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おひとりにつき、最大 2.5 万円分の商
品券を 2 万円で購入できます。

①住民税非課税者分

　2019 年度の住民税 ( 均等割 ) が課税さ

れていない方

　ただし、下記に該当する方は除きます。

　◎住民税課税者と生計同一の配偶者、

　　扶養親族等

　◎生活保護の受給者等

◎役場から送られてき
た交付申請書に必要事
項を記入して役場に提
出してください。

◎提出後、役場で購入
対象者かどうか審査し
ます。

★子育て世帯分につい
ては申請不要です。

◎【非課税者】
申請書の審査で購入対
象となった方に購入引
換券を送付します。
（申請書提出後、約 1ヶ月後
が目安となります。）

◎【子育て世帯】
住民票記載の住所に世
帯主の方宛に購入引換
券を送付します。

※簡易書留で送付します。
申請後、転出等で住所が変
わった場合 などは各自で郵
便局で転送手続きをお願い
します。
※購入引換券の再発行はで
きません！紛失・破損等に
ご留意ください。

◎竜王町商工会で購入
できます。

◎購入時には、購入引
換券と本人確認書類
（運転免許証や健康保険証な
ど）を提示し、現金で
購入してください。

◎１冊総額5千円
（ 500 円券× 10 枚）
の商品券を、4千円で
購入できます。

◎購入は１冊単位で最
大５冊まで購入可能で
す。

※商品券の再発行はできま
せん！紛失・破損等にご留
意ください。

◎役場指定の取扱店で
使用できます。（裏面を
参照ください。）

※取扱店は随時追加します
ので、最新の情報は町ホー
ムページをご覧下さい。

◎商品券を使用した際
におつりは出ません。

※使用期限が過ぎた商品券
は使用できません。また、
返金対応はできませんので 
、必ず使用期限内に使用し
てください。
※商品券の転売や譲渡は行
わないでください。

※ＤＶ被害等で住民票を移せない方は役場に相談ください。

　消費税・地方消費税率引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに地域における消費を
下支えするため、竜王町プレミアム付商品券を販売します。

①申請 ②購入引換券
が届く

③商品券購入 ④商品券使用

プレミアム付商品券って？

８月中旬 ９月中旬～ １０月１日～ １０月１日～

使用期限
　令和2年
　　１月１５日まで

購入期限
　令和2年
　　１月１５日まで

【非課税者のみ】

②子育て世帯分

お子さまおひとりにつき、最大 2.5 万円
分の商品券を 2 万円で購入できます。

　2016年 4月 2日から 2019年 9月

  30 日までに生まれたお子さまがいる

  世帯の世帯主

  30 日までに生まれたお子さまがいる

  世帯の世帯主

※①②両方の要件に該当する場合は、重複して商品券を購入することができます。

竜王町
プレミアム付商品券のご案内

一冊4,000円で 5,000 円分（500円券×10枚綴り）
のお買い物ができます！

お問い合わせ先

　竜王町役場未来創造課

　TEL 0748-58-3701

　FAX 0748-58-1388

詐欺などの犯罪にご注意ください！

プレミアム付商品券事業に関連して役場職員が

次のような行為を行うことはありません。



店舗名 住所 ＴＥＬ
株式会社丸安商事（竜
王綾戸給油所）

綾戸 321 57-0125

正栄堂 綾戸 167-6 57-1131

橋井石油株式会社 岡屋 1159-1 58-0051

CARNE サワキ 小口 1664-1 58-2983

竹太商会竜王石油 山之上 3290-2 57-0291

竜王電化 川守 583 57-0832

古株輪業 小口 245-3 58-1502

ファミリーショップい
しい

山之上 3536 57-0046

さぬき庵 西横関 171-3 58-3058

岡山酒店 川守 575 57-0008

株式会社平和堂フレン
ドマート竜王店

小口 1664-1 58-5400

島林呉服店 綾戸 329 57-0239

有限会社徳本輪業 岡屋 768-4 58-0175

竜王町地域振興事業団
妹背の里

川守 5 57-1819

竜王町地域振興事業団
ドラゴンハット

岡屋 3333 58-3113

竜王町地域振興事業団
ドラゴンスポーツセンター

岡屋 3282 58-3172

竜王町地域振興事業団
研修センター

岡屋 3282 58-3115

糸屋呉服店 岩井 513 57-0069

有限会社　松村百貨 岩井 589 57-0040

村井酒店 島 34-4 57-0402

株式会社シマダ 小口 246-3 58-1055

近江牛岡喜本店 山之上 5294 57-0568

道の駅竜王かがみの里 鏡 1231-2 58-8700

店舗名 住所 ＴＥＬ
道の駅アグリパーク竜王 山之上 6526 57-1311

ソノダ理容 鏡 1185 58-0287

GOROBEI 山之上 5145-1 36-2455

みねや 山之上 3724-2 57-0909

猫田呉服店 西横関 268 58-0294

来来亭　竜王店 薬師 1172-1 58-3490

喜楽屋 西川 1311-7 58-0468

有限会社鮒味 橋本 617-1 58-2535

ネコタ電化サービス 西横関 195-3 58-0296

あさか呉服店 山之上 3320 57-0603

苗村屋精肉店 山之上 3479 57-0065

魚英 山之上 2347-1 57-0663

キムラ理容院 須恵 1065 58-0865

焼肉　里芭亭 綾戸 999-2 57-0154

ドラッグユタカ竜王店 小口 1664-1 58-5330

フローラ竜王　竜王園芸 綾戸 918 57-0207

島田酒店 山之上 4582-1 57-0072

島田薬品 山之上 4582-1 57-0072

yutori no kukan market 
by 栗原はるみ

三井アウトレットパ
ーク滋賀竜王

58-3588

ライフショップなかまつ 西川 225-2 58-0531

山治マート 山之上 3478 57-0408

URBAN RESEARCH 
werehouse　三井アウトレ
ットパーク竜王

三井アウトレットパ
ーク滋賀竜王

06-6914-
3177

滋賀竜王三井アウトレッ
トパーク　たち吉

三井アウトレットパ
ーク滋賀竜王

58-8250

三井アウトレットパーク
滋賀竜王　眼鏡市場

三井アウトレットパ
ーク滋賀竜王

58-5148

湖華舞 小口 1183-1 58-2040

竜王町

※取扱店は令和元年７月２６日現在です。
※取扱店は随時追加しております。最新の
　情報は町ホームページをご覧ください。

竜王町プレミアム付商品券
　取扱店一覧


