
【問い合わせ先】
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部
地域産業支援課長 本土
TEL︓441-3302 FAX︓441-3211

令和４年８月１日
（記者配布資料）

福岡市政記者各位

福岡市内の商店街では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域の消費喚起を図る
ため、20％のプレミアムが付いた商品券の販売を行います。
この商品券は、購入した商店街の登録店舗で利用ができるもので、誰でも購入が可能です。
今回８月２日より、以下の団体が感染対策をとった上で、商店街プレミアム付商品券の予約

受付を開始する予定ですのでお知らせいたします。
つきましては、商店街プレミアム付商品券の販売情報の周知についてご協力いただきます

ようお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、販売の予定を変更する場合があります。

詳しくは各商店街の問合せ先にご確認いただきますようお願い申し上げます。

商店街プレミアム付商品券 販売商店街（８月）

福岡市の商店街が 誰でも購入できます

プレミアム付商品券を販売します
【８月販売開始 追加】

※その他の予約受付・販売開始する団体については、本頁以下の資料をご参照下さい。

発行団体
予約受付期間
／販売開始日

商品券の名称
（プレミアム率）

販売場所 問合せ先

博
多
区

博多駅商店連合会
8月2日（火）～

16日（火）

博多駅商店連合会加盟施設共通
ショッピングチケット
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］

【予約方法】（先着）
WEBにて申込
【引換期間】
8月24日（水）～25日（木）
【引換場所】
JR博多シティ9階　JR九州ホール

（株）日本旅行 九州法人営業部
TEL：092-451-0606
月～金 9：30～17：30
（土・日・祝は休み）
※当番号でのお問い合わせ対応は
8月25日（木）まで
(お電話口で「博多駅ショッピングチ
ケットの件」とお伝えください)

［追加団体］


0801追加②

				８月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		博多駅商店連合会		8月2日（火）～
16日（火） ツキ ヒ カ カ		博多駅商店連合会加盟施設共通ショッピングチケット
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（先着）
WEBにて申込
【引換期間】
8月24日（水）～25日（木）
【引換場所】
JR博多シティ9階　JR九州ホール ヨヤク ホウホウ センチャク モウシコミ スイ モク ハカタ カイ キュウシュウ		（株）日本旅行 九州法人営業部
TEL：092-451-0606
月～金 9：30～17：30　
（土・日・祝は休み）
※当番号でのお問い合わせ対応は8月25日（木）まで
(お電話口で「博多駅ショッピングチケットの件」とお伝えください) ド ニチ シュク ヤス

						福岡空港ビル販売促進協議会		8月1日（月）～
販売店舗の
営業開始時間 ハンバイ カイシ		福岡空港プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①エアポートトラベルマーケット/1階
②ラウンジＴＩＭＥ（ノース）/1階
③SOLAE 2階出発店/2階
④七菜彩/3階
⑤SOLAE 4番ゲート店/2階ゲート内
⑥ラウンジＴＩＭＥ（サウス）/2階ゲート内　
他 カイ シュッパツテン カイ ナナ ナ サイ カイ バン テン カイ ナイ カイ ナイ ホカ		福岡空港ビル販売促進協議会
(担当：水川）
TEL 092-623-0524 フクオカクウコウ ハンバイ ソクシン キョウギカイ タントウ ミズカワ

						吉塚商店連合組合		8月19日（金）～
20日（土）
10:00～15:00 ツキ ヒ キン ニチ ド		吉塚市場リトルアジアプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		吉塚市場内「アジアンプラザ」		吉塚市場事務局
（担当：石橋）
TEL：092-409-3209 ヨシヅカイチバ ジムキョク タントウ イシバシ

						銀天町商店街振興組合		8月28日（日）
10：00～17：00 ツキ ヒ ニチ		銀☆天☆祭プレミアム付きお買い物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		銀天町商店街内特設会場 ギンテンチョウ ナイ		銀天町商店街振興組合
（担当：中村）
TEL：092-589-5033 タントウ ナカムラ

				中央区 チュウオウク		大手門商店街		8月1日（月）～
10日（水） ツキ ヒ ゲツ スイ		大手門よかまちプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（先着順）
各参加店舗で予約受付
【引換期間】
9月1日（木）～9月30日（金）
【引換場所】
予約受付店舗 ヨヤク ホウホウ センチャクジュン テンポ		大手門商店街加盟店舗の参加店舗
※チラシに記載

				７月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		若宮商店会 ワカミヤ ショウテンカイ		7月31日（日）～
8月1日（月）
12:00～17：00 ツキ ヒ ニチ ガツ ニチ ゲツ		若宮商店会プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハローデイ松崎店2階特設会場
（8月2日以降は協力店舗にて販売） マツザキ テン カイ トクセツ カイジョウ ガツ カ イコウ キョウリョク テンポ ハンバイ		若宮商店会
（担当：渕上）
TEL：090-3072-2318 ワカミヤ ショウテンカイ タントウ フチガミ

				中央区 チュウオウク		唐人町商店街連合会		7月29日（金）～
30日（土）
13:00～ ツキ ヒ キン ニチ ド		唐人町商店街からりん商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ トウジンマチ ショウテンガイ ショウヒンケン		唐人町商店街アーケード内特設会場		唐人町商店街連合会
（担当:吉塚）
TEL:092-741-0721
（担当:徳永）
TEL:092-741-1523
E-mail：　toujinrengoukai@gmail.com トウジンマチショウテンガイレンゴウカイ ヨシヅカ トクナガ

						平尾商工連合会		7月29日（金）～
10:00～ ツキ ヒ キン		平尾プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		セブンイレブン福岡平尾山荘通店 フクオカ ヒラオ サンソウドオリテン		平尾商工連合会
（担当：田中）
TEL：092-521-3650 タントウ タナカ

										ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリ上で購入後、コンビニエンスストア等でチャージ ジョウ コウニュウ ゴ ナド





				販売中（なくなり次第終了） ハンバイ チュウ シダイシュウリョウ

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		箱崎商店連合会		7月14日（木）～
11：00～		ハコぽっぽプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所（東区箱崎3-8-18）		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所
（担当：萩原）
TEL：070-4221-5850
日曜日定休 ショウヒンケン ジム ショ タントウ ハギハラ

								7月14日（木）～
9：00～		ハコぽっぽプレミアムキャッシュレス商品券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリをダウンロードし、
コンビニエンスストア等でチャージ ナド		キャッシュレスハコぽっぽコールセンター
TEL：0120-390-398
（9：00～19：00）

				博多区 ハカタク		上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合 カミ カワバタ ショウテンガイ シンコウ クミアイ カワバタ チュウオウ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		3月15日（火）
11:00～		博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコード（電子チケットアプリ）をスマートフォンで読み取り登録を行い、ログイン後に購入（クレジット決済・コンビニ支払） デンシ ヨ ト トウロク オコナ ゴ コウニュウ ケッサイ シハライ		上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223 キノシタ

				中央区 チュウオウク		みなと銀座商店街振興組合 ギンザ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		7月1日（金）～
9:00～ ツキ ヒ キン		カモメの商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ ショウヒンケン		さくら水産		みなと銀座商店街振興組合
（担当：大瀧）
TEL：092-741-5405 タントウ オオタキ

						協同組合親不孝通り商店会		7月4日（日）～ ツキ ニチ ニチ		親不孝通り＆北天神プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①ラーメンらぼ親不孝通り
②担々麺のはこ
③商店会キッチンカー（火、水、木予定※雨天時中止あり） オヤフコウ ドオ タンタンメン ショウテンカイ カ スイ モク ヨテイ アメ		協同組合親不孝通り商店会
（担当：河田）
TEL：080-1710-9300 キョウドウクミアイ オヤフコウトオ ショウテンカイ タントウ カワタ



［追加団体］



0801追加①



						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		博多駅商店連合会		8月2日（火）～
16日（火） ツキ ヒ カ カ		博多駅商店連合会加盟施設共通ショッピングチケット
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（先着）
WEBにて申込
【引換期間】
8月24日（水）～25日（木）
【引換場所】
JR博多シティ9階　JR九州ホール ヨヤク ホウホウ センチャク モウシコミ スイ モク ハカタ カイ キュウシュウ		（株）日本旅行 九州法人営業部
TEL：092-451-0606
月～金 9：30～17：30　
（土・日・祝は休み）
※当番号でのお問い合わせ対応は
8月25日（木）まで
(お電話口で「博多駅ショッピングチケットの件」とお伝えください) ド ニチ シュク ヤス



［追加団体］



0729リリース③

				８月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		博多駅商店連合会		8月2日（火）～
16日（火） ツキ ヒ カ カ		博多駅商店連合会加盟施設共通ショッピングチケット
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（先着）
WEBにて申込。
【引換期間】
8月24日（水）～25日（木）
【引換場所】
JR博多シティ9階　JR九州ホール ヨヤク ホウホウ センチャク モウシコミ スイ モク ハカタ カイ キュウシュウ		（株）日本旅行 九州法人営業部
TEL：092-451-0606
月～金 9：30～17：30　
（土・日・祝は休み）
※当番号でのお問い合わせ対応は8月25日（木）まで
(お電話口で「博多駅ショッピングチケットの件」とお伝えください) ド ニチ シュク ヤス

						福岡空港ビル販売促進協議会		8月1日（月）～
販売店舗の
営業開始時間 ハンバイ カイシ		福岡空港プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①エアポートトラベルマーケット/1階
②ラウンジＴＩＭＥ（ノース）/1階
③SOLAE 2階出発店/2階
④七菜彩/3階
⑤SOLAE 4番ゲート店/2階ゲート内
⑥ラウンジＴＩＭＥ（サウス）/2階ゲート内　
他 カイ シュッパツテン カイ ナナ ナ サイ カイ バン テン カイ ナイ カイ ナイ ホカ		福岡空港ビル販売促進協議会
(担当：水川）
TEL 092-623-0524 フクオカクウコウ ハンバイ ソクシン キョウギカイ タントウ ミズカワ

						吉塚商店連合組合		8月19日（金）～
20日（土）
10:00～15:00 ツキ ヒ キン ニチ ド		吉塚市場リトルアジアプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		吉塚市場内「アジアンプラザ」		吉塚市場事務局
（担当：石橋）
TEL：092-409-3209 ヨシヅカイチバ ジムキョク タントウ イシバシ

						銀天町商店街振興組合		8月28日（日）
10：00～17：00 ツキ ヒ ニチ		銀☆天☆祭プレミアム付きお買い物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		銀天町商店街内特設会場 ギンテンチョウ ナイ		銀天町商店街振興組合
（担当：中村）
TEL：092-589-5033 タントウ ナカムラ

				中央区 チュウオウク		大手門商店街		8月1日（月）～
10日（水） ツキ ヒ ゲツ スイ		大手門よかまちプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（先着順）
各参加店舗で予約受付
【引換期間】
9月1日（木）～9月30日（金）
【引換場所】
予約受付店舗 ヨヤク ホウホウ センチャクジュン テンポ		大手門商店街加盟店舗の参加店舗
※チラシに記載

				７月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		若宮商店会 ワカミヤ ショウテンカイ		7月31日（日）～
8月1日（月）
12:00～17：00 ツキ ヒ ニチ ガツ ニチ ゲツ		若宮商店会プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハローデイ松崎店2階特設会場
（8月2日以降は協力店舗にて販売） マツザキ テン カイ トクセツ カイジョウ ガツ カ イコウ キョウリョク テンポ ハンバイ		若宮商店会
（担当：渕上）
TEL：090-3072-2318 ワカミヤ ショウテンカイ タントウ フチガミ

				中央区 チュウオウク		唐人町商店街連合会		7月29日（金）～
30日（土）
13:00～ ツキ ヒ キン ニチ ド		唐人町商店街からりん商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ トウジンマチ ショウテンガイ ショウヒンケン		唐人町商店街アーケード内特設会場		唐人町商店街連合会
（担当:吉塚）
TEL:092-741-0721
（担当:徳永）
TEL:092-741-1523
E-mail：　toujinrengoukai@gmail.com トウジンマチショウテンガイレンゴウカイ ヨシヅカ トクナガ

						平尾商工連合会		7月29日（金）～
10:00～ ツキ ヒ キン		平尾プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		セブンイレブン福岡平尾山荘通店 フクオカ ヒラオ サンソウドオリテン		平尾商工連合会
（担当：田中）
TEL：092-521-3650 タントウ タナカ

										ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリ上で購入後、コンビニエンスストア等でチャージ ジョウ コウニュウ ゴ ナド





				販売中（なくなり次第終了） ハンバイ チュウ シダイシュウリョウ

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		箱崎商店連合会		7月14日（木）～
11：00～		ハコぽっぽプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所（東区箱崎3-8-18）		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所
（担当：萩原）
TEL：070-4221-5850
日曜日定休 ショウヒンケン ジム ショ タントウ ハギハラ

								7月14日（木）～
9：00～		ハコぽっぽプレミアムキャッシュレス商品券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリをダウンロードし、
コンビニエンスストア等でチャージ ナド		キャッシュレスハコぽっぽコールセンター
TEL：0120-390-398
（9：00～19：00）

				博多区 ハカタク		上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合 カミ カワバタ ショウテンガイ シンコウ クミアイ カワバタ チュウオウ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		3月15日（火）
11:00～		博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコード（電子チケットアプリ）をスマートフォンで読み取り登録を行い、ログイン後に購入（クレジット決済・コンビニ支払） デンシ ヨ ト トウロク オコナ ゴ コウニュウ ケッサイ シハライ		上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223 キノシタ

				中央区 チュウオウク		みなと銀座商店街振興組合 ギンザ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		7月1日（金）～
9:00～ ツキ ヒ キン		カモメの商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ ショウヒンケン		さくら水産		みなと銀座商店街振興組合
（担当：大瀧）
TEL：092-741-5405 タントウ オオタキ

						協同組合親不孝通り商店会		7月4日（日）～ ツキ ニチ ニチ		親不孝通り＆北天神プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①ラーメンらぼ親不孝通り
②担々麺のはこ
③商店会キッチンカー（火、水、木予定※雨天時中止あり） オヤフコウ ドオ タンタンメン ショウテンカイ カ スイ モク ヨテイ アメ		協同組合親不孝通り商店会
（担当：河田）
TEL：080-1710-9300 キョウドウクミアイ オヤフコウトオ ショウテンカイ タントウ カワタ





0729リリース② 

				７月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		若宮商店会 ワカミヤ ショウテンカイ		7月31日（日）～
8月1日（月）
12:00～17：00 ツキ ヒ ニチ ガツ ニチ ゲツ		若宮商店会プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハローデイ松崎店2階特設会場
（8月2日以降は協力店舗にて販売） マツザキ テン カイ トクセツ カイジョウ ガツ カ イコウ キョウリョク テンポ ハンバイ		若宮商店会
（担当：渕上）
TEL：090-3072-2318 ワカミヤ ショウテンカイ タントウ フチガミ

				中央区 チュウオウク		唐人町商店街連合会		7月29日（金）～
30日（土）
13:00～ ツキ ヒ キン ニチ ド		唐人町商店街からりん商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ トウジンマチ ショウテンガイ ショウヒンケン		唐人町商店街アーケード内特設会場		唐人町商店街連合会
（担当:吉塚）
TEL:092-741-0721
（担当:徳永）
TEL:092-741-1523
E-mail：　toujinrengoukai@gmail.com トウジンマチショウテンガイレンゴウカイ ヨシヅカ トクナガ

				中央区 チュウオウク		平尾商工連合会		7月29日（金）～
10:00～ ツキ ヒ キン		平尾プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		セブンイレブン福岡平尾山荘通店 フクオカ ヒラオ サンソウドオリテン		平尾商工連合会
（担当：田中）
TEL：092-521-3650 タントウ タナカ

										ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリ上で購入後、コンビニエンスストア等でチャージ ジョウ コウニュウ ゴ ナド







				販売中（なくなり次第終了） ハンバイ チュウ シダイシュウリョウ

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		箱崎商店連合会		7月14日（木）～
11：00～		ハコぽっぽプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所（東区箱崎3-8-18）		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所
（担当：萩原）
TEL：070-4221-5850
日曜日定休 ショウヒンケン ジム ショ タントウ ハギハラ

								7月14日（木）～
9：00～		ハコぽっぽプレミアムキャッシュレス商品券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリをダウンロードし、
コンビニエンスストア等でチャージ ナド		キャッシュレスハコぽっぽコールセンター
TEL：0120-390-398
（9：00～19：00）

				博多区 ハカタク		上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合 カミ カワバタ ショウテンガイ シンコウ クミアイ カワバタ チュウオウ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		3月15日（火）
11:00～		博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコード（電子チケットアプリ）をスマートフォンで読み取り登録を行い、ログイン後に購入（クレジット決済・コンビニ支払） デンシ ヨ ト トウロク オコナ ゴ コウニュウ ケッサイ シハライ		上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223 キノシタ

				中央区 チュウオウク		みなと銀座商店街振興組合 ギンザ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		7月1日（金）～
9:00～ ツキ ヒ キン		カモメの商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ ショウヒンケン		さくら水産		みなと銀座商店街振興組合
（担当：大瀧）
TEL：092-741-5405 タントウ オオタキ

						協同組合親不孝通り商店会		7月4日（日）～ ツキ ニチ ニチ		親不孝通り＆北天神プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①ラーメンらぼ親不孝通り
②担々麺のはこ
③商店会キッチンカー（火・水・木予定) オヤフコウ ドオ タンタンメン ショウテンカイ カ スイ モク ヨテイ		協同組合親不孝通り商店会
（担当：河田）
TEL：080-1710-9300 キョウドウクミアイ オヤフコウトオ ショウテンカイ タントウ カワタ





0729リリース① 



						発行団体 ハッコウ ダンタイ		商品券の名称 ショウヒンケン メイショウ				発行団体 ハッコウ ダンタイ		商品券の名称 ショウヒンケン メイショウ

				博多区 ハカタク		福岡空港ビル販売促進協議会		福岡空港プレミアム商品券		博 ヒロシ		銀天町商店街振興組合		銀☆天☆祭プレミアム付きお買い物券 ギン テン サイ ツ カ モノ ケン

										多 タ

										区 ク

						吉塚商店連合組合		吉塚市場リトルアジアプレミアム商品券		中 チュウ		大手門商店街		大手門よかまちプレミアム商品券

										央 オウ

										区 ク





0704リリース②

				７月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		箱崎商店連合会		7月7日（木）～
13日（水） ツキ ヒ モク スイ		ハコぽっぽプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】
（先着順）申込書を下記場所へ提出（持参）
申込用紙は箱崎商店連合会事務所および加盟店舗にて配布
【引換期間】
7月14日（木）～7月20日（水）
【予約受付・引換場所】　
ハコぽっぽプレミアム商品券事務所（東区箱崎3-8-18）
日曜日定休


※予約販売時で販売数に達しない場合は、事務所にて継続販売
　7月14日（木）11:00～ ヨヤク ホウホウ センチャクジュン カキ バショ モウシコミヨウシ カメイ テンポ ハイフ ヨヤク ウケツケ		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所
（担当：萩原）
TEL：070-4221-5850
日曜日定休 ショウヒンケン ジム ショ タントウ ハギハラ

								7月14日（木）～
9：00～		ハコぽっぽプレミアムキャッシュレス商品券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリをダウンロードし、
コンビニエンスストア等でチャージ ナド		キャッシュレスハコぽっぽコールセンター
TEL：0120-390-398
（9：00～19：00）

						若宮商店会 ワカミヤ ショウテンカイ		7月31日（日）～
8月1日（月）
12:00～17：00 ツキ ヒ ニチ ガツ ニチ ゲツ		若宮商店会プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハローデイ松崎店2階特設会場
（8月2日以降は協力店舗にて販売） マツザキ テン カイ トクセツ カイジョウ ガツ カ イコウ キョウリョク テンポ ハンバイ		若宮商店会
（担当：渕上）
TEL：090-3072-2318 ワカミヤ ショウテンカイ タントウ フチガミ

				博多区 ハカタク		銀天町商店街振興組合		7月25日（月）～
29日（金）
12：00～18：00 ツキ ヒ ゲツ ニチ キン		銀☆天☆祭プレミアム付きお買物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		
銀天町商店街内特設会場 ギンテンチョウ ナイ		銀天町商店街振興組合
（担当：中村）
TEL：092-589-5033 タントウ ナカムラ

				中央区 チュウオウク		イオンスタイル笹丘同友店会		7月8日（金）
9：00～ ガツ カ キン		イオンスタイル笹丘専門店　プレミアムお買物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		イオンスタイル笹丘１階正面入口横　特設会場（油山観光道路側） ササオカ ショウメン イリグチ ヨコ トクセツ カイジョウ アブラ ヤマ カンコウ ドウロ ガワ		イオンスタイル笹丘同友店会
（担当：井上）
TEL 092-725-1147 イノウエ

						みなと銀座商店街振興組合 ギンザ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		7月1日（金）～
9:00～ ツキ ヒ キン		カモメの商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ ショウヒンケン		さくら水産		みなと銀座商店街振興組合
（担当：大瀧）
TEL：092-741-5405 タントウ オオタキ

						協同組合親不孝通り商店会		7月2日（土）～
3日（日）
12:00～ ツキ ヒ ド ニチ ニチ		親不孝通り＆北天神プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①長浜公園特設会場
②ミーナ天神１F特設コーナー
③ノース天神１F特設コーナー		協同組合親不孝通り商店会
（担当：河田）
TEL：080-1710-9300 キョウドウクミアイ オヤフコウトオ ショウテンカイ タントウ カワタ

						唐人町商店街連合会		7月29日（金）～
30日（土）
13:00～ ツキ ヒ キン ニチ ド		唐人町商店街からりん商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ トウジンマチ ショウテンガイ ショウヒンケン		唐人町商店街アーケード内特設会場		唐人町商店街連合会
（担当:吉塚）
TEL:092-741-0721
（担当:徳永）
TEL:092-741-1523
E-mail：　toujinrengoukai@gmail.com トウジンマチショウテンガイレンゴウカイ ヨシヅカ トクナガ

				７月予約受付・販売商品券② ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				中央区 チュウオウク		平尾商工連合会		7月29日（金）～
10:00～ ツキ ヒ キン		平尾プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		セブンイレブン福岡平尾山荘通店 フクオカ ヒラオ サンソウドオリテン		平尾商工連合会
（担当：田中）
TEL：092-521-3650 タントウ タナカ

										ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリ上で購入後、コンビニエンスストア等でチャージ ジョウ コウニュウ ゴ ナド

				早良区 サワラク		藤崎商店街組合 フジサキ ショウテンガイ クミアイ		7月20日（水）～
22日（金）
10:00～ ツキ ヒ スイ ニチ キン		藤崎通り商店街　夏のプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①フジタ薬局
②Café 明估 Akko
③招ふく		藤崎商店街組合
（担当：谷口）
TEL：092-831-6705

				西区 ニシク		ウエストコート姪浜テナント会		7月1日（金）～
2日（土）
10:00～15:00 ツキ ヒ キン ニチ ド		ウエストコート姪浜プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ミスターマックス姪浜店2階
エントランス特設会場 カイ トクセツ カイジョウ		ウエストコート姪浜プレミアム商品券発行事務局
（担当：末竹）
TEL：090-8415-3669
平日10:00～16:00 メイノハマ ショウヒンケン ハッコウ ジムキョク タントウ スエ タケ ヘイジツ

						イオンマリナタウン同友店会 ドウユウテンカイ		7月8日（金）～
10日(日)
10:00～　
なくなり次第終了 ガツ ニチ キン ニチ ニチ シダイ シュウリョウ		イオンマリナタウン専門店専用プレミアムお買物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		イオンマリナタウン2階
グランマレ前特設会場 マエ トクセツ カイジョウ		イオンマリナタウン同友店会
（担当：吉井）
TEL 092-883-4147 テン ヨシイ







				販売中（なくなり次第終了） ハンバイ チュウ シダイシュウリョウ

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合 カミ カワバタ ショウテンガイ シンコウ クミアイ カワバタ チュウオウ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		3月15日（火）
11:00～		博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコード（電子チケットアプリ）をスマートフォンで読み取り登録を行い、ログイン後に購入（クレジット決済・コンビニ支払） デンシ ヨ ト トウロク オコナ ゴ コウニュウ ケッサイ シハライ		上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223 キノシタ

				城南区 ジョウナンク		花みずき通り商店会		3月16日（水）
10：00～ ガツ ニチ スイ		花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコードからアクセスし購入
（クレジット決済・コンビニ払い） コウニュウ ケッサイ ハラ		花みずき通り商店会事務局
（担当：末岡）
TEL 092-834-9984



［追加団体］

［追加団体］



0704リリース①



						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		銀天町商店街振興組合		7月25日（月）～
29日（金）
12：00～18：00 ツキ ヒ ゲツ ニチ キン		銀☆天☆祭プレミアム付きお買物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		
銀天町商店街内特設会場 ギンテンチョウ ナイ		銀天町商店街振興組合
（担当：中村）
TEL：092-589-5033 タントウ ナカムラ

				中央区 チュウオウク		イオンスタイル笹丘同友店会		7月8日（金）
9：00～ ガツ カ キン		イオンスタイル笹丘専門店　プレミアムお買物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		イオンスタイル笹丘１階正面入口横　特設会場
（油山観光道路側） ササオカ ショウメン イリグチ ヨコ トクセツ カイジョウ アブラ ヤマ カンコウ ドウロ ガワ		イオンスタイル笹丘同友店会
（担当：井上）
TEL 092-725-1147 イノウエ



［追加団体］

［追加団体］



0630リリース② 

				７月予約受付・販売商品券① ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				東区 ヒガシ ク		箱崎商店連合会		7月7日（木）～
13日（水） ツキ ヒ モク スイ		ハコぽっぽプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】
（先着順）申込書を下記場所へ提出（持参）
申込用紙は箱崎商店連合会事務所および加盟店舗にて配布
【引換期間】
7月14日（木）～7月20日（水）
【予約受付・引換場所】　
ハコぽっぽプレミアム商品券事務所（東区箱崎3-8-18）
日曜日定休


※予約販売時で販売数に達しない場合は、事務所にて継続販売
　7月14日（木）11:00～ ヨヤク ホウホウ センチャクジュン カキ バショ モウシコミヨウシ カメイ テンポ ハイフ ヨヤク ウケツケ		ハコぽっぽプレミアム商品券事務所
（担当：萩原）
TEL：070-4221-5850
日曜日定休 ショウヒンケン ジム ショ タントウ ハギハラ

								7月14日（木）～
9：00～		ハコぽっぽプレミアムキャッシュレス商品券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリをダウンロードし、
コンビニエンスストア等でチャージ ナド		キャッシュレスハコぽっぽコールセンター
TEL：0120-390-398
（9：00～19：00）

						若宮商店会 ワカミヤ ショウテンカイ		7月31日（日）～
8月1日（月）
12:00～17：00 ツキ ヒ ニチ ガツ ニチ ゲツ		若宮商店会プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ハローデイ松崎店2階特設会場
（8月2日以降は協力店舗にて販売） マツザキ テン カイ トクセツ カイジョウ ガツ カ イコウ キョウリョク テンポ ハンバイ		若宮商店会
（担当：渕上）
TEL：090-3072-2318 ワカミヤ ショウテンカイ タントウ フチガミ

				中央区 チュウオウク		みなと銀座商店街振興組合 ギンザ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		7月1日（金）～
9:00～ ツキ ヒ キン		カモメの商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ ショウヒンケン		さくら水産		みなと銀座商店街振興組合
（担当：大瀧）
TEL：092-741-5405 タントウ オオタキ

						協同組合親不孝通り商店会		7月2日（土）～
3日（日）
12:00～ ツキ ヒ ド ニチ ニチ		親不孝通り＆北天神プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①長浜公園特設会場
②ミーナ天神１F特設コーナー
③ノース天神１F特設コーナー		協同組合親不孝通り商店会
（担当：河田）
TEL：080-1710-9300 キョウドウクミアイ オヤフコウトオ ショウテンカイ タントウ カワタ

						唐人町商店街連合会		7月29日（金）～
30日（土）
13:00～ ツキ ヒ キン ニチ ド		唐人町商店街からりん商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］ トウジンマチ ショウテンガイ ショウヒンケン		唐人町商店街アーケード内特設会場		唐人町商店街連合会
（担当:吉塚）
TEL:092-741-0721
（担当:徳永）
TEL:092-741-1523
E-mail：　toujinrengoukai@gmail.com トウジンマチショウテンガイレンゴウカイ ヨシヅカ トクナガ

						平尾商工連合会		7月29日（金）～
10:00～ ツキ ヒ キン		平尾プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		セブンイレブン福岡平尾山荘通店 フクオカ ヒラオ サンソウドオリテン		平尾商工連合会
（担当：田中）
TEL：092-521-3650 タントウ タナカ

										ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		アプリ上で購入後、コンビニエンスストア等でチャージ ジョウ コウニュウ ゴ ナド

				７月予約受付・販売商品券② ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				早良区 サワラク		藤崎商店街組合 フジサキ ショウテンガイ クミアイ		7月20日（水）～
22日（金）
10:00～ ツキ ヒ スイ ニチ キン		藤崎通り商店街　夏のプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①フジタ薬局
②Café 明估 Akko
③招ふく		藤崎商店街組合
（担当：谷口）
TEL：092-831-6705

				西区 ニシク		ウエストコート姪浜テナント会		7月1日（金）～
2日（土）
10:00～15:00 ツキ ヒ キン ニチ ド		ウエストコート姪浜プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		ミスターマックス姪浜店2階
エントランス特設会場 カイ トクセツ カイジョウ		ウエストコート姪浜プレミアム商品券発行事務局
（担当：末竹）
TEL：090-8415-3669
平日10:00～16:00 メイノハマ ショウヒンケン ハッコウ ジムキョク タントウ スエ タケ ヘイジツ

						イオンマリナタウン同友店会 ドウユウテンカイ		7月8日（金）～
10日(日)
10:00～　
なくなり次第終了 ガツ ニチ キン ニチ ニチ シダイ シュウリョウ		イオンマリナタウン専門店専用プレミアムお買物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		イオンマリナタウン2階
グランマレ前特設会場 マエ トクセツ カイジョウ		イオンマリナタウン同友店会
（担当：吉井）
TEL 092-883-4147 テン ヨシイ







				販売中（なくなり次第終了） ハンバイ チュウ シダイシュウリョウ

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合 カミ カワバタ ショウテンガイ シンコウ クミアイ カワバタ チュウオウ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		3月15日（火）
11:00～		博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコード（電子チケットアプリ）をスマートフォンで読み取り登録を行い、ログイン後に購入（クレジット決済・コンビニ支払） デンシ ヨ ト トウロク オコナ ゴ コウニュウ ケッサイ シハライ		上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223 キノシタ

				城南区 ジョウナンク		花みずき通り商店会		3月16日（水）
10：00～ ガツ ニチ スイ		花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコードからアクセスし購入
（クレジット決済・コンビニ払い） コウニュウ ケッサイ ハラ		花みずき通り商店会事務局（担当：末岡）
TEL 092-834-9984





0630リリース① 



						発行団体 ハッコウ ダンタイ		商品券の名称 ショウヒンケン メイショウ				発行団体 ハッコウ ダンタイ		商品券の名称 ショウヒンケン メイショウ

				東区 ヒガシ ク		箱崎商店連合会		ハコぽっぽプレミアム商品券		中央区 チュウオウク		平尾商工連合会		平尾プレミアム商品券

								ハコぽっぽプレミアムキャッシュレス商品券						ひらぐらペイ（平尾キャッシュレス商品券）

						若宮商店会 ワカミヤ ショウテンカイ		若宮商店会プレミアム商品券 ワカミヤ ショウテンカイ ショウヒンケン		早 ハヤ		藤崎商店街組合 フジサキ ショウテンガイ クミアイ		藤崎通り商店街　夏のプレミアム商品券 フジサキ ドオ ショウテンガイ ナツ ショウヒンケン

										良 リョウ

										区 ク

				中央区 チュウオウク		みなと銀座商店街振興組合 ギンザ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		カモメの商品券 ショウヒンケン		西区 ニシク		ウエストコート姪浜テナント会		ウエストコート姪浜プレミアム商品券

						協同組合親不孝通り商店会		親不孝通り＆北天神プレミアム商品券				イオンマリナタウン同友店会 ドウユウテンカイ		イオンマリナタウン専門店専用プレミアムお買物券

						唐人町商店街連合会		唐人町商店街からりん商品券





0531リリース②

				５月予約受付・販売商品券 ガツ ヨヤク ウケツケ ハンバイ ショウヒンケン



















						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				中央区 チュウオウク		新天町商店街商業協同組合		6月16日（木）～
19日（日）
開始時間　10:00～ ツキ ヒ モク ニチ ニチ カイシ ジカン		新天町創業感謝のプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		新天町サンドーム内		新天町商店街商業協同組合
（担当：片江）
TEL 092-741-8331 カタ エ

				西区 ニシク		えきマチ１丁目姪浜商店会		6月1日（水）～
12日（日） スイ		えきマチ1丁目姪浜プレミアムお買物券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（抽選）
応募ハガキに必要事項をご記入いただき、「えきマチ１丁目姪浜　福岡金文堂側入口」に設置する応募箱へ投函。当選者には後日ハガキにて通知。
【引換期間】
7月1日（金）～2日（土）　11:00～17:00
キャンセル分当日販売　各日17:00～18:00（なくなり次第終了）
【引換場所】
えきマチ１丁目姪浜　福岡金文堂横 ヨヤク ホウホウ チュウセン オウボ ヒツヨウジコウ キニュウ フクオカ ガワ イリグチ セッチ オウボバコ トウカン トウセンシャ ゴジツ ツウチ キン ド ブン トウジツ ハンバイ カクジツ シダイシュウリョウ フクオカ ドウ ヨコ		えきマチ１丁目姪浜商店会事務局
（担当：小山田）
TEL：092-891-8875 チョウメ メイノハマ ショウテンカイ ジムキョク タントウ オヤマダ





				販売中（なくなり次第終了） ハンバイ チュウ シダイシュウリョウ

						発行団体 ハッコウ ダンタイ		販売開始日 ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				博多区 ハカタク		上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合 カミ カワバタ ショウテンガイ シンコウ クミアイ カワバタ チュウオウ ショウテンガイ シンコウ クミアイ		3月15日（火）
11:00～		博多川端プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		3月15日～16日はマツモトキヨシ向い側（旧：メンズショップほそかわ）、以後は事務所・紳士服のタケハラ・中山茶舗 シンシフク ナカヤマ チャホ		上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223 キノシタ

								3月15日（火）
11:00～		博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコード（電子チケットアプリ）をスマートフォンで読み取り登録を行い、ログイン後に購入（クレジット決済・コンビニ支払） デンシ ヨ ト トウロク オコナ ゴ コウニュウ ケッサイ シハライ

						福岡空港ビル販売促進協議会		2月25日（金）
10:00～ ガツ ニチ キン		福岡空港プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		①エアポートトラベルマーケット/1階
②ラウンジＴＩＭＥ/ノース　/1階
③SOLAE 2階出発店/2階
④七菜彩/3階
⑤SOLAE 4番ゲート店/2階ゲート内
⑥ラウンジＴＩＭＥ/サウス　/2階ゲート内 カイ シュッパツテン カイ ナナ ナ サイ カイ バン テン カイ ナイ カイ ナイ		福岡空港ビル販売促進協議会
TEL 092-623-0524 フクオカクウコウ ハンバイ ソクシン キョウギカイ

				南区 ミナミク		高宮商店街振興組合		3月30日（水）
10:00～ スイ		高宮商店街振興組合プレミアム付
　高宮Pay
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		
QRコードをスマートフォンで読み取り、購入手続き後、クレジット決済又はコンビニ決済 ケッサイ マタ ケッサイ		高宮Payコールセンター
0120-808-721
（9：00～19：00、5月31日まで開設）
※6月以降は下記メールアドレスまでお問合せください。
【問合せE-mail】
takamiya-sho@royal.ocn.ne.jp タカミヤ トイアワ

				城南区 ジョウナンク		花みずき通り商店会 ハナ トオ ショウテンカイ		3月16日（水）
10：00～ ガツ ニチ スイ		花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］		QRコードからアクセスし購入
（クレジット決済・コンビニ払い） コウニュウ ケッサイ ハラ		花みずき通り商店会事務局（担当：末岡）
TEL 092-834-9984 ジムキョク スエオカ
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						発行団体 ハッコウ ダンタイ		予約受付期間
／販売開始日 ヨヤク ウケツケキカン ハンバイ カイシビ		商品券の名称
（プレミアム率） ショウヒンケン メイショウ リツ		販売場所 ハンバイ バショ		問合せ先 トイアワ サキ

				中央区 チュウオウク		新天町商店街商業協同組合		6月16日（木）～
19日（日）
開始時間　10:00～ ツキ ヒ モク ニチ ニチ カイシ ジカン		新天町創業感謝のプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］		新天町サンドーム内		新天町商店街商業協同組合
（担当：片江）
TEL 092-741-8331 カタ エ

				西区 ニシク		えきマチ１丁目姪浜商店会		6月1日（水）～
12日（日） スイ		えきマチ1丁目姪浜プレミアムお買物券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］		【予約方法】（抽選）
応募ハガキに必要事項をご記入いただき、「えきマチ１丁目姪浜　福岡金文堂側入口」に設置する応募箱へ投函。当選者には後日ハガキにて通知。
【引換期間】
7月1日（金）～2日（土）　11:00～17:00
キャンセル分当日販売　各日17:00～18:00（なくなり次第終了）
【引換場所】
えきマチ１丁目姪浜　福岡金文堂横 ヨヤク ホウホウ チュウセン オウボ ヒツヨウジコウ キニュウ フクオカ ガワ イリグチ セッチ オウボバコ トウカン トウセンシャ ゴジツ ツウチ キン ド ブン トウジツ ハンバイ カクジツ シダイシュウリョウ フクオカ ドウ ヨコ		えきマチ１丁目姪浜商店会
事務局
（担当：小山田）
TEL：092-891-8875 チョウメ メイノハマ ショウテンカイ ジムキョク タントウ オヤマダ







８月予約受付・販売商品券①

発行団体
予約受付期間
／販売開始日

商品券の名称
（プレミアム率）

販売場所 問合せ先

博多駅商店連合会
8月2日（火）～

16日（火）

博多駅商店連合会加盟施設共
通ショッピングチケット
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］

【予約方法】（先着）
WEBにて申込
【引換期間】
8月24日（水）～25日（木）
【引換場所】
JR博多シティ9階　JR九州ホール

（株）日本旅行 九州法人営業部
TEL：092-451-0606
月～金 9：30～17：30
（土・日・祝は休み）
※当番号でのお問い合わせ対
応は8月25日（木）まで
(お電話口で「博多駅ショッピング
チケットの件」とお伝えください)

福岡空港ビル販売促進協議会
8月1日（月）～
販売店舗の

営業開始時間

福岡空港プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

①エアポートトラベルマーケット/1階
②ラウンジＴＩＭＥ（ノース）/1階
③SOLAE 2階出発店/2階
④七菜彩/3階
⑤SOLAE 4番ゲート店/2階ゲート内
⑥ラウンジＴＩＭＥ（サウス）/2階ゲート
内
他

福岡空港ビル販売促進協議会
(担当：水川）
TEL 092-623-0524

吉塚商店連合組合
8月19日（金）～

20日（土）
10:00～15:00

吉塚市場リトルアジアプレミアム
商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

吉塚市場内「アジアンプラザ」
吉塚市場事務局
（担当：石橋）
TEL：092-409-3209

銀天町商店街振興組合
8月28日（日）
10：00～17：00

銀☆天☆祭プレミアム付きお買
い物券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

銀天町商店街内特設会場
銀天町商店街振興組合
（担当：中村）
TEL：092-589-5033

中
央
区

大手門商店街
8月1日（月）～

10日（水）

大手門よかまちプレミアム商
品券
（プレミアム率：20％）

［※予約をして購入］

【予約方法】（先着順）
各参加店舗で予約受付
【引換期間】
9月1日（木）～9月30日（金）
【引換場所】
予約受付店舗

大手門商店街加盟店舗の参加
店舗
※チラシに記載

博
多
区

［追加団体］



販売中（なくなり次第終了）

発行団体
予約受付期間
／販売開始日

商品券の名称
（プレミアム率）

販売場所 問合せ先

7月14日（木）～
11：00～

ハコぽっぽプレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

ハコぽっぽプレミアム商品券事務所（東
区箱崎3-8-18）

ハコぽっぽプレミアム商品券事
務所
（担当：萩原）
TEL：070-4221-5850
日曜日定休

7月14日（木）～
9：00～

ハコぽっぽプレミアムキャッシュ
レス商品券
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］

アプリをダウンロードし、
コンビニエンスストア等でチャージ

キャッシュレスハコぽっぽコール
センター
TEL：0120-390-398
（9：00～19：00）

若宮商店会
7月31日（日）～

8月1日（月）
12:00～17：00

若宮商店会プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

ハローデイ松崎店2階特設会場
（8月2日以降は協力店舗にて販売）

若宮商店会
（担当：渕上）
TEL：090-3072-2318

博
多
区

上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合

3月15日（火）
11:00～

博多よかぺい
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］

QRコード（電子チケットアプリ）をスマー
トフォンで読み取り登録を行い、ログイ
ン後に購入（クレジット決済・コンビニ支
払）

上川端商店街振興組合
（担当：木下）
TEL 092-281-6223

みなと銀座商店街振興組合
7月1日（金）～

9:00～

カモメの商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

さくら水産
みなと銀座商店街振興組合
（担当：大瀧）
TEL：092-741-5405

協同組合親不孝通り商店会 7月4日（日）～

親不孝通り＆北天神プレミアム
商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

①ラーメンらぼ親不孝通り
②担々麺のはこ
③商店会キッチンカー（火、水、木予定
※雨天時中止あり）

協同組合親不孝通り商店会
（担当：河田）
TEL：080-1710-9300

唐人町商店街連合会
7月29日（金）～

30日（土）
13:00～

唐人町商店街からりん商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

唐人町商店街アーケード内特設会場

唐人町商店街連合会
（担当:吉塚）
TEL:092-741-0721
（担当:徳永）
TEL:092-741-1523
E-mail：
toujinrengoukai@gmail.com

平尾プレミアム商品券
（プレミアム率：20％）

［※対面での販売］

セブンイレブン福岡平尾山荘通店

ひらぐらペイ（平尾キャッシュレ
ス商品券）
（プレミアム率：20％）

［※電子商品券］

アプリ上で購入後、コンビニエンススト
ア等でチャージ

平尾商工連合会
（担当：田中）
TEL：092-521-3650

箱崎商店連合会

平尾商工連合会
7月29日（金）～

10:00～

中
央
区

東
区
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