
令和3年10月1日㈮〜
令和4年1月10日㈪

令和4年1月10日㈪まで!
令和4年1月15日㈯

伊万里で買うBuy!! 
がBuyさがん運動

2021

のぼり旗やポスターがある参加店（裏面掲載）
でお買い物をしてスタンプカードにどんどん 
ポイントを貯めよう！期間中にスタンプを貯め
てスタンプカードを投函すれば、

抽選で豪華賞品をGet するチャンス！

※このままスタンプカードとして使えます。

運動期間

応募締切
抽 選 会（順不同）

豪華賞品をGETしよ
う!

『伊万里で買う Buy!! が Buy さがん運動 2021』が
10 月1日より伊万里市内で始まります !! 

のぼり旗やポスターのあるお店でお買物やお食事等
していただくと、500 円毎にスタンプカードにスタンプが貯まります。
スタンプ 50 個全て貯まったら、スタンプカードに住所・氏名・連絡先を記
入して投函箱に投函して下さい。（参加店へお預け頂いても結構です）応募
された方の中から抽選で、沢山の豪華賞品があたります。さあ、地元の 
お店でお買物をしましょう！ そして、ご家族・ご友人にもこの『伊万里で
買うBuy!! がBuyさがん運動2021』を広めて、
みんなで盛り上げて伊万里の街を元気にしましょう!!

地元消費で

まちを元気に
!!

買って!食べて
!消費して!

地元の店を応
援!!

シャープ 空気清浄機 1名 お食事券（2,000円分） カフェレストラン・ダ・ジュール 5名 床屋とパーマ屋の玉子かけごはん専用醤油（2本入） 床屋とパーマ屋サロン・ド・マツナガ 5名
アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 1名 JCBギフトカード（5,000円分） ㈱アイケイ自動車 2名 柱時計 ㈲一心堂 2名
ソーダストリーム ソーダメーカー 1名 お米（５㎏入） 仕出し割烹たなか 2名 商品券(2,000円分) ジョイスポーツカワカミ 3名
パナソニック ヘアードライヤー ナノケア 1名 波多津特産品セット ㈲波多津自動車 2名 手作り冷凍餃子（10ヶ入） 天狗屋飯店 5名
アサヒスーパードライ(缶ビール350ml×24本入）1箱 6名 すき焼き・しゃぶしゃぶ券（3,500円分) ひょうたん 5名 ちびあらごしセット ㈱石見屋本店 3名
ガソリン券(5,000円分) 10名 伊万里ふんわりくっきぃ（3種入） さかえ菓子舗 5名 お食事券（2,000円分） 吉峰 5名
伊万里牛(3,500円分) 20名 和牛バラスライス（2,000円分） ㈲片岡精肉店 5名 お食事券（1,000円分） 鉄板焼 牛車 5名
参加店共通商品券(10,000円分) 10名 ゆかた（女性1名・男性１名） 丸茂 2名 パプリカのジャムとどら焼のセット ㈱小嶋や 6名
参加店共通商品券(5,000円分) 10名 焼桐下駄 ㈲石見屋呉服店 2名 生甘酒 いのうえ酒店 10名
参加店共通商品券(3,000円分) 10名 お食事券（1,000円分） ㈲宝来軒 3名 念珠袋 ㈱聖文社 10名
参加店共通商品券(2,000円分) 100名 伊萬里茶幸庵ジェラート３種 茶幸庵 山口製茶園㈱ 5名 カット無料券 ヘアーサロン ComeCome 3名
参加店共通商品券(1,000円分) 70名 有田焼フリーカップ（２個組） いちりん舎 2名 無着色辛子明太子（200g） ㈱鮮鼓堂伊万里支店 10名
鯨缶セット ㈱吉善商店 4名 つり具のまるきん商品券（1,000円分） ㈱まるきん 20名 JCBギフトカード（2,000円分） ㈲トムズカンパニー 1名
クロワッサン（8ヶ入） アイ・ケイ・ケイ㈱ 10名 伊万里ロジエお食事券（2,000円分） (株)オリオンセラミック 5名 辛口純米酒 松浦一（720ml） 松浦一酒造㈱ 5名
全国百貨店共通商品券(3,000円分) ㈲唐津屋 1名 伊万里牛セット ㈲伊万里食肉販売 2名 ポン酢・醤油セット 蛇の目寿司 3名
ネピアティッシュペーパー1梱包（60個） ㈲三栄商事 1名 ギフト券（1,000円分） TBサロン・Mary 5名 化粧水ボトル 虎仙窯 2名
クオカード（1,000円分） ㈲白川佛具店 10名 クオカード（3,000円分） ㈱フタバ九州伊万里工場 3名 足つぼ or ヘッドマッサージ ㈱山下薬局 10名
早田㈱文具商品券（2,000円分） 早田㈱ 5名 まさ子さんの万のう酢 永楽屋 10名 お食事券（1,000円分） 清龍 5名
クオカード(1,000円分) ㈱奈雅井 10名 商品券（1,000円分） ㈱SMAT ファインズ たけだ 2名 フルーツ酒（720ml） ㈱川原（川原酒店） 5名
伊万里駅通商店街の商品券（3,000円分） 伊万里駅通商店街振興組合 10名 伊万里焼饅頭（8ヶ入） ㈲エトワール・ホリエ 3名 ワイン ㈲きくなみ（伊万里きくなみ） 3名
りんごジュース（６本入） ㈱伊万里青果市場 5名 お食事券（3,000円分） ㈲櫓庵治 5名 ランチお食事券（2,000円分） ㈲割烹 山平 5名
AVILOオリーブオイルセット（自社製品） ㈱九電工伊万里営業所 2名 商品券（500円分） ㈲城月堂 5名 しみケアチケット わかまつや 50名
伊万里香ねぎスープ・ふりかけセット ㈲伊万里グリーンファーム 5名 お食事券（2,000円分） 焼肉 司 3名 美白全身脱毛体験チケット わかまつや 50名
クオカード(1,000円分) 山浦義行税理士事務所 10名 ヘアケア商品 la vie ラヴィ 3名 まつげトリートメントチケット わかまつや 50名
お食事券（2,000円分） ㈲アリウラ（ドライブイン鳥） 5名 オイル交換券（3ℓまで） ㈱城島自動車 5名 LEDスティックライト ㈲桜井無線 5名
オイルチケット（無料券 ４ℓまで） ㈱IDEE's Company 5名 お食事券（2,000円分） ㈲ハピネス村 3名 ランチお食事券（2,000円分） Bouillon フランス料理ブイヨン 3名
クオカード（3,000円分） 伊万里ガス㈱ 5名 地域通貨ハッチ―（1,000円分） 昭和興産㈲ 5名 クッション リリーマルショウ 10名
エレナ商品券（3,000円分） 川原建設㈱ 5名 古伊万里すみやま純米吟醸 古伊万里酒造㈲ 20名 フラワーギフト券（2,000円分） ㈲山口花店 5名
マルちゃんカップ麺(1箱) 伊万里東洋㈱ 20名 チオビタドリンク（10本入） ㈲宮本薬局 5名 ちりめん布飾り手まり ㈲木寺商店 3名
ハピネス村お食事券（5,000円分） ㈱黒川商会 3名 レギュラーガソリン10ℓ商品券 河原石油㈱ 5名 灯油18ℓ券 川井産業㈱ 5名
クオカード（1,000円分） 伊万里信用金庫 20名 アクサワイン アクサ生命保険㈱ 5名 商品券(1,000円分) ㈲本岡金物店 3名
車えびみそ漬 伊万里クルマエビセンター 3名 図書カード(1,000円分) ㈱カンセイ　 5名 くすきの杜商品券(1,000円分) ㈱回生薬局 くすきの杜 5名
図書カード(2,000円分) 伊万里金融協会 5名 オロナミンC(10本入) 吉田飲料(資) 5名 ファッション小物 ブティック たんごや 2名
つり具のまるきん商品券(3,000円分) 黒木建設㈱ 3名 柔らかおつまみ６選セット 小島食品工業㈱ 5名 無重力ジェル枕 ㈲亀や 1名
五草花フリーカップ ㈲畑萬陶苑 5名 ステーキつじ川お食事券（2,000円分） ㈱キョーワ 5名 リング・オー・モップ ㈲亀や 1名
商品券（VJA）（2,000円分） ㈱三光 5名 ロールケーキ ジャルダン洋菓子店 5名 お食事券（1,000円分） レストランチムニー 5名
黒窯変八角鉢 ㈱瀬兵 3名 お料理割引券（1,000円分） 前常別館 5名 万年青マグカップ ㈱川副青山 3名
畑萬陶苑のぐい呑みと純米吟醸すみやまのセット 伊万里ケーブルテレビジョン㈱ 3名 ねむねむ枕 池田畳店 1名 図書カード(1,000円分) 税理士法人ノリタ 20名
KIKYOYAサンド（２個） KIKYOYA 10名 カード入れ 池田畳店 2名 伊万里牛商品券（2,500円分） 片岡精肉本店 4名
洗剤セット ㈱山億 5名 商品券（1,000円分） JA伊万里農産物直売所「松浦の里」 5名 お食事券（3,000円分） 佐州屋（さしまや） 3名
ガソリン10ℓ券 ユウシード東洋㈱ 5名 全農商品券（1,000円分） ㈱Aコープ九州 10名 商品券（2,500円分） ㈲肥前観光 2名
伊万里牛ハンバーグセット 伊万里ロジエ 2名 クオカード（1,000円分） 大和プロパン㈱ 3名 バッグ・小物セット ばばさんち 2名
お食事券（1,000円分） ㈱海の郷玄海丸 5名 伊万里スターボウル金券（2,000円分） ㈲伊万里スターボウル 5名 ペア温泉入浴券 祐徳温泉㈱伊万里支店 5名
火災警報器 ㈲亀栄プロパン 3名 パン（1,000円分） ㈲ブランジェ 5名 豆菓子セット まえだまめ㈱ 5名
イオンギフトカード（1,000円分） イオン九州㈱マックスバリュ伊万里駅前店 10名 お買物券（1,000円分） JA伊万里農産物直売所「四季の館」 5名 クオカード（1,000円分） ㈱武藤開発 5名
お買物券（2,000円分） ㈲西岡醤油店 5名 お食事券（2,000円分） ㈲福吉 3名 オリジナルワイン ロイヤルチェスター伊万里 3名
商品券（1,000円分） 焼きたてパンの店バケット 5名 伊万里牛しゃぶしゃぶ付温泉湯豆腐セット 静波荘 2名 ボディローション(2本入) スナックケアー 1名

スタンプカード
投函箱設置箇所

伊万里商工会議所､駅通プラザ､伊萬里まちなか一番館(古伊万里通り）､片岡精肉本店(仲町)､レディス マキ(いすい通り)、
伊万里市役所、伊万里市観光協会、ファインズたけだ(楠久)、Ａコープ各店、マックスバリュ伊万里駅前店

主　催：伊万里商工会議所（伊万里市新天町 663 番地　☎ 0955-22-3111）
後　援：佐賀県、伊万里市、伊万里市観光協会、伊万里ケーブルテレビジョン㈱、西海テレビ㈱（順不同）



伊万里で買うBuy!! 
がBuyさがん運動2021
※このリーフレットは 2021 年 9 月 9 日現在での参加店 198 店舗を掲載しています。 

参加店の更新情報は下記の Web サイトまでアクセスしてください。

https://imari-cci.or.jp
（順不同）

参加店

地元消費で
まちを元気に!!
買って!食べて!消費して!
地元の店を応援!!

㈲一心堂…………………………… ☎ 23-1410

文具・印鑑
坂口印判店………………………… ☎ 22-3804
小林はんや………………………… ☎ 22-2545
㈲田口紙店………………………… ☎ 22-6252
文具・事務機の早田㈱…………… ☎ 23-6161
積文館書店 伊万里店 …………… ☎ 23-4185

レジャー・スポーツ関連
㈲伊万里スターボウル…………… ☎ 22-7141
ジョイスポーツカワカミ………… ☎ 22-8036
㈱まるきん………………………… ☎ 23-3518
伊万里温泉 白磁乃湯 …………… ☎ 22-6380

家電・電化製品
㈱昭栄電器………………………… ☎ 23-5533
パナパナでんき館マエダ………… ☎ 23-6364
きしがわ電水……………………… ☎ 23-6200
au ショップ伊万里中央 ………… ☎ 22-0355
エディオン伊万里駅前店………… ☎ 23-3551

ホテル・旅行
相生橋別邸………………………… ☎ 25-8405
静波荘……………………………… ☎ 35-4193
㈲肥前観光………………………… ☎ 21-1605

理容・美容
Calm..（カーム） ……… ☎ 050-3188-8070
ヘア＆フェイス ミラクル美容室 … ☎ 22-2266
ヘアーサロン・カネコ…………… ☎ 28-2564
みどり美容院……………………… ☎ 23-2541
ビューティ あい ………………… ☎ 23-4048
la vie ラヴィ ……………………… ☎ 25-9132
colette …………………………… ☎ 23-1787
ツイン 21 ………………………… ☎ 23-9757
サロン・ド フィール …………… ☎ 22-7576
㈱ be happy ……………………… ☎ 23-1030
サロンやまぐち…………………… ☎ 23-1223
床屋とパーマ屋サロン・ド・マツナガ … ☎ 28-2640
ヘアーサロン ComeCome ……… ☎ 23-5513
美容室しゃんぷ～………………… ☎ 22-6078
キク美容室………………………… ☎ 22-2711
ヴォーグ美容室…………………… ☎ 23-4610
ツカベ理容………………………… ☎ 25-0909
森のくま…………………………… ☎ 25-0668
ビューティーマーキュリー……… ☎ 23-3890
ヘアースタジオ JAM …………… ☎ 22-8234

車・ガソリン・ガス関連
ユウシード東洋㈱ドクタードライブセルフ国見台SS … ☎ 23-3822
ユウシード東洋㈱立花SS ……… ☎ 23-3611
㈲亀栄プロパン…………………… ☎ 23-2003
㈱アイケイ自動車………………… ☎ 22-1495
㈲波多津自動車…………………… ☎ 25-0023
伊万里ガス㈱……………………… ☎ 23-4191
㈱城島自動車……………………… ☎ 23-3108
和光自動車………………………… ☎ 25-9775
西九州セイビ㈱…………………… ☎ 28-3177
大和プロパン㈱…………………… ☎ 23-4346
㈱ IDEE's Company …………… ☎ 23-2695
川井産業㈱ ………………………… ☎ 23-2185
川井産業㈱ガンマ上伊万里給油所 … ☎ 23-5030
川井産業㈱白野事業所……………… ☎ 23-3083
川井産業㈱サンルート神林給油所 … ☎ 23-3316
㈲南波多自動車…………………… ☎ 24-3105

その他
FUSE ……………………………… ☎ 38-9013
WEB制作 dotnine ……kamooooshikka@gmail.com
㈲ナガサワ………………………… ☎ 22-7789
伊萬里まちなか一番館…………… ☎ 22-7200

（一社）伊万里市観光協会 ……… ☎ 23-3479

いまりやさい村………… ☎ 080-2742-7817
JA伊万里農産物直売所「四季の館」 … ☎ 22-2581
JA伊万里農産物直売所「松浦の里」 … ☎ 26-3427
㈲ブランジェ……………………… ☎ 22-9520
地酒処 石見屋本店 ……………… ☎ 23-2008
㈱小嶋や…………………………… ☎ 22-6711
いのうえ酒店……………………… ☎ 22-2068
㈱鮮鼓堂 伊万里支店 …………… ☎ 29-8822
㈱鮮鼓堂 有田支店 ……………… ☎ 25-9077
田尻酒店…………………………… ☎ 28-0501
㈱川原（川原酒店） ……………… ☎ 23-2384
㈱Ａコープ九州Ａコープいまり店 … ☎ 22-3233
㈱Ａコープ九州Ａコープ浦之崎店 … ☎ 28-3002
㈱Ａコープ九州Ａコープ大川店 …… ☎ 29-2493
㈱Ａコープ九州Ａコープ黒川店 …… ☎ 27-1864
㈱Ａコープ九州Ａコープ波多津店 … ☎ 25-0880

お菓子
さかえ菓子舗……………………… ☎ 22-3613
伊万里菓舗うちだ………………… ☎ 23-3577
㈲エトワール・ホリエ本店 ……… ☎ 23-1515
㈲エトワール・ホリエ有田支店 … ☎ 43-2203
㈲エトワール・ホリエ南支店 …… ☎ 23-1240
㈲城月堂…………………………… ☎ 22-5813
ジャルダン洋菓子店……………… ☎ 22-2269
豆善 大坪店（まえだまめ） ……… ☎ 23-3711
豆善 ふるさと村店（まえだまめ） … ☎ 24-2252

生活用品関連
㈱山億伊万里店…………………… ☎ 22-6601
いちりん舎………………………… ☎ 23-7741
ASA伊万里 ………………………… ☎ 23-4666
陶園 香月 ………………………… ☎ 23-2069
小山陶磁器………………………… ☎ 23-5586
斉藤写真館………………………… ☎ 23-2262
しのはらレコード店……………… ☎ 23-1235
㈲本岡金物店……………………… ☎ 22-6155
㈲アグリピア（ガーデニング マツモト） … ☎ 22-7000
㈲健伸アルミ……………………… ☎ 23-9564
おしゃれの店えぐち……………… ☎ 22-6015
伊豫屋＆陽だまり屋……………… ☎ 23-2317
LUCE …………………… ☎ 080-6404-5791
藤井仏具店………………………… ☎ 23-4722
地域商社 伊萬里百貨店 ………… ☎ 25-8132
ばばさんち……………… ☎ 090-9474-3678
TBサロン・Mary ………………… ☎ 23-7825
サイクル やまぐち ………………… ☎ 23-6746
おしゃれの店きしかわ…………… ☎ 28-4567
多久島畳店………………………… ☎ 23-3485
宮園仏壇製作所…………………… ☎ 23-3838
昭和興産㈲………………………… ☎ 22-2302
池田畳店…………………………… ☎ 22-5402
㈲白川佛具店……………………… ☎ 23-5345
西肥亀の井タクシー㈱伊万里営業所 … ☎ 23-5330
西肥亀の井タクシー㈱有田営業所 …… ☎ 43-3000
㈱聖文社…………………………… ☎ 22-5046
おもちゃのまつかわや…………… ☎ 23-2790
㈲古川陶磁器……………………… ☎ 23-2234
㈲山口花店 脇田本店 …………… ☎ 23-8787
㈲山口花店 たけだ店 …………… ☎ 28-4587
㈲山口花店 エレナ店 …………… ☎ 22-2738
虎仙窯……………………………… ☎ 24-2137
松浦唐津 今岳窯 ………………… ☎ 23-3583
㈱山下薬局………………………… ☎ 22-3810
わかまつや………………………… ☎ 23-2486
リリーマルショウ………………… ☎ 22-3888
㈱回生薬局 くすきの杜 ………… ☎ 24-9033　

カメラ・時計・眼鏡
ユタカカメラ……………………… ☎ 23-2528
山口時計店………………………… ☎ 22-2567
メガネの平岡……………………… ☎ 22-3525
メガネのヤマグチ………………… ☎ 25-8031
メガネのヒロ……………………… ☎ 22-5336
セイコー堂時計店………………… ☎ 22-2324

飲食関連
伊万里ロジエ……………………… ☎ 23-3289
㈱海の郷玄海丸…………………… ☎ 24-2263
カフェレストラン・ダ・ジュール …… ☎ 22-5110
仕出し割烹たなか………………… ☎ 22-3001
ひょうたん………………………… ☎ 22-1808
㈲宝来軒…………………………… ☎ 23-2438
伊万里厨酒房 彩香 ……………… ☎ 22-8228
DINING 七・柊 …………………… ☎ 22-5790
㈲岩蔵……………………………… ☎ 22-7763
くわ焼きの店 恵方 ……………… ☎ 23-0386
ぎゅうたん………………………… ☎ 22-8360
佐州屋（さしまや） ……………… ☎ 22-1570
割烹仕出し 祇園 ………………… ☎ 22-3377
なかの田舎庵……………………… ☎ 23-9894
漬もん屋 鉢瓶 …………………… ☎ 25-9806
café museum/TRAFFIC ………… ☎ 25-9481
炭火焼鳥 すけ八 ………………… ☎ 38-9051
㈲櫓庵治…………………………… ☎ 20-4636
焼肉 司 …………………………… ☎ 23-3007
㈲ハピネス村……………………… ☎ 23-2681
前常別館…………………………… ☎ 23-5724
レストラン石けり………………… ☎ 23-3922
しちりん焼肉とらたま…………… ☎ 23-4029
ばさら……………………………… ☎ 20-1573
食道園……………………………… ☎ 22-3958
新天うなぎ屋……………………… ☎ 23-0147
串焼き 福吉 ……………………… ☎ 22-6474
天狗屋飯店………………………… ☎ 22-2548
吉峰………………………………… ☎ 23-3563
鉄板焼 牛車 ……………………… ☎ 23-5488
スナック プーブル ……………… ☎ 22-4436
やきとり王将……………………… ☎ 23-7496
寿美佳……………………………… ☎ 23-3354
㈲アリウラ（ドライブイン鳥） … ☎ 23-0667
㈲ますや…………………………… ☎ 24-2055
清龍………………………………… ☎ 24-3110
兎山 なずな庵 …………………… ☎ 22-3992
割烹仕出しつる屋隠れ家帆っ Ho!! … ☎ 22-3971
伊万里きくなみ…………………… ☎ 20-9451
㈲割烹 山平 ……………………… ☎ 23-2745
Bouillon フランス料理ブイヨン … ☎ 23-5639
レストランチムニー……………… ☎ 23-0515
しほみ食堂………………………… ☎ 22-3971

ファッション・呉服
KIKYOYA ………………………… ☎ 23-7194
丸茂………………………………… ☎ 22-9390
㈲石見屋呉服店…………………… ☎ 23-3231
谷口呉服店………………………… ☎ 23-2692
とみや衣料………………………… ☎ 22-2839
和 FASHION 祇園㈱ ……………… ☎ 22-5298
なんば衣料………………………… ☎ 23-8215
㈲みつみぞ………………………… ☎ 23-2389
ブティック たんごや …………… ☎ 23-2732
布屋・木寺呉服店………………… ☎ 22-2245
児島呉服店………………………… ☎ 28-0013
神藤商店…………………………… ☎ 28-0531
レディス マキ …………………… ☎ 23-6887
コムサプラチナ伊万里店………… ☎ 23-0012
ブティック モリ ………………… ☎ 23-8141
㈲亀や……………………………… ☎ 25-9887

食品・スーパー
イオン九州㈱マックスバリュ伊万里駅前店 … ☎ 23-1277
㈲西岡醤油店……………………… ☎ 22-2038
焼きたてパンの店バケット……… ☎ 23-5480
㈲片岡精肉店……………………… ☎ 23-2042
茶幸庵 山口製茶園㈱ …………… ☎ 23-2817
㈲山口東洋堂（山口パン） ……… ☎ 23-2469
片岡精肉本店……………………… ☎ 23-3236
永楽屋……………………………… ☎ 22-9503
㈲伊万里食肉販売………………… ☎ 23-2982
ファインズ たけだ ……………… ☎ 28-2888
古伊万里酒造㈲ 直売所 前 ……… ☎ 23-2516

七七

お問い合わせは
伊万里商工会議所 ☎ 0955(22)3111


