
いるまスマイルチケットA4パンフ2020年7月 P8　校了 いるまスマイルチケットA4パンフ2020年7月 P1　校了

入間市

発行総額

A券１０枚 B券１０枚 の２０枚綴り＋

応募専用
ハガキ付き

１５，０００円分の
お買い物ができる!!

コロナに
負けない!!

で10,000円でこちらの面は何も記載しないでください。

購入は予約販売のみとなります。購入は予約販売のみとなります。

4億5千万円
発行総数

30,000セット

50％
プレミアム付き

見本 見本

応募期間（専用応募ハガキ等での申し込みとなります）
令和２年７月30日（木）～令和２年８月１９日（水）（当日消印有効）

購入期間（当選した方のみ商品券を購入できます）
令和２年８月２５日（火）～令和２年９月３０日（水）

使用期間（購入した商品券が使用できる期間）
令和２年８月２５日（火）～令和３年１月３１日（日）

◀
返
信
・
往
信
用
の
63
円
切
手
を
2
枚
必
ず
お
貼
り
く
だ
さ
い
。

き
り
と
り

郵便往復はがき

往　　信

●いるまスマイルチケットは取扱い加盟店にて令和3年1月31日㈰まで使用できます。
●但し商品券の金額を下回る商品を購入した場合でもつり銭は支払われません。また以下のものには商品券
は使用できません。
（1）商品券、ビール券、図書券、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカード、など換金性の高いもの。
（2）土地および家屋の購入代金（不動産売買）。
（3）出資や債務の支払い。
（4）たばこの小売販売。
（5）国や地方公共団体への支払い。
（6）事業活動に伴う原材料、機械類及び仕入商品など。
（7）性風俗関連特殊営業に係るもの。
（8）その他、発行者が適当でないと認めるもの。
その他、商品によっては使用できないものがございますのでご注意ください。転売は禁止されています。

●郵便局は駐車場が手狭ですので、なるべく徒歩などでお出かけください。
●窓口が混み合うことが予想されますので、余裕をもってお越しください。

入間市役所　環境経済部 商工観光課
入間市豊岡1-16-1　TEL 04-2964-1111 （内線4251・4257）

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1009381.html

スマートフォンからの
アクセスはこちらから

注意事項

お問い合わせ先
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購入方法
加盟店など
詳しくは中面を
ご覧ください。

いるティー アマビエ

入間市役所

いるまスマイルチケット
予約受付係

必ず
63円切手を
貼って
ください
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▼商工観光課・公民館へ持ち込む場合は、こちら側に切手（63円）を必ず貼ってください。

郵便往復はがき

必ず
63円切手を
貼って
ください

返　　信

いるまスマイルチケットについて

どこでも使用できるA券1,000円×１０枚　　大型店以外の店舗で使用できるB券500円×１０枚  の２０枚綴り

１0，０００円で50％のプレミアムを加えて

15,000円分のスマイルチケットに!!

※使用できる加盟店は次のページ以降を参照してください。
※使用できる加盟店にはポスターなどが掲示されます。
※今後、加盟店が増えた場合は、入間市商工会のホームページで随時公表していきます。

※使用期限を過ぎた商品券は使用できません。
※商品券使用の際、お釣りはでません。

《商品券の使用期間》
令和2年8月25日（火）より令和3年1月31日（日）まで

予約購入の申込方法

●ご予約申込みはパンフレットに付いている専用応募ハガキもしくは官製往復ハガキなどを使用して、購入希望場所等必要事項
を全てご記入のうえ、63円切手を往信・返信両方に貼り、郵便ポストへ投函してください。（加盟店などへの持ち込みはでき
ません。）郵便料金不足の場合は無効となります。

●市役所商工観光課・市内各公民館にて応募ハガキをお預かりすることができます。その際は、必ず返信側に切手をお貼り
ください。郵便料金不足の場合は無効となります。
　　持込可能時間　※記入内容の確認が必要なため下記時間内にお持ち込みください。
 商工観光課　平日　　　　　午前8時30分から午後5時15分まで
 市内各公民館　平日・土曜日　午前8時30分から午後5時15分まで

●予約申込みは1名につき1枚です。同一人が2枚以上申込んだ場合は予約申込みの全てを無効とする場合があります。

●往信・返信ハガキとも住所、氏名（フリガナ）、郵便番号をご記入ください。

●必要事項に記入もれがあった場合には無効となる場合があります。

●予約受付期間：令和2年7月30日（木）～令和2年8月19日（水）（当日消印有効）

予約購入の流れ

●予約申込みが発行数を上回った場合は、先着順ではなく抽選による販売を行います。

●抽選方法は、マイクロソフト社のエクセルの乱数を利用し、全ての申込者に順位付けをし、上位３万人の方を当選者とします。

●当落につきましては８月末日頃までに返信用ハガキにてお知らせいたします。（なお、当落や順位についてはお答えしかねます
のでご了承ください。）

●新型コロナウイルス感染症の集団感染を予防するため、当選ハガキの送付にお時間がかかることもありますので、ご了承ください。

購入の方法

購
入
場
所

●令和2年8月25日㈫から令和2年9月30日㈬までの間、購入引換券（当選ハガキ）による引換販売を行います。
●引換の際は、指定された時間に購入希望場所へ購入引換券（当選ハガキ）と現金を持参し、お越しください。（営業時間
内にお願いいたします。）

見本 見本

＋

9月26日㈯・27日㈰のみ

8月25日㈫から
9月30日㈬の
平日

（土・日・祝は休業）

いるまスマイルチケット
プレミアム付商品券

専用応募ハガキ

消えない筆記用具でご記入ください。

※ご提供いただく個人情報は、当落の連絡、販売管理、商品券の
発行事業の実施目的にのみ利用いたします。

上の購入場所（郵便局名一覧）をご覧になり、ご希望の郵
便局名を下の枠内にお書きください。

入間市市民会館をご希望の方は下記に丸印をつけてください。

購入希望場所

※希望場所の両方に記載があった場合、郵便局を優先します。

郵便局

926
927

のみ入間市市民会館

住　　所

住　所 入間市

氏　名
〒358－

入間市

フリガナ

氏　　名

電話番号

券 いるまスマイルチケットの加盟店舗で
あればどこでも使用できます。 券 大型店では使用できません。大型店

以外の加盟店で使用できます。

入間郵便局 扇台2-1-20 TEL2962-2802 午前9時～午後5時
入間新久郵便局 新久641-18 TEL2962-5996 午前9時～午後5時
入間扇町屋郵便局 扇町屋4-2-23 TEL2966-7333 午前9時～午後5時
入間上藤沢郵便局 上藤沢391-8 TEL2964-3336 午前9時～午後5時
入間黒須郵便局 黒須2-2-1 TEL2962-5994 午前9時～午後5時
入間下藤沢郵便局 下藤沢410  TEL2962-5995 午前9時～午後5時
入間仏子郵便局 仏子912-7 TEL2932-5263 午前9時～午後5時
金子郵便局 寺竹805 TEL2936-1000 午前9時～午後5時
西武郵便局 野田621-3 TEL2932-2013 午前9時～午後5時
宮寺郵便局 宮寺525 TEL2934-5992 午前9時～午後5時
西武入間ぺぺ内郵便局 河原町2-1 TEL2962-1027 午前10時～午後6時
入間市市民会館 豊岡3-10-10 TEL2964-2411 午前10時～午後4時
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9月30日㈬を過ぎた場合の引換は一切できませんのでご注意ください。
購入引換券（当選ハガキ）の再発行は一切行えませんのでご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、日程など変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

購入場所
時間

●8月25日㈫から9月30日㈬ 市内各郵便局の営業日（土・日・祝は休業）の午前9時から午後5時までとします。
（西武入間ペペ内郵便局のみ午前10時から午後6時まで）

●9月26日㈯及び27日㈰ 入間市市民会館　午前10時から午後4時まで

2



加盟店の最新情報は入間市商工会ホームページでご確認下さい。http://www.irumashi-sci.org/
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▼商工観光課・公民館へ持ち込む場合は、こちら側に切手（63円）を必ず貼ってください。

郵便往復はがき
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１0，０００円で50％のプレミアムを加えて

15,000円分のスマイルチケットに!!

※使用できる加盟店は次のページ以降を参照してください。
※使用できる加盟店にはポスターなどが掲示されます。
※今後、加盟店が増えた場合は、入間市商工会のホームページで随時公表していきます。
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予約購入の申込方法

●ご予約申込みはパンフレットに付いている専用応募ハガキもしくは官製往復ハガキなどを使用して、購入希望場所等必要事項
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いるまスマイルチケット
プレミアム付商品券

専用応募ハガキ

消えない筆記用具でご記入ください。

※ご提供いただく個人情報は、当落の連絡、販売管理、商品券の
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9月30日㈬を過ぎた場合の引換は一切できませんのでご注意ください。
購入引換券（当選ハガキ）の再発行は一切行えませんのでご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、日程など変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

購入場所
時間

●8月25日㈫から9月30日㈬ 市内各郵便局の営業日（土・日・祝は休業）の午前9時から午後5時までとします。
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事業所名 住所 電話番号 取扱品目

シャンブル 入間野田店 野田633-1 2931-3075 衣料品・雑貨

アベイル 入間野田店 野田633-1 2931-3283 衣料品等の販売

㈱ベルク 入間野田店 野田894-1 2932-9500 生鮮食品・一般食品
菓子・雑貨・酒他

ファッションセンターしまむら 
入間野田モール店 野田894-1 2931-1033 衣料品

バースデイ 
入間野田モール店 野田894-1 2931-3605 ベビー、キッズ衣料品

及び関連商品
㈱マツモトキヨシ 
入間野田店 野田894-1 2933-1021 医薬品・化粧品

日用品・食品
コジマ×ビックカメラ
所沢西店 所沢市林3-507-1 2947-1201 家電製品・家庭用ゲーム機

ゲームソフト

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

㈲河村商店 東町1-5-1 2962-4134 酒・米・さやま茶

㈲木下精肉店 東町2-2-39 2962-3746 食肉・あげもの など

長谷部製茶 東町5-1-50 2962-2838 狭山茶

ドラッグセイムス
入間あずま町店 東町7-1253-1 2960-6511 医薬品・化粧品・日用品

食品

武  増田園本店 豊岡1-12-20 2962-3987 茶

㈱増田屋分店 豊岡1-15-13 2962-7139 食品・酒類 など

読売センター 入間市中央 豊岡1-3-18
トリプレットビルA棟1F 2962-2501 新聞・産地直送品・雑誌

出版物

スギ薬局 入間駅前店 豊岡1-4-10 2901-7005 医薬品・日用品・化粧品 
など

メガネのフジタ 豊岡1-5-31 2964-0944 メガネ・補聴器
コンタクトレンズ

お仏壇のいわさき 豊岡1-6-6 2962-2563 仏壇・線香 他

大塚ふとん店 豊岡2-2-4 2962-3736 寝具

補聴器のハットリ 豊岡3-1-14 2941-3319 補聴器

サイクルショップ マスコ 豊岡3-1-15 2962-2278 自転車販売・関連パーツ

バルコン 入間店 豊岡3-1-15 2964-4129 オーダースーツ

印ショップ 豊岡3-2-15 2960-2006 印鑑・ゴム印・印刷

㈲駒井百貨店 豊岡3-3-17 2962-2218 洋品・雑貨

シューズショップ やまなか 豊岡3-3-18 2964-7804 小・中学校の上履

大沢はきもの店 豊岡3-7-1 2962-3777 サンダル・下駄・草履

かにや 入間市中央店 豊岡5-1-16 2965-3111 和洋菓子

昭和シェル石油
野口良作商店 豊岡5-5-26 2962-3871 自動車燃料・灯油 など

㈲市川園芸 豊岡5-5-5 2962-2661 生花・園芸

㈱十一屋電機 鍵山1-14-5 2964-1182 家電製品

ラケットハウス
ジュ・ド・ポーム 鍵山1-15-32 2963-3000 テニス用品

洋品センター㈲関根 鍵山1-7-16 2962-2649 洋品全般・学校洋品

ドラッグセイムス
入間春日町店 春日町1-2-35 2960-6741 医薬品・化粧品・雑貨

食品・酒 など

WILD-1入間店 春日町1-3-14 2960-3131 アウトドア用品（釣り
キャンプ・登山 など）

ウエルシア
入間春日町店 春日町2-2-7 2901-7320 医薬品・化粧品

食品・雑貨

トモニー 入間市駅店 河原町2-1 2960-0575 コンビニエンスストア

いるまスマイルチケット取扱加盟店一覧
大型スーパー・販売・飲食はもちろん市内の建築業者など幅広くご使用できます。 2020年7月15日（現在）

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

ファッションセンター 
しまむら 入間店 豊岡1-15-18 2960-1027 衣料品

㈱丸広百貨店 入間店 豊岡1-6-12 2963-1111 百貨店

メガネフラワー入間店 豊岡1-6-12 
丸広百貨店入間店6階 2964-0067 眼鏡・コンタクトレンズ

補聴器

スギ薬局 丸広入間店 豊岡1-6-12
丸広百貨店入間店地下1階 2937-4562 医薬品・日用品・化粧品 

など
入間ショッピング 
プラザ・サイオス 豊岡2-1-1 2963-5123 食品・薬・雑貨・花・メガネ・宝石・ウィッグ・カット

ハウス・写真スタジオ・室内公園・ボウリング場
スーパーセンタートライアル 
サイオス入間店 豊岡2-1-1 2901-2112 日用品・食料品 

衣料品 など

なべやグリーンハウス 豊岡2-1-1 
サイオス1F 2962-3408 化粧品・薬

スーパーバリュー 
入間春日町店 春日町1-12-1 2901-0070 生鮮・食料品 

ホームセンター・園芸

西武入間ぺぺ 河原町2-1 2966-0077 スーパー・アパレル・雑貨店・カフェ
飲食店・リラクゼーション など

カラフジ 入間店 河原町2-1
西武入間ペペ2F 2901-8230 からあげ

まるみ 関谷園 下藤沢1317
ヨークマート入間店内 2962-3192 お茶・のり・急須 

ようかん
リンデン 
ヨークマート店

下藤沢1317
ヨークマート入間店内 2962-8800 婦人服小売

ヨークマート 入間店 下藤沢1317-1 2963-4751 精肉・青果・鮮魚・惣菜
ベーカリー・一般食品

サンドラッグ 下藤沢店 下藤沢1317-1
ヨークマート入間店内 2965-7575 薬

ケーヨーデイツー 
入間市下藤沢店 下藤沢188-1 2964-1565 DIY用品・園芸・インテリア 

レジャー・ペット用品 など
サンドラッグコピオ 
下藤沢店 下藤沢188-1 2901-2205 薬

スーパーアルプス 
入間下藤沢店 下藤沢188-1 2960-3710 食料品 など

TAIRAYA 武蔵藤沢店 下藤沢353-1 2960-0855 食品スーパーマーケット

㈱カワチ薬品 入間店 下藤沢362-1 2966-6536 薬・化粧品 
日用雑貨・食料品

ファッションセンター
しまむら 下藤沢店 下藤沢760-1 2960-1617 衣料品

ヤオコー 入間下藤沢店 下藤沢900-1 2901-1711 食料品全般

ケーズデンキ入間店 東藤沢2-12-27 2960-5750 家電製品

家電住まいる館 
ヤマダ入間店 東藤沢2-17-1 2965-7266 家電・リフォーム 

インテリア

ぐるぐる大帝国 入間店 東藤沢2-18-20 2960-0003 中古リサイクル品

コープみらい 
コープ武蔵藤沢店

東藤沢3-4-1 グリーン
ガーデン武蔵藤沢内 2901-0500 野菜・果物・鮮魚・精肉・惣菜

ベーカリー・食料品・酒
東京靴流通センター 
グリーンガーデン武蔵藤沢店

東藤沢3-4-2 グリーン
ガーデン武蔵藤沢内 2901-0650 靴の小売り

ウエルシア 
入間武蔵藤沢店 東藤沢3-4-5 2901-0666 医薬品・化粧品

食品・雑貨

イオンスタイル入間 上藤沢462-1 2901-4500 食品全般(雑貨・衣料)

ファッションセンター
しまむら 宮寺店 宮寺2793-3 2935-1770 衣料品

三井アウトレットパーク 
入間 宮寺3169-1 2935-1616 衣類・雑貨・食品

日用品

ヨークマート 入間扇台店 扇台2-2-30 2966-0777 精肉・青果・鮮魚・惣菜
ベーカリー・一般食品

ジャパンミート卸売市場 
入間店 久保稲荷1-29-3 2901-4129 精肉・食料品・米

生鮮食品

ニトリ 入間店 小谷田1-12-43 0120-014-
210 インテリア・家具

ドン・キホーテ 入間店 小谷田2-3-33 2901-7211 食品・日用品・電化製品
ブランド など

マミーマート 金子店 南峯271-1 2937-2710 鮮魚・青果・精肉・加工食品
菓子・酒・日配品 など

TSUTAYA 入間仏子店 仏子785-1 2933-0081 レンタルDVD/CD・コミック・書籍
GAME・販売CD・DVD・文房具

ヤオコー 入間仏子店 仏子785-1 2933-0071 食料品全般

A券のみご使用可能
《大型店》

※大型店内では一部取扱いできないお店がございますので予めご了承ください。

A・B券共にご使用可能
《販　売》
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いるまスマイルチケット取扱加盟店一覧

加盟店の最新情報は入間市商工会ホームページでご確認下さい。http://www.irumashi-sci.org/4

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

眼鏡市場 入間店 下藤沢1264-1 2964-9518 メガネ・コンタクト
補聴器

タイヤセレクト入間店 下藤沢1300-4 2963-0029 タイヤ（4輪・2輪・トラック）
オイル・バッテリー

瑪莎点心屋 下藤沢1312-6 
6A

080-4389-
8787 中華点心・棕子

リンデン グリーンヒル店 下藤沢1312-6 グリーンヒル
ショッピングセンター 2963-0001 学生服・スクール用品・

婦人用品
老茶樹園
西武グリーンヒル店 下藤沢1316-5 2966-3312 狭山茶・菓子・乾物等

和菓子 富士屋 下藤沢409-7 2962-3627 和菓子

㈱誠電社 下藤沢484-6 2962-4887 家電製品

さやま深蒸し本舗
沢田園

下藤沢490-6 プリエ
スクエア武蔵藤沢101

0120-10-
2449 お茶・お菓子・和カフェ

トモニー 武蔵藤沢駅店 下藤沢494-4 2901-7010 コンビニエンスストア

平塚園 下藤沢645 2962-2443 狭山茶

中内出園 下藤沢660 2962-4607 狭山茶・和紅茶・ほうじ茶
ひとくちようかん・急須

ドラッグストア セキ
武蔵藤沢店 下藤沢753-1 2901-1200 医薬品・化粧品・

日用品・食品

メガネ・補聴器のオガワ 下藤沢820-1 2962-4277 眼鏡・補聴器

シャディ サラダ館
狭山ヶ丘店 下藤沢846-2 2901-7700 ギフト商品

ドラッグセイムス
入間下藤沢店 下藤沢885-1 2901-2088 医薬品・化粧品

食品・雑貨
いるま野農業協同組合 
藤沢支店 下藤沢975 2962-3824 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材

㈱寺清 東藤沢2-12-20 2962-2785 ガソリン・洗車

ドコモショップ
武蔵藤沢店 東藤沢2-18-20 0120-035-

240 携帯電話

老茶樹園 武蔵藤沢店 東藤沢3-13-8 2964-7798 狭山茶・菓子・乾物

パープル 東藤沢3-13-8
ウエスタ武蔵藤沢104 2964-6827 婦人洋品

八百一支店 東藤沢3-14-11 2962-4552 青果

DGサービス㈱
狭山営業所 東藤沢3-22-9 049-274-

5551
ガス機器及び電気製品
並びにリフォーム など

寺清自動車㈱ 東藤沢3-6-11 2963-1346 新車・中古車・車検
点検・鈑金

肉の登美ヤ 東藤沢6-21-33 2962-6035 肉・揚物

デニッシュのお店 ISSIN 東藤沢6-2-16 050-3562-
1181 パン

ワインショップ なか 東藤沢6-21-9 2962-4790 酒全般・食品

チャッピー 東藤沢7-36-9 2964-9444 手芸用品

竹内青果 東藤沢8-36-12 2964-9599 青果物・果物・食品

カーテンじゅうたん王国 
入間店 上藤沢382-1 2901-1515 カーテン・カーペット

カオハナ 上藤沢391-6 2968-8737 洋菓子製造販売

ドラッグストア セキ
上藤沢店 上藤沢450-1 2960-0200 医薬品・化粧品

日用品・食品

清水園製茶工場 上藤沢658 2962-4048 茶

ふれあい大樹 上藤沢708-1 2966-2941 野菜・果物・米・苗
パン・うどん

塩野商店 宮寺1916 2934-4551 ガス・灯油・酒・米

いるま野農業協同組合 
宮寺支店 宮寺2073 2934-2013 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材
読売センター
入間市南部 宮寺2095-8 2934-8830 新聞・産地直送品

雑誌・出版物

本場銘茶 丸水園 宮寺252-3 2934-2073 茶・茶関連 他

さくらメガネ 入間店 宮寺3061-1 2934-7990 メガネ・コンタクトレンズ
ファーストピアス

㈲中村衣料 宮寺3193-1 2934-1774 総合衣料・衣料品
婦人紳士・寝具

駒井洋品店 宮寺4102-38 2934-4261 スクール衣料・糸類
手芸品

㈱水村商店 宮寺445-5 2934-2051 食品・ガス・灯油

㈲栗原商店 宮寺519-1 2934-2027 LPG

タイヤサービス中原 宮寺521-9 2934-4819 タイヤ

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

セブンイレブン 宮寺店 宮寺541-2 2934-5666 コンビニエンスストア

八百為 宮寺541-2 2934-2850 青果食料品

亀屋（宮寺） 宮寺627-1 2934-5325 和菓子

まつち商店 宮寺629 2934-2847 食品・酒

㈲田辺商店 二本木635-2 2934-4904 飼料・肥料・農薬
種苗・資材

㈱たびしょう 高倉1-3-10 2962-3568 呉服・和装小物 など

洋品のポニー 高倉1-3-2 2964-5049 学校衣料品

市川酒店 高倉1-6-9 2963-2121 酒類

ローソン
入間高倉四丁目店 高倉4-22-1 2966-9311 コンビニエンスストア

狭山茶製造直売 田代園 高倉4-5-5 0120-1188-
18 日本茶

丸田屋商店 扇町屋2-3-7 2962-2414 米穀

長谷部印房 扇町屋2-3-4 2962-5758 印章

狭山茶 西沢園 扇町屋2-3-8 2962-3802 狭山茶製造直売

田島屋米店 扇町屋3-1-2 2962-2970 米

マイハンズ コダマ 扇町屋4-1-39 2962-3187 家庭金物・建築金物
園芸用品

いるま野農業協同組合 
豊岡支店 扇町屋4-8-2 2962-3111 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材

モリタ園 扇町屋5-12-3 2966-1331 煎茶、菓子類、茶器
茶道用品 他

ビッグ・エー 扇町屋店 扇町屋5-3-12 2966-8893 食品・日用品

入間ガスサービス㈱ 扇台1-5-25 0120-311-
485

住宅設備機器
住宅リフォーム

ウエルシア 入間扇台店 扇台2-5-35 2901-0005 医薬品・化粧品
食品・雑貨

シュープラザ 入間店 扇台2-6-18 2960-6339 靴

AOKI
入間花みずき通り店 扇台3-6 2963-6688 メンズ、レディススーツ

フォーマル・メンズカジュアル
セブンイレブン
入間扇台3丁目店 扇台3-6-3 2965-3595 コンビニエンスストア

堀内酒店 久保稲荷1-1-4 2964-0639 酒類・食品

山畑園 久保稲荷店 久保稲荷4-9-1 2963-0655 お茶

お菓子工房 春呼 久保稲荷5-3-11 2962-5139 洋菓子

ドラッグエース 小谷田店 小谷田1377-1 2963-1185 医薬品・日用品
食品・化粧品 など

さえき 小谷田食品館 小谷田1379 2963-2137 生鮮食品・惣菜
日用品・酒

ナカムラ家電 入間店 小谷田1518 2964-5596 家電

いるま野農業協同組合 
東金子支店 小谷田4-6-11 2962-5297 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材
いるま野農業協同組合 
入間直売所 小谷田4-6-11 2964-5311 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材
いるま野農業協同組合 
入間資材センター 小谷田4-6-11 2962-5294 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材

茶の髙野園 小谷田476 2962-3637 お茶・紅茶

山  丸山園 小谷田597-3 2962-2333 茶

㈲粕谷ラジオテレビ商会 小谷田713 2962-3574 家庭電化製品

飯島酒店 小谷田783 2962-6621 酒類

ドコモショップ
入間インター店 小谷田860-1 0120-788-

240 携帯電話

ローソン 入間小谷田店 小谷田字青梅道南
702-5 2901-7111 コンビニエンスストア

社会福祉法人茶の花福祉会 
授産施設 大樹 新久227-1 2936-2511 だんご各種

季節の和菓子

衣料のよしかめ 新久555-1-2 2936-1638 学生洋品・婦人服
雑貨

小山酒店 新久560-6 2936-1877 酒類・米穀・食品 他

ガレージ オオノ 新久616-4 2936-1747 タイヤ・カー用品

宮源米店 新久660-5 2962-2816 米・クリーニング



いるまスマイルチケット取扱加盟店一覧

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

むぎとhaco
（ムギトハコ） 東町1-2-2 2941-2556 居酒屋

旬彩浜や ゆう輝 東町3-10-3 2962-7732 寿司

やきとり 佳味 東町7-13-6 2966-3192 やきとり

北海道らーめん 月形 豊岡1-12-20 2960-6776 ラーメン

フィリピンパブ
イノセント

豊岡1-12-20
坂口屋ビル2F 2936-9581 パブ

庄や 入間店 豊岡1-15-14 2965-1408 居酒屋

食堂 大樹 豊岡1-16-1
入間市役所内1階

070-3514-
3524 レストラン

山路 豊岡1-2-21 090-4242-
0105 刺身・やきとり など

ひらそる 豊岡1-3-17-101 2941-6916 スペイン料理・バル
カフェ

《飲　食》

加盟店の最新情報は入間市商工会
ホームページでご確認下さい。

http://www.irumashi-sci.org/
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事業所名 住所 電話番号 取扱品目

丸 丸山園 新久688 2962-4369 さやま茶

卓球ショップ iruiru 下谷ケ貫874-1 2936-1299 卓球用品

茶工房 比留間園 上谷ヶ貫616 0120-51-
4188

狭山茶
（緑茶・紅茶・ウーロン茶）

三ツ木園製茶㈱ 西三ツ木105 2936-0883 狭山茶・紅茶
ジェラート

いるま野農業協同組合 
金子支店 西三ツ木108 2936-0121 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材

㈲池乃谷園 西三ツ木59 2936-0639 お茶

㈱表石油 入間寺竹SS 寺竹516 2936-0321 ガソリン・灯油 など

ドラッグセイムス 金子店 寺竹690-1 2936-5288 医薬品・化粧品
雑貨・食品・酒 など

㈱坂宗 寺竹760 2936-0322 米穀・肥料・飼料

師岡洋品店 南峯102 2936-0426 金子小中指定商品
資生堂化粧品

セブンイレブン
入間仏子店 仏子1098-3 2931-1313 食品 など

㈲西武燃料 仏子1165-2 2932-0234 LPガス・灯油

いるま野農業協同組合 
西武支店 仏子748-1 2932-1178 米・一般食品・生鮮食品

肥料・農薬・生産資材

ドラッグセイムス 仏子店 仏子816-4 2933-0845 医薬品・健康食品
化粧品・日用雑貨・食品

Jumou 日本羽毛製造 仏子836-1 2932-5590 羽毛布団・カバー類・羽毛製品
羽毛布団クリーニング

ドラッグセイムス
入間仏子店 仏子839-1 2931-3030 医薬品・化粧品・食料品

日用雑貨 など

宮岡モーターサイクル商会 仏子877-3 2932-0523 自転車・電動自転車
原付バイク

ビッグ・エー
入間仏子店 仏子933-3 2931-3707 食品・日用品

おおひら布団店 仏子937-10 2932-3595 寝具・クリーニング取次

丸中園 野田1230-1 2932-0801 狭山茶 他

セブンイレブン
入間野田店 野田1446-1 2932-7666 食品 など

ロンシャン 洋菓子店 野田344-9 2932-4710 洋生菓子・焼菓子

読売センター 入間仏子 野田426-11-1F 2932-8267 新聞購読

洋品はまの 野田467-1 2932-0189 婦人洋品・小物
学校洋品

㈲やないや 野田621-6 2932-0606 酒類

竹田商店 野田849-1 2932-0845 米・食品

菓子工房 Miel 野田876 2932-6718 洋菓子

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

お酒と和食 
FUKUROU

豊岡1-5-28
西勝ビル1F 2966-4731 お酒・和食

手打そば やまじん 豊岡1-5-36
小松屋ステップス1F 2962-3177 そば・うどん

料亭 魚いち 豊岡1-8-5 2962-2628 懐石料理

鳥料理 鳩家 豊岡5-3-27 2962-6663 やきとり・唐揚・ランチ

大衆割烹 しまむら 鍵山2-2-7 2962-7997 大衆割烹料理

炭火焼肉 韓國苑 鍵山2-4-1 090-8347-
8641 炭火焼肉

手打うどん つきじ 宮前町7-12 2962-8096 手打ちうどん

日本料理 みずむら 宮前町9-11 2964-5169 お好み焼き・刺し身
焼物 など

レストランバー LINE’s 河原町1-3
駅前ビル2F 2964-3955 ピザ・カクテル

金華苑 下藤沢128 2962-3903 焼肉

富乃家 下藤沢1333-1 2941-2219 居酒屋

お食事処 さち 下藤沢332-127
 ホワイトハウス101 2965-0353 お酒・ビール

（居酒屋）

マテリオライフ 東藤沢2-15-5-
101 2006-6700 カフェ・雑貨

炙り焼き 鳥子 東藤沢6-21-6 2001-5584 焼鶏

カレーハウス CoCo壱番屋 
入間宮寺店 宮寺2982-1 2935-0977 カレー

あさひ 宮寺4102-113 2934-3907 そば・うどん・丼もの

華陽苑 高倉4-13-14 2964-7984 らーめん・定食
アルコール

焼肉 美和濃 扇町屋1-9-4 2965-9119 牛肉、豚肉、鶏肉など
の焼肉 など

長月 扇町屋3-3-7 2962-1557 そば

味の萬福 扇台6-2-27 2962-7582 レストラン

手打ちそば 仲むら 久保稲荷4-10-6 2966-3039 そば

Emblem Kitchen 小谷田1-13-19 2960-3338 洋風居酒屋

美味求庵 やまき 小谷田1258-17 2935-1808 和食レストラン

しゃぶしゃぶどん亭
入間店 小谷田962-4 2962-9933 しゃぶしゃぶ

ステーキのどん 入間店 小谷田963-1 2965-0703 レストラン

Porcellino
（ポルチェリーノ） 狭山台1-14-16 2941-3715 レストラン

カフェ シエスタ 牛沢町7-4 2930-3604 コーヒー・茶・洋菓子

若竹寿司 仏子1185-3 2932-3394 寿司

カフェ スペース
ア・ウン 仏子1397-3 2932-6005 軽食・茶 など

いっぷく堂カフェ 仏子879-10 090-3919-
1743

喫茶店
（軽食・ランチ・カフェ）

居酒屋 下町 野田435-1
和晃ビル1F 2932-2369 居酒屋

中華そば 大咲 野田642-6 2932-9722 ラーメン・ワンタンメン

ふらいぱんや 野田809-2 080-5011-
3904 昼ごはん・喫茶

レストラン ニックス 狭山市入間川
4-25-3 2954-9595 ジョンソンバーガー

煮込みハンバーグ・ステーキ



いるまスマイルチケット取扱加盟店一覧

加盟店の最新情報は入間市商工会ホームページでご確認下さい。http://www.irumashi-sci.org/

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

メンズサロン セブン 東町2-2-42 2964-6508 理髪業

髪宝社 髪ピュア 東町4-3-83 080-7738-
2737 理・美容室

ヘアーサロン ピアーナ 東町5-2-47-1 2937-3578 床屋・赤ちゃん筆

ビューティシモ 入間
（ペットライフ） 久保稲荷3-23-1 2964-9400 カット・パーマ

シャンプー など

ビューティシモ スクエア 豊岡1-3-29 BS
スクエア1F 2964-9877 カット・パーマ

シャンプー など

ヘアーハウス イノウエ 豊岡1-5-30 2962-4582 理容全般・CAC化粧品

Bar ber kawagoe 豊岡5-3-17 2962-1734 理容室

ヘアーブティック
ピノキオ 鍵山1-11-22 2962-8124 美容室

グリーンピース 鍵山店 鍵山2-3-3 2965-0566 美容室

PHLOX 春日町1-3-11 2964-2693 美容室

理容 おおさわ太郎 下藤沢289-1 2965-2622 理容店

髪工房 ピノキオ 下藤沢386-1 2964-4501 理容室

パーマスタジオ トリオ 東藤沢3-11-12 2963-2959 美容室

ヘアースタジオ トレス 東藤沢3-13-18-
103 2966-8111 美容室

理容 まつおか 東藤沢6-25-1 2962-4654 理容室

ヘアーサロン サトウ 小谷田1518-
518 2962-0554 理容室

理容 ナガサワ 南峯71-4 2936-0752 理容室

ヘアーサロン オオクボ 仏子1085-6 2932-3015 理容室

CUT SALON 
FUJINO 野田86-3 2932-8529 理容室

美容室 ゆみ 野田86-3 2932-0494 美容室

M,WISH 野田883-1 2932-3941 理美容室

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

39dog 東町2-1-19-2 2964-8771 ペットサロン

お顔そりスペース
poco（ポコ） 東町5-2-47-1 2937-3578 女性のお顔そり

クリーニング橋本商店 東町7-26-9 2962-2760 クリーニング

Color Presents
アドバンスカラーセラピー本部

豊岡1-3-5
ワンジェイビル4F 2935-1666 カラーアドバイス

色彩セミナー

りんでんマニピ指圧治療院 豊岡3-3-20
内村ビル2F 2965-2510 あん摩マッサージ指圧

トヨダクリーニング 豊岡5-3-18 2962-2639 クリーニング

髙橋モータース 鍵山2-10-6 2962-3506 二輪、四輪修理

㈱武蔵自動車 鍵山2-4-18 2964-3515 自動車販売 整備

宮岡自動車㈱ 鍵山2-9-26 2964-3311 自動車整備

霜原ゴルフガーデン 下藤沢615 2966-3711 ゴルフ練習場

サンシャインクリーニング 東藤沢7-26-8 2964-3576 クリーニング

大人の脳活 入間 宮寺2298-8 2937-7220 新しい認知症予防トレー
ニング

㈱山﨑自動車商会 宮寺2469-3 2934-1921 自動車販売・車検
整備・板金塗装

コバック入間宮寺店 二本木1386-1 0120-370-
868

車検・整備・鈑金塗装
車両販売

タイ古式&肘圧整体 
Hygge（ヒュッゲ） 扇町屋1-10-24 080-9876-

8008 整体・リラクゼーション

温掌堂マッサージ 扇町屋4-8-21 090-1033-
4526

マッサージ
（訪問専門）

豊岡丸大タクシー㈲ 扇町屋4-1-35 2962-4111 タクシー

㈲コダマサッシ 扇町屋4-3-7 2965-5448 ガラス・アルミサッシ 他

MIT 扇台2-8-12 070-5554-
4369

PC及び周辺機器
家電関係・デザイン・印刷

みずき整骨院 久保稲荷
2-12-22 1B 2964-5001 加圧トレーニング

足腰強化トレーニング など

フジボウル 小谷田1262-1 2934-5656 ボウリング場

西武ハイヤー㈱
入間営業所 小谷田628-1 2964-8180 タクシー

ひだまり接骨院 新久602-14 2936-2828 柔道整復

YSfactory 南峯45-15 090-2143-
5934 ネイルサロン・スクール

ファッションクリーニング 
川窪 仏子107-10 2932-5048 クリーニング

ぶし動物病院 仏子1080-6 2932-6655 動物病院

漢方 整体&エステのお店 
みゆき整体院 野田3031-11 2006-6886 整体・エステ

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

シマザキ印刷 東町1-10-30 2963-3456 封筒・冊子・パンフレット
など各種印刷

明治堂印刷㈱ 河原町5-13 2964-2944 各種印刷
カレンダー販売

特定非営利活動法人
音降りそそぐ武蔵ホール 下藤沢494 2962-5668 音楽ホール
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▼商工観光課・公民館へ持ち込む場合は、こちら側に切手（63円）を必ず貼ってください。

郵便往復はがき

必ず
63円切手を
貼って
ください

返　　信

いるまスマイルチケットについて

どこでも使用できるA券1,000円×１０枚　　大型店以外の店舗で使用できるB券500円×１０枚  の２０枚綴り

１0，０００円で50％のプレミアムを加えて

15,000円分のスマイルチケットに!!

※使用できる加盟店は次のページ以降を参照してください。
※使用できる加盟店にはポスターなどが掲示されます。
※今後、加盟店が増えた場合は、入間市商工会のホームページで随時公表していきます。

※使用期限を過ぎた商品券は使用できません。
※商品券使用の際、お釣りはでません。

《商品券の使用期間》
令和2年8月25日（火）より令和3年1月31日（日）まで

予約購入の申込方法

●ご予約申込みはパンフレットに付いている専用応募ハガキもしくは官製往復ハガキなどを使用して、購入希望場所等必要事項
を全てご記入のうえ、63円切手を往信・返信両方に貼り、郵便ポストへ投函してください。（加盟店などへの持ち込みはでき
ません。）郵便料金不足の場合は無効となります。

●市役所商工観光課・市内各公民館にて応募ハガキをお預かりすることができます。その際は、必ず返信側に切手をお貼り
ください。郵便料金不足の場合は無効となります。
　　持込可能時間　※記入内容の確認が必要なため下記時間内にお持ち込みください。
 商工観光課　平日　　　　　午前8時30分から午後5時15分まで
 市内各公民館　平日・土曜日　午前8時30分から午後5時15分まで

●予約申込みは1名につき1枚です。同一人が2枚以上申込んだ場合は予約申込みの全てを無効とする場合があります。

●往信・返信ハガキとも住所、氏名（フリガナ）、郵便番号をご記入ください。

●必要事項に記入もれがあった場合には無効となる場合があります。

●予約受付期間：令和2年7月30日（木）～令和2年8月19日（水）（当日消印有効）

予約購入の流れ

●予約申込みが発行数を上回った場合は、先着順ではなく抽選による販売を行います。

●抽選方法は、マイクロソフト社のエクセルの乱数を利用し、全ての申込者に順位付けをし、上位３万人の方を当選者とします。

●当落につきましては８月末日頃までに返信用ハガキにてお知らせいたします。（なお、当落や順位についてはお答えしかねます
のでご了承ください。）

●新型コロナウイルス感染症の集団感染を予防するため、当選ハガキの送付にお時間がかかることもありますので、ご了承ください。

購入の方法

購
入
場
所

●令和2年8月25日㈫から令和2年9月30日㈬までの間、購入引換券（当選ハガキ）による引換販売を行います。
●引換の際は、指定された時間に購入希望場所へ購入引換券（当選ハガキ）と現金を持参し、お越しください。（営業時間
内にお願いいたします。）

見本 見本

＋

9月26日㈯・27日㈰のみ

8月25日㈫から
9月30日㈬の
平日

（土・日・祝は休業）

いるまスマイルチケット
プレミアム付商品券

専用応募ハガキ

消えない筆記用具でご記入ください。

※ご提供いただく個人情報は、当落の連絡、販売管理、商品券の
発行事業の実施目的にのみ利用いたします。

上の購入場所（郵便局名一覧）をご覧になり、ご希望の郵
便局名を下の枠内にお書きください。

入間市市民会館をご希望の方は下記に丸印をつけてください。

購入希望場所

※希望場所の両方に記載があった場合、郵便局を優先します。

郵便局

926
927

のみ入間市市民会館

住　　所

住　所 入間市

氏　名
〒358－

入間市

フリガナ

氏　　名

電話番号

券 いるまスマイルチケットの加盟店舗で
あればどこでも使用できます。 券 大型店では使用できません。大型店

以外の加盟店で使用できます。

入間郵便局 扇台2-1-20 TEL2962-2802 午前9時～午後5時
入間新久郵便局 新久641-18 TEL2962-5996 午前9時～午後5時
入間扇町屋郵便局 扇町屋4-2-23 TEL2966-7333 午前9時～午後5時
入間上藤沢郵便局 上藤沢391-8 TEL2964-3336 午前9時～午後5時
入間黒須郵便局 黒須2-2-1 TEL2962-5994 午前9時～午後5時
入間下藤沢郵便局 下藤沢410  TEL2962-5995 午前9時～午後5時
入間仏子郵便局 仏子912-7 TEL2932-5263 午前9時～午後5時
金子郵便局 寺竹805 TEL2936-1000 午前9時～午後5時
西武郵便局 野田621-3 TEL2932-2013 午前9時～午後5時
宮寺郵便局 宮寺525 TEL2934-5992 午前9時～午後5時
西武入間ぺぺ内郵便局 河原町2-1 TEL2962-1027 午前10時～午後6時
入間市市民会館 豊岡3-10-10 TEL2964-2411 午前10時～午後4時
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9月30日㈬を過ぎた場合の引換は一切できませんのでご注意ください。
購入引換券（当選ハガキ）の再発行は一切行えませんのでご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、日程など変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

購入場所
時間

●8月25日㈫から9月30日㈬ 市内各郵便局の営業日（土・日・祝は休業）の午前9時から午後5時までとします。
（西武入間ペペ内郵便局のみ午前10時から午後6時まで）

●9月26日㈯及び27日㈰ 入間市市民会館　午前10時から午後4時まで

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

吉沢建設㈱ 東町1-1-3 2964-6221 建築

西武開発のリリーフ・ 
イチマルイチ 東町3-1-2 0120-101-

636 リフォーム工事 など

㈲粕谷材木店 豊岡1-4-29 2962-3055 材木

㈱荻野鉄工 豊岡3-6-4 2962-5401 鉄工・鉄骨建築

㈱荒井工業所 豊岡5-3-36 2962-3577 管工事・土木工事

㈲中島工務店 宮前町6-6 2962-4658 建築

㈲菅野電機 春日町1-11-36 2964-8198 電機

㈱小林工務所 春日町2-6-5 2962-2632 建築

水村畳店 黒須1-10-34 2962-4000 畳工事一式・襖
あみ戸・障子

鈴木製畳㈱ 河原町11-19 2962-2404 畳工事・畳小物販売

㈲松葉工務店 東藤沢7-17-14 2963-7220 建築

大豊建設㈱ 上藤沢30-3 2963-0731 建築

㈱カトウ工務店 二本木1185-1 2934-4926 建築

飯島木工所 扇町屋4-3-3 2962-2653 建具・サッシ・襖
障子・網戸張替

㈱イシカワ商工 久保稲荷5-5-24 2963-7069 リフォーム

坂ノ下鈑金㈲ 小谷田216-1 2964-3301 板金

《理容・美容》

《サービス》

《その他》

《建設工事関係》

事業所名 住所 電話番号 取扱品目

土屋興業㈱ 南峯174-1 2936-1256 不動産・建築

森田建具店 南峯231-3 2936-0030 木製建具製造・修理
障子、襖張替 など

創和設備入間 野田610 2932-0200 管工事

司産業㈱ 野田936 2932-3111 土木建設
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いるまスマイルチケットA4パンフ2020年7月 P2　校了 いるまスマイルチケットA4パンフ2020年7月 P7　校了

▶
ご
自
分
の
ご
住
所
・
お
名
前
を
お
書
き
の
上
、
返
信
・
往
信
用
の
63
円
切
手
を
2
枚
必
ず
お
貼
り
く
だ
さ
い
。

▼商工観光課・公民館へ持ち込む場合は、こちら側に切手（63円）を必ず貼ってください。

郵便往復はがき

必ず
63円切手を
貼って
ください

返　　信

いるまスマイルチケットについて

どこでも使用できるA券1,000円×１０枚　　大型店以外の店舗で使用できるB券500円×１０枚  の２０枚綴り

１0，０００円で50％のプレミアムを加えて

15,000円分のスマイルチケットに!!

※使用できる加盟店は次のページ以降を参照してください。
※使用できる加盟店にはポスターなどが掲示されます。
※今後、加盟店が増えた場合は、入間市商工会のホームページで随時公表していきます。

※使用期限を過ぎた商品券は使用できません。
※商品券使用の際、お釣りはでません。

《商品券の使用期間》
令和2年8月25日（火）より令和3年1月31日（日）まで

予約購入の申込方法

●ご予約申込みはパンフレットに付いている専用応募ハガキもしくは官製往復ハガキなどを使用して、購入希望場所等必要事項
を全てご記入のうえ、63円切手を往信・返信両方に貼り、郵便ポストへ投函してください。（加盟店などへの持ち込みはでき
ません。）郵便料金不足の場合は無効となります。

●市役所商工観光課・市内各公民館にて応募ハガキをお預かりすることができます。その際は、必ず返信側に切手をお貼り
ください。郵便料金不足の場合は無効となります。
　　持込可能時間　※記入内容の確認が必要なため下記時間内にお持ち込みください。
 商工観光課　平日　　　　　午前8時30分から午後5時15分まで
 市内各公民館　平日・土曜日　午前8時30分から午後5時15分まで

●予約申込みは1名につき1枚です。同一人が2枚以上申込んだ場合は予約申込みの全てを無効とする場合があります。

●往信・返信ハガキとも住所、氏名（フリガナ）、郵便番号をご記入ください。

●必要事項に記入もれがあった場合には無効となる場合があります。

●予約受付期間：令和2年7月30日（木）～令和2年8月19日（水）（当日消印有効）

予約購入の流れ

●予約申込みが発行数を上回った場合は、先着順ではなく抽選による販売を行います。

●抽選方法は、マイクロソフト社のエクセルの乱数を利用し、全ての申込者に順位付けをし、上位３万人の方を当選者とします。

●当落につきましては８月末日頃までに返信用ハガキにてお知らせいたします。（なお、当落や順位についてはお答えしかねます
のでご了承ください。）

●新型コロナウイルス感染症の集団感染を予防するため、当選ハガキの送付にお時間がかかることもありますので、ご了承ください。

購入の方法

購
入
場
所

●令和2年8月25日㈫から令和2年9月30日㈬までの間、購入引換券（当選ハガキ）による引換販売を行います。
●引換の際は、指定された時間に購入希望場所へ購入引換券（当選ハガキ）と現金を持参し、お越しください。（営業時間
内にお願いいたします。）

見本 見本

＋

9月26日㈯・27日㈰のみ

8月25日㈫から
9月30日㈬の
平日

（土・日・祝は休業）

いるまスマイルチケット
プレミアム付商品券

専用応募ハガキ

消えない筆記用具でご記入ください。

※ご提供いただく個人情報は、当落の連絡、販売管理、商品券の
発行事業の実施目的にのみ利用いたします。

上の購入場所（郵便局名一覧）をご覧になり、ご希望の郵
便局名を下の枠内にお書きください。

入間市市民会館をご希望の方は下記に丸印をつけてください。

購入希望場所

※希望場所の両方に記載があった場合、郵便局を優先します。

郵便局

926
927

のみ入間市市民会館

住　　所

住　所 入間市

氏　名
〒358－

入間市

フリガナ

氏　　名

電話番号

券 いるまスマイルチケットの加盟店舗で
あればどこでも使用できます。 券 大型店では使用できません。大型店

以外の加盟店で使用できます。

入間郵便局 扇台2-1-20 TEL2962-2802 午前9時～午後5時
入間新久郵便局 新久641-18 TEL2962-5996 午前9時～午後5時
入間扇町屋郵便局 扇町屋4-2-23 TEL2966-7333 午前9時～午後5時
入間上藤沢郵便局 上藤沢391-8 TEL2964-3336 午前9時～午後5時
入間黒須郵便局 黒須2-2-1 TEL2962-5994 午前9時～午後5時
入間下藤沢郵便局 下藤沢410  TEL2962-5995 午前9時～午後5時
入間仏子郵便局 仏子912-7 TEL2932-5263 午前9時～午後5時
金子郵便局 寺竹805 TEL2936-1000 午前9時～午後5時
西武郵便局 野田621-3 TEL2932-2013 午前9時～午後5時
宮寺郵便局 宮寺525 TEL2934-5992 午前9時～午後5時
西武入間ぺぺ内郵便局 河原町2-1 TEL2962-1027 午前10時～午後6時
入間市市民会館 豊岡3-10-10 TEL2964-2411 午前10時～午後4時

3 5 8

9月30日㈬を過ぎた場合の引換は一切できませんのでご注意ください。
購入引換券（当選ハガキ）の再発行は一切行えませんのでご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、日程など変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

購入場所
時間

●8月25日㈫から9月30日㈬ 市内各郵便局の営業日（土・日・祝は休業）の午前9時から午後5時までとします。
（西武入間ペペ内郵便局のみ午前10時から午後6時まで）

●9月26日㈯及び27日㈰ 入間市市民会館　午前10時から午後4時まで



いるまスマイルチケットA4パンフ2020年7月 P8　校了 いるまスマイルチケットA4パンフ2020年7月 P1　校了

入間市

発行総額

A券１０枚 B券１０枚 の２０枚綴り＋

応募専用
ハガキ付き

１５，０００円分の
お買い物ができる!!

コロナに
負けない!!

で10,000円でこちらの面は何も記載しないでください。

購入は予約販売のみとなります。購入は予約販売のみとなります。

4億5千万円
発行総数

30,000セット

50％
プレミアム付き

見本 見本

応募期間（専用応募ハガキ等での申し込みとなります）
令和２年７月30日（木）～令和２年８月１９日（水）（当日消印有効）

購入期間（当選した方のみ商品券を購入できます）
令和２年８月２５日（火）～令和２年９月３０日（水）

使用期間（購入した商品券が使用できる期間）
令和２年８月２５日（火）～令和３年１月３１日（日）

◀
返
信
・
往
信
用
の
63
円
切
手
を
2
枚
必
ず
お
貼
り
く
だ
さ
い
。

き
り
と
り

郵便往復はがき

往　　信

●いるまスマイルチケットは取扱い加盟店にて令和3年1月31日㈰まで使用できます。
●但し商品券の金額を下回る商品を購入した場合でもつり銭は支払われません。また以下のものには商品券
は使用できません。
（1）商品券、ビール券、図書券、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカード、など換金性の高いもの。
（2）土地および家屋の購入代金（不動産売買）。
（3）出資や債務の支払い。
（4）たばこの小売販売。
（5）国や地方公共団体への支払い。
（6）事業活動に伴う原材料、機械類及び仕入商品など。
（7）性風俗関連特殊営業に係るもの。
（8）その他、発行者が適当でないと認めるもの。
その他、商品によっては使用できないものがございますのでご注意ください。転売は禁止されています。

●郵便局は駐車場が手狭ですので、なるべく徒歩などでお出かけください。
●窓口が混み合うことが予想されますので、余裕をもってお越しください。

入間市役所　環境経済部 商工観光課
入間市豊岡1-16-1　TEL 04-2964-1111 （内線4251・4257）

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1009381.html

スマートフォンからの
アクセスはこちらから

注意事項

お問い合わせ先

3 5 8 8 5 1 1

購入方法
加盟店など
詳しくは中面を
ご覧ください。

いるティー アマビエ

入間市役所

いるまスマイルチケット
予約受付係

必ず
63円切手を
貼って
ください


