
菓舗	菊水堂	本店
菓舗	菊水堂	玉高前店

カリツカ洋装店
菊川商店
八百菊
㈲城戸石油店
木村海苔
恭栄堂	玉名店
金のわらじ
㈲熊藤商事
熊本中央信用金庫	西部支店
熊本中央信用金庫	玉名支店
熊本中央信用金庫	伊倉支店
コアハウス	玉名店
珈琲館	てむじん
コガデンキ未来館
Kome＆Craft「こめ屋」
酒のセザキ
さつき別荘
自然健整院玉名
シマダ時計店
白鷺荘別館
シロヤのクリーニング	玉名中店
スーパーナイン
鈴木食品センター
スナックハマダ
精工堂時計店
製造本舗	佃の匠
せざきクリーニング店
千国フラワー

創作仏蘭西菓子	ロワゾーブルー
第一滝川写真館
竹内開眼堂
玉名カラー
玉名自然食品センター
玉名中央整体療術院
玉名民報印刷
中国料理	煌
千代田屋化粧品店
司ボウル玉名
津川クリーニング商会
トータルギフト大西茶舗
ドレミ美容室
中山大吉商店
肉の坂商
錦の露酒店
ニューいずみや
野中プロパン
BAR＆DINING	FREE
パーマハウス	トントン
ハッピー薬局	本店
ハッピー薬局	岱明店
くすりのハッピー
パナックス	タナカ
はなもも
原楽器
原田洋品店
ひたや

びようしつ	乙女座
美容室ヘアーアートシャイ	タクター
美容室シャイ	グラングー
美容室それいゆ
ひろ美容室
ひろ洋装店
備長炭焼	竜神村
ファッション	サーフ
ファッションメッカ	フクモト
服地のマツヤマ
フジカラーパレットプラザ	玉名店
富士写真センター
フラワーショップ仁
古庄工務店
フレッシュミート宮本
フローリストかずや
ヘアーサロン・プランタン
ヘアーブティック	オオムラ
ヘアールーム	ＲＡＧＵ
ヘアエステ	ｐａｓ	cher.
弁当専門店	まる屋
保険クリニック	玉名店
本田帽子店
マエダスポーツ
松岡薬の店
松本薬品
まんじゅう乃池田堂	玉名店
宮崎サイクル

村田自動車
明光義塾	玉名教室
メガネコレクションオヤマ
毛利薬品
矢田部薬局
柳屋本店
柳屋呉服店
柳屋茶舗
柳屋茶舗	ミカエル店
やまだ新建材
湯めぐりの里	竹乃香
吉岡印房
ヨシザキ薬品
吉田金物店
吉田米店・甘味処ゆめ吉
吉田写真舘
㈱吉田林蔵商店
吉永薬局
萬屋文具店
ライファ玉名
らいふデザイン
ラトリエ
LINK	HAIR
リンベル美容室
レディースショップ	マヤ

ハ ロ ー ポ イ ン ト 加 盟 店



項　　目 内　　　　　　　　　　容

事 業 主 体 協同組合たまなスタンプ会　(名称　ハロースタンプ)

所 在 地 〒865-0064　玉名市中1906-1　ハイツ大村3階

連 絡 先 電話0968-74-0086　FAX0968-74-5586

HP　http://www.tamana-stamp.or.jp/

経 過

平成		8年　スタンプ会設立(シール式)

平成12年　協同組合たまなスタンプ会として再開

平成12年　ポイントカード導入(国、市補助)

平成16年　子ども応援券事業開始

平成18年　子ども応援券付商品券事業開始(熊本県補助事業)

熊本県子育て支援事業への参加

平成22年　非接触式ICカード導入(国、市補助)

地域応援券事業開始(市内PTA助成金・玉名交通安全協会→免許証自主返納者制度

への特典進呈制度)

組 合 員 条 件 玉名市内の事業所

組 合 員 数 125事業所　(137店舗)

発 行 額 45,000,000円　(年)

組 合 出 資 金 10,000円

組 合 賦 課 金 1,000円(月)

カード機使用料 1,000円(月／1台)

有 料 広 告 費 1枠　8,000円(2ヶ月に1回発行／30,000部新聞折込)

運 用

①　購入ポイント金額：1ポイント＝　2円

②　100円のお買物で１ポイント進呈

③　350ポイントで満点カード：500円のお買物

④　満点カード利用時の地域応援券　1枚10円還元(地域応援券は、玉名交通安全協会・市内

小中校PTA対象)

お 客 様 特 典

①　満点カード1枚に付　500円のお買い物ができる

②　満点カードお買物利用後にWチャンスとしてランダムにあたるボーナスポイント付(700p・

350p・100p)

③　毎月開催されているイベントへの参加

④　地域応援券

⑤　エコポイント

⑥　ボランティアポイント

運 営 組 織
理事会(21名、月2回開催)・総務委員会・広報委員会(班長会管理)・会員拡大委員会(月1回

開催)・企画委員会(月2回開催)

そ の 他

①　全国共通商品券連絡協議会会員

②　熊本県中小企業団体中央会会員

③　玉名マイバック推進協議会会員

④　玉名商工会議所会員

協同組合たまなスタンプ会



第12回共通商品券全国大会inたまな開催

応援しています。



Welcome
第12回共通商品券全国大会inたまな

〒865-0061 熊本県玉名市立願寺 875－5
℡.0968－74－3088　http://kome-craft.com/

代　表　籾田　武志
kome&craft こめ屋　GIFT 陶乃音

“食をそそる、おいしいご飯”

“心なごむ、楽しい器”

「こめ屋」は、

これからも“元気な食卓”を

お届け致します。





第12回共通商品券全国大会 in たまな
開催おめでとうございます

～歓迎～全国各地より、玉名市へようこそ!!!

地域の活性化は、人の活性化です～共に学びましょう!!!!

玉名温泉観光旅館協同組合　〒865-0061 熊本県玉名市立願寺565　TEL.0968-74-2961



 
 

「第 12 回共通商品券全国大会 in たまな」  

を応援しています！ 

たまなハロースタンプ加盟店舗 

熊本中央信用金庫 
http://www.kumachu.jp/ 

西部支店 玉名支店 伊倉支店 

ありがとう 90 周年 


