
 

記 者 発 表 資 料             
                          平成２７年４月２３日 

 件 名 

      『光プレミアム付市内共通商品券』の発売について 

 内 容 

  

 標記の件について、下記のとおりお知らせします。 

１ 商品券の概要 

 （１） 名称（愛称） 「愛 Ｌｏｖｅ ひかり！商品券」 

 （２） セット内容  全店共通千円券 10 枚、小規模店舗専用千円券 2 枚 計 12 枚 

     ＊小規模店舗・・・市外に資本を持つ一店舗あたりの店舗面積が 500 ㎡以上の 

小売店舗を除く店舗 

 （３） プレミアム率 20％ 

（４） 販売金額   1 セット 1 万円 

（５） 販売数    3 万 1,500 セット 

 （６） 発行総額   3 億 7,800 万円 

 （７） 使用期間   平成 27 年 5 月 10 日（日）から平成 27 年 10 月 31 日（土）まで 

 （８） 発売日時   平成 27 年 5 月 10 日（日）午前 10 時から午後６時まで 

     ＊ 各会場において準備した商品券が売切れ次第終了 

＊ 発売開始に合わせ、地域づくり支援センターにて、発売セレモニー（主催者・

市長あいさつ、販売など）を実施予定 

     ＊ 売れ残った場合、翌日以降光商工会議所及び大和商工会にて販売 

 （９） 発売場所   地域づくり支援センター、総合体育館 

            サン・アビリティーズ光、三井小学校体育館、大和商工会 

 （10） その他    使用期間終了後 Ｗチャンス抽選を実施する。 

 

２ 周知方法 

 （１） 本記者発表 

（２） 光市広報 4 月 25 日号にチラシ折込み 

（３） 5 月 4 日（月） 新聞（朝刊）にチラシ折込み 

 

３ その他 取扱店等については、別紙チラシをご参照ください。 

 

 

 問 合 せ      実行委員会 事務局 光商工会議所内（担当：和田）ＴＥＬ 0833-71-0650 

         または 光市経済部商工観光課 （担当：芳岡）ＴＥＬ 0833-72-1400 
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地域づくり支援センター

(光市民ホール西隣り)

サン・アビリティーズ光
(室積沖田)

光市総合体育館

三井小学校体 育 館
(駐車場は、グランドをご利用下さい)

大 和商工 会

発行/光商工会議所 TEL.0833-71・0650・大和商工会 TEL.0820-48-2705 



| 光プレミアム付市内共通商品務取扱参加眉一覧 l 
(地区別・50音11頃)

室積地区 谷口修中小企業診断士事務所 浅江地区 まんまる

アケミ屋umi 中村印刷(側 側アスアールおかむら 焼肉二番館

アボシ時計庖 西田時計庖 アトリエMiMi 側ヤマウチスポーツ光庖

網重水産情) 花いかだ 荒川商庖 (鮒吉積自動車センター

居酒屋西 ひかりBike アルソアロマン

1(:有)いたくら 広沢印判庖 イオンリテール蜘イオン光庖

市延米穀届 フ、ックハウスフルカワ 居酒屋酒仙洞 ニ島地区

今本酒庖 ホームプラザナフコ光井庖 和泉時計庖 亀本商庖

岩屋快山窯 ほりたや エデイオン仲小路 雑貨屋<<B.v.S>>

インアリアカネナガ (槻丸久アルク光井庖 エデイオン光庖 周防商事(側

工デイオン室積庖((有)ヨシイデンキ) まるみ綿業 円デザイン 内藤酒庖

海商館 みつい治療院 (制小田商庖 中本電器側

化粧品のこうち みのりや光井庖 お茶と酒の庖松本本庖 フードあきもと

コスメプフサ.こうち 側守田 尾野衣料庖 (有)マツモト電家

後藤商庖 やきとり与一 果子乃季浅江届 ママタルト

酒やの山善 山口妙香園 カフオケ Jack&BeUy ミコー島田庖

ささ乃や リカーポート・ヤマモト 備)ギフト大和屋 レプ、イースファッションRINO

進物の三共 (有)ワイ・エム・シー・インフォメーション 側熊石

すいーとぴあ美容室 (有)光月堂シ工 B ヒロダン 周防地区

たこやきまっちゃん 島田地区 側ニ知 (有)上野石油ガス

田原酒庖 アケミ屋 側ニ知虹の文具館 スマイルぷらす

岡田原石油庖 石焼ダイニング満月 ジヱルネイルサロンラ・シュエット ァシマ電機

ちどりだいにんぐ光庖 おしゃれの庖なかたに 七輪焼ホルモンえび書 (有)トキオ

っぽい室積本庖 お茶と酒の庖松本ベスト庖 下倉薬庖

電器のタムラ カットサロンいそむら 下倉薬庖(虹ヶE丸久庖) 大和地区

トイフンドさわい きなこCAFE 鰍)ジュンテンド一光庖 いまい電器

(有)ときよし鮮魚庖 キャロット すーちゃんちのたまJらんど (有)うめもと化粧品店

富福不動産 くるみの樹 セブンイレブン光市木園庖 梅本商庖

(鮒友松商庖本庖 山陽興業側 (鮒タイヤ館光 エネオス岩田駅前給油所

(樹中村荷庖 しゃぶしゃぶ立道 でんきのミヤモト オート/、ンズ

ひかり花館 田中治療院 畠田食料品庖 お侍茶屋彦右衛門光庖

マックスパリュ西日本側室積庖 っぽい光庖 とんかっK屋 金坂商庖

みのりや室積庖 (側友松商庖ピーストリート庖 肉の福+ ギヤフリー朱夏

みやもと ニコニコドフッグ パナイスリーミヤオ ケア用品庖サンコウ

陥)ヨネダ建装 白牡丹 原因酒庖(鮒 桂花茶房

リビングストアーモリタ 花らんど (有)ハフダ・メガネ21 光庖 ニ国志城

料亭かな久 J、ャシヤ (鮒光ギフトセンター シャインしげさわ

光飯庖 光スポーツ 蕎麦家久庵

フードショップスミヤ 嗣光謄写堂 ニューソーインク、谷

光井地区 フォトみやはら 光フ、フザー 林フジオ庖

アボシ時計庖厚和会庖 (補宝迫家具庖 百高石 PANCOPPE 

いづみ美容室 保のか 美容室ゆめばんち 光市農業振興拠点施設「里の厨J

(樹カグリエ (槻丸久アルク光庖 富士機工(械 フジイ時計庖

果子乃季光井庖 水本時計庖 ホァル松原屋 まほろばの里ブルーペリー

かねなが電気 ミヤタスタジオ(ミヤタカメラ庖) (捕前田商庖 (側丸久岩田庖

ぎょうざの庖木の葉 側守田家具 マックスパリュ西日本側浅江庖 (有)大和タクシー

Jerry' 5 焼肉源 マックスパリュ西日本側光庖閣下旬より: (鮒ヤマトリ力一

十五万石光井庖 Lounge CANDY 備)松本ホームガス 備)吉宗72ンキ商会

整体田中 リサイクルショッブリプレイ まぶはいふろんていあ

武田薬品光工場厚和会 旅館あゆみ荘 マレーシア風ダイニングブキッビンタン

亡コ のお庖では、小規模庖 「事用券」は、ご使用できません。

| お問い合わせ先:光商工会議所 TEL0833一71-0650
大和商工会 TEL 0820-48-2705 

平成27年4月10日現在
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