
【はるやま】プレミアム付き商品券ご利⽤可能店舗⼀覧表
2015年7⽉21⽇ 現在

名称 御利⽤期間 利⽤可能店舗名 住所 TEL
はるやま ⻘森⻄バイパス店 ⻘森県⻘森市三好2丁⽬1-9 017-783-3081
はるやま ⻘森⼤野店 ⻘森県⻘森市東⼤野 丁⽬7番地11 017 739 9171

⻘森市プレミアム商品券 6⽉20⽇〜9⽉30⽇
はるやま ⻘森⼤野店 ⻘森県⻘森市東⼤野⼀丁⽬7番地11 017-739-9171

プレミアム付はちのへ共通商品券 6⽉26⽇〜11⽉30⽇ はるやま⼋⼾店 ⻘森県⼋⼾市城下4丁⽬23番6号 0178-22-6311
ひろさきパワーアップる！商品券 6⽉26⽇〜11⽉1⽇ はるやま 弘前店 ⻘森県弘前市末広1-3-6 0172-27-4896
五所川原市プレミアム商品券 7⽉15⽇〜1⽉11⽇ はるやま 五所川原店 ⻘森県五所川原市中央四丁⽬110番地 0173-34-4782

はるやま 秋⽥⼟崎店 秋⽥県秋⽥市⼟崎港中央1 16 8 018 847 5112

⻘森県

はるやま 秋⽥⼟崎店 秋⽥県秋⽥市⼟崎港中央1-16-8 018-847-5112
はるやま 秋⽥⼭⼿台店 秋⽥県秋⽥市⼭⼿台1-1-9 018-829-3650

⼤仙市ニコニコ商品券 7⽉14⽇〜1⽉10⽇ はるやま ⼤曲バイパス店 秋⽥県⼤仙市⼾蒔錨(ﾄﾏｷ･ｲｶﾘ)169 0187-63-5786
得得商品券 6⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま ⼤館店 秋⽥県⼤館市清⽔2-1-65 0186-43-2560

仙台国⾒ヶ丘店 宮城県仙台市⻘葉区国⾒ヶ丘1丁⽬3 4 022 277 8726

秋⽥県
秋⽥市プレミアム付き商品券 7⽉1⽇〜8⽉31⽇

仙台国⾒ヶ丘店 宮城県仙台市⻘葉区国⾒ヶ丘1丁⽬3-4 022-277-8726
仙台泉インター店 宮城県仙台市泉区⼤沢2丁⽬2番地の2 022-773-8105
仙台柳⽣店 宮城県仙台市太⽩区柳⽣2丁⽬1-2 022-306-5840
仙台⼭⽥鈎取店 宮城県仙台市太⽩区鈎取⾕地⽥77 022-244-0310

「宝の都（くに）⼤崎」2015プレミアム商品券 6⽉13⽇〜10⽉31⽇ はるやま 古川店 宮城県⼤崎市古川休塚(ﾔｽﾐﾂﾞｶ)寺⻄8-1 0229-28-4611
おおさき⼦育て⽀援券 6⽉13⽇〜10⽉31⽇ はるやま 古川店 宮城県⼤崎市古川休塚(ﾔｽﾐﾂﾞｶ)寺⻄8 1 0229 28 4611

宮城県

杜の都プレミアム商品券 7⽉11⽇〜12⽉31⽇

おおさき⼦育て⽀援券 6⽉13⽇〜10⽉31⽇ はるやま 古川店 宮城県⼤崎市古川休塚(ﾔｽﾐﾂ ｶ)寺⻄8-1 0229-28-4611
⼤河原町プレミアム商品券 7⽉20⽇〜1⽉15⽇ はるやま ⼤河原店 宮城県柴⽥郡⼤河原町字新東25-20 0224-53-5444

⾼崎プレミアム付商品券 6⽉5⽇〜１2⽉3１⽇ はるやま ⾼崎本店 群⾺県⾼崎市問屋町⻄1-11-11 027-363-0112
東吾妻町プレミアム商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 原町店 群⾺県吾妻郡東吾妻町⼤字原町762－1 0279-68-5151
まえばしプレミアム付商品券 4⽉25⽇〜1⽉31⽇ はるやま 前橋三俣店 群⾺県前橋市三俣町1ｰ19ｰ2 027 232 8651

群⾺県
まえばしプレミアム付商品券 4⽉25⽇〜1⽉31⽇ はるやま 前橋三俣店 群⾺県前橋市三俣町1ｰ19ｰ2 027-232-8651
いせさき　ドリ－ム商品券 8⽉22⽇〜12⽉31⽇ はるやま 伊勢崎店 群⾺県伊勢崎市宮⼦町2806 0270-21-4129

はるやま 新潟⻲⽥店 新潟県新潟市江南区東早通(ﾊﾔﾄﾞｵﾘ)1-2-34 025-381-8001
はるやま 新潟河渡店 新潟県新潟市東区河渡本町17-47 025-270-7608
はるやま 新潟桜⽊店 新潟市中央区神道寺2丁⽬7番13号 025-241-2992

新潟市元気創⽣プレミアム付き商品券 6⽉19⽇〜11⽉30⽇

はるやま 新潟桜⽊店 新潟市中央区神道寺2丁⽬7番13号 025-241-2992
新発⽥市にぎわい商品券 6⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま 新発⽥店 新潟県新発⽥市富塚町3-13-14 0254-20-7580
⻑岡市プレミアム付き商品券 7⽉3⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⻑岡北店 新潟県⻑岡市蓮潟(ﾊｽｶﾞﾀ)1-2-5 0258-29-2343
「We Love つばめ」プレミアム付き商品券 8⽉1⽇〜１⽉11⽇ はるやま 燕三条店 新潟県燕市井⼟巻(ｲﾄﾞﾏｷ)3-93 0256-66-1080

新潟県



元気出せ武蔵野商品券 10⽉18⽇〜1⽉17⽇ はるやま 吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-7-1ﾊﾀﾋﾞﾙ 0422-21-9412
品川区内共通商品券 4⽉9⽇〜9⽉30⽇ はるやま 五反⽥店 東京都品川区東五反⽥2-3-5五反⽥中央ﾋﾞﾙ 03-3448-1250
江⼾川区プレミアム商品券 6⽉1⽇〜8⽉31⽇ はるやま 江⼾川葛⻄駅前店 東京都江⼾川区東葛⻄6-2-3第三須三ﾋﾞﾙ 03-3680-8016

はるやま 静岡⻄脇店 静岡県静岡市駿河区⻄脇6-4 054-284-1755

東京都

家康公四百年祭記念プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜10⽉31⽇
はるやま 静岡流通通り店 静岡県静岡市葵区東千代⽥2丁⽬11番5号 054-265-0575

⽣活応援・元気ふじえだとくとく券 7⽉3⽇〜12⽉31⽇ はるやま 藤枝店 静岡県藤枝市⼩⽯川1-5-15 054-646-8310
出世⼤名家康くんプレミアム付商品券 10⽉1⽇〜10⽉31⽇ はるやま 浜松葵町店 静岡県浜松市中区葵東1-9-28 053-438-3544
お千代⼩判 7⽉5⽇〜12⽉31⽇ はるやま 掛川店 静岡県掛川市⼤池2975-1 0537-24-9095

家康公四百年祭記念プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜10⽉31⽇

静岡県

愛知県 名古屋でら得！プレミアム商品券 8⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま ナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区⽮⽥南2-1-1 052-723-2920

はるやま 四⽇市北店 三重県四⽇市市平町2-18 059-364-9494
はるやま 四⽇市⽇永店 三重県四⽇市市⽇永⻄2-21-4 059-346-1529

津市プレミアム商品券 7⽉27⽇〜12⽉31⽇ はるやま 津桜橋店 三重県津市桜橋3-56-4 059-246-6551

四⽇市市プレミアム付商品券 7⽉13⽇〜1⽉12⽇
三重県

鈴⿅市プレミアム付き商品券（地域消費喚起商品券） 7⽉15⽇〜11⽉30⽇ はるやま 鈴⿅中央店 三重県鈴⿅市三⽇市町977-2 059-389-5538

はるやま 福井店 福井県福井市⼤町2-402 0776-34-2329
はるやま 福井⼤和⽥店 福井県福井市⼤和⽥1丁⽬304番地 0776-53-0281

つるがプレミアム付商品券 5⽉23⽇〜11⽉23⽇ はるやま 敦賀店 福井県敦賀市⽊崎14-2 0770-21-7120

福井市プレミアム商品券 6⽉13⽇〜10⽉31⽇
福井県

越前市まちづくりお買物券 5⽉30⽇〜11⽉29⽇ はるやま 福井武⽣店 福井県越前市⽚屋町第58-4-1 0778-22-1291

はるやま ⼤津店 滋賀県⼤津市栗林町11 077-545-7933
はるやま ⼤津堅⽥店 滋賀県⼤津市真野2-31-1 077-574-1406
はるやま ⻄⼤津店 滋賀県⼤津市柳が崎(ﾔﾅｶﾞｻｷ)3-3 077-525-7771

おおつ光ルくんのお宝プレミアム商品券 7⽉15⽇〜12⽉31⽇

ひこねプレミアム商品券 5⽉30⽇〜8⽉31⽇ はるやま 彦根店 滋賀県彦根市⾼宮町1516-1 0749-26-2231
地域はつらつ商品券 5⽉30⽇〜1⽉31⽇ はるやま 近江⼋幡店 滋賀県近江⼋幡市出町762 0748-36-7966
プレミアムお買い物券　共催(⼦育て応援プレミアムお買い物券） 4⽉25⽇〜8⽉31⽇ はるやま ⻑浜店 滋賀県⻑浜市⼭階町(ﾔﾏｼﾅﾁｮｳ)横枕町(ﾖｺﾏｸﾗﾏﾁ)284-1 0749-65-8611
もりやまプレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 守⼭店 滋賀県守⼭市下之郷(ｼﾓﾉｺﾞｳ)1丁⽬1番19号 077-583-8870
草津プレミアム商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇　 はるやま草津店 滋賀県草津市野村4丁⽬1-13 077-564-6900

滋賀県

はるやま ⼭科店 京都府京都市⼭科区東野北井ﾉ上町1-6 075-502-6929
はるやま 京都伏⾒店 京都府京都市伏⾒区南寝⼩屋町(ﾈｺﾔﾁｮｳ)28番地 075-603-4993
はるやま 京都太秦店 京都府京都市右京区太秦森ヶ東町(ﾓﾘｶﾞﾋｶﾞｼﾁｮｳ)22-1 075-865-1922
はるやま 京都桂店 京都府京都市⻄京区御陵鴫⾕(ｼｷﾞﾀﾆ)4-7 075-392-3181

京都市プレミアム商品・サービス券 7⽉17⽇〜10⽉12⽇

京都府
はるやま 京都葛野⼤路⾼辻店 京都府京都市右京区⻄院⻄⽥町101番地 075-323-1225

⼋幡市プレミアム商品券 8⽉2⽇〜1⽉31⽇ はるやま 京都松井⼭⼿店 京都府⼋幡市欽明台⻄23 075-983-6696
城陽プレミアム商品券 8⽉6⽇〜10⽉31⽇ はるやま 城陽店 京都府城陽市平川⻄六反47-1 0774-52-0329
ふくちやま復興　プレミアム商品券 4⽉16⽇〜8⽉31⽇ はるやま 福知⼭店 京都府福知⼭市篠尾北⽻合1220 0773-24-4913

京都府



かしはら元気！！わくわく！！プレミアム商品券・⼦育て応援商品券 8⽉1⽇〜1⽉11⽇ はるやま 橿原店 奈良県橿原市⼗市町854 0744-25-4129
はるやま 奈良店 奈良県奈良市柏⽊町418-1 0742-33-1729
はるやま 奈良押熊店 奈良県奈良市押熊町1521-2 0742-45-1120

カッシー君プレミアム商品券 7⽉27⽇〜1⽉26⽇ はるやま ⾹芝店 奈良県⾹芝市⽡⼝(ｶﾜﾗｸﾞﾁ)2003 0745-78-0966
桜井市プレミアム商品券 7⽉11⽇〜1⽉10⽇ はるやま 奈良桜井店 奈良県桜井市⼤字東新堂525-1ﾌﾚｽﾎﾟ桜井内 0744-42-0456

ももいろいくジーカ⼦育て世帯応援プレミアム商品券 7⽉17⽇〜1⽉31⽇
奈良県

いわでプレミアム商品券 7⽉22⽇〜12⽉31⽇ はるやま 和歌⼭岩出店 和歌⼭県岩出市備前52-1 0736-63-2456
はしもとプレミアム商品券、わいわい⼦育て商品券 7⽉24⽇〜12⽉31⽇ はるやま 和歌⼭橋本店 和歌⼭県橋本市隅⽥町河瀬415-1 0736-32-1900

はるやま ⼤阪巽北店 ⼤阪府⼤阪市⽣野区巽北4-14-26 06-6753-5320

和歌⼭県

はるやま ⼤阪蒲⽣店 ⼤阪府⼤阪市城東区中央3-7-24 06-6935-4515
はるやま ⼤阪⼤正店 ⼤阪府⼤阪市⼤正区⼩林東3丁⽬4番18号 06-6551-1236
はるやま ⼤阪鶴⾒店 ⼤阪市鶴⾒区諸⼝3丁⽬1番10号 06-4257-0747
はるやま ⼤阪湯⾥店 ⼤阪府⼤阪市東住吉区照ヶ丘(ﾃﾙｶﾞｵｶ)⽮⽥(ﾔﾀ)2-23-1 06-6797-2917
はるやま ⼤阪梅⽥本店 ⼤阪市北区梅⽥1丁⽬1-3 ⼤阪駅前第3ビル1F 06-6345-8190

⼤阪市内で買いま商品券 7⽉31⽇〜11⽉30⽇

はるやま 東淀川店 ⼤阪府⼤阪市東淀川区菅原2-8-9 06-6370-3831
ぎょうさん買うてや!岸和⽥発⾒!お得- ポン 7⽉31⽇〜12⽉31⽇ はるやま 新岸和⽥店 ⼤阪府岸和⽥市⼩松⾥町2403 072-441-8429
泉佐野プレミアム商品券 7⽉5⽇〜10⽉4⽇ はるやま 泉佐野店 ⼤阪府泉佐野市⽻倉崎(ﾊｸﾞﾗｻﾞｷ)1-6-15 0724-61-4129
ええまちはびきのお買物券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⽻曳野店 ⼤阪府⽻曳野市⻄浦3丁⽬5-3 072-957-1129

はるやま 堺福⽥店 ⼤阪府堺市中区福⽥845-2 072-234-1929
はるやま 堺北花⽥店 ⼤阪府堺市北区北花⽥町三丁33-10 072-259-5029
はるやま 堺深阪店 ⼤阪府堺市中区深阪2丁11番43 072-239-7852
はるやま 東⼤阪若江店 ⼤阪府東⼤阪市若江⻄新町4-1-5 06-6720-0122
はるやま 東⼤阪店 ⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町4-4-28 0729-85-6751

まなりくん商品券 8⽉3⽇〜12⽉31⽇ はるやま 藤井寺店 ⼤阪府藤井寺市北岡1-1-11 072-952-5529

7⽉10⽇〜12⽉31⽇

⼤阪府 堺市プレミアム商品券 8⽉22⽇〜12⽉31⽇

東⼤阪スクラム商品券

やおプレミアム商品券 7⽉24⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⼋尾店 ⼤阪府⼋尾市萱振(ｶﾔﾌﾘ)町2-136-1 0729-99-1129
もりかどプレミアム付商品券 7⽉24⽇〜10⽉31⽇ はるやま守⼝⼤⽇店 ⼤阪府守⼝市⼤⽇町3丁⽬12番55号 06-6907-5025
元気わくわく商品券 6⽉27⽇〜8⽉31⽇ はるやま 寝屋川店 ⼤阪府寝屋川市⾼宮⼀丁⽬16番35号 072-822-1129
茨⽊市プレミアムハッピー商品券 8⽉23⽇〜12⽉31⽇ はるやま 南茨⽊店 ⼤阪府茨⽊市野々宮2-7-35 072-637-5600
織姫の⾥かたのプレミアム付商品券 10⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 交野店 ⼤阪府交野市私部(ｷｻﾍﾞ)⻄1-20-5 072-893-8066
はにたんプレミアム商品券 8⽉20⽇〜12⽉31⽇ はるやま 南⾼槻店 ⼤阪府⾼槻市⼤塚町5丁⽬17-2 072-674-8121
豊中市プレミアム付き商品券　「マチカネくんチケット」 7⽉10⽇〜9⽉30⽇ はるやま 豊中緑丘店 ⼤阪府豊中市⻄緑丘3-1-10 06-6845-8755



8⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま 神⼾学園南インター店 兵庫県神⼾市垂⽔区多聞町⼩束⼭868-884 078-754-5578
8⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま 神⼾名⾕店 兵庫県神⼾市垂⽔区名⾕町横尾(ﾖｺｵ)1767-1 078-708-4720
8⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま 神⼾⽟津店 兵庫県神⼾市⻄区持⼦(ﾓﾁｺ)2-11-2 078-927-6155
8⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま 神⼾須磨店 兵庫県神⼾市須磨区⼤⽥町5丁⽬1-1 078-734-4129
8⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま 神⼾藤原台店 兵庫県神⼾市北区有野中町1-15-6 078-981-6664

神⼾ときめき商品券

8⽉17⽇〜11⽉30⽇ はるやま 神⼾灘店 兵庫県神⼾市灘区徳井町3-1-1 078-843-1123
はるやま ⻄宮甲⼦園店 兵庫県⻄宮市南甲⼦園3丁⽬1-5 0798-45-1108
はるやま ⻄宮店 兵庫県⻄宮市下⼤市東町24-15 0798-54-0140

三⽥市プレミアム付商品券 8⽉28⽇〜12⽉31⽇ はるやま 三⽥ウッディタウン店 兵庫県三⽥市けやき台1丁⽬7番 079-559-7251
宝塚プレミアムすみれ商品券 6⽉1⽇〜10⽉31⽇ はるやま 宝塚店 兵庫県宝塚市旭町1丁⽬10 0797-84-1533

7⽉25⽇〜10⽉31⽇⻄宮市プレミアム付商品券

伊丹市プレミアム付商品券　たみまーるごとお得商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 伊丹店 兵庫県伊丹市瑞原(ﾐｽﾞﾊﾗ)1-29 072-770-0516
はるやま 姫路店 兵庫県姫路市飾磨区三宅2-21 079-234-2888
はるやま 姫路北店 兵庫県姫路市砥堀ﾆﾚの⽊9 079-264-5429
はるやま 姫路辻井店 兵庫県姫路市辻井3丁⽬1番16号 0792-95-1691

太⼦町プレミアム付商品券 7⽉17⽇〜12⽉31⽇ はるやま 姫路太⼦店 兵庫県揖保郡太⼦町東保(ﾄｳﾎ)346-2 079-276-7800

姫路しらさぎ商品券 7⽉1⽇〜9⽉30⽇

兵庫県

加古川市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 加古川店 兵庫県加古川市野⼝町野⼝4-1 079-425-3322
⾼砂あきんどマル得券 6⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま ⾼砂店 兵庫県⾼砂市緑丘2-7-35 079-443-1529
三⽊地域プレミアム付き商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 三⽊店 兵庫県三⽊市⼤村⾼柳101-1 0794-83-5955
「たけじぃ」のお買い物券 6⽉16⽇〜12⽉15⽇ はるやま 和⽥⼭店 兵庫県朝来(ｱｻｺﾞ)市和⽥⼭町⽟置1098-5 079-670-3055
⻄脇Ｙ字路お買物券 7⽉12⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⻄脇店 兵庫県⻄脇市下⼾⽥465-5 0795-23-3317
豊岡市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 豊岡店 兵庫県豊岡市船町356-1 0796-24-1159

はるやま 福⼭店 広島県福⼭市南蔵王町6-1-27 084-941-4448
はるやま 福⼭沖野上店 広島県福⼭市沖野上町4丁⽬13番23号 084-926-6229
はるやま 広島銀⼭店 広島県広島市中区幟町14-11 082-211-0378

福の⼭プレミアム商品券 8⽉3⽇〜12⽉31⽇

はるやま 広島府中店 広島県広島市東区⽮賀新町(ﾔｶﾞｼﾝﾏﾁ)2-1-11 082-283-1129
はるやま 広島祇園店 広島県広島市安佐南区⻄原5-8-9 082-846-0260
はるやま 広島緑井店 広島県広島市安佐南区緑井6-23-1 082-877-6177
はるやま 広島庚午店 広島県広島市⻄区庚午(ｺｳｺﾞ)北4-7-25 082-274-4129
はるやま 五⽇市店 広島市佐伯区海⽼園2丁⽬7番40号 082-922-0400

地元にコイする商品券 8⽉31⽇〜12⽉31⽇

広島県

おのみちプレミアム付商品券 8⽉1⽇〜１2⽉31⽇ はるやま 尾道店 広島県尾道市⾼須町字東新涯2丁⽬4778-3 0848-46-7703
三原うきしろ商品券 7⽉1⽇〜１2⽉31⽇ はるやま 三原店 広島県三原市城町2丁⽬13番48号ｴｽﾎﾟ三原 0848-63-5969
呉・やまと商品券 8⽉17⽇〜12⽉31⽇ はるやま 呉店 広島県呉市広(ﾋﾛ)古新開(ｺｼﾝｶﾞｲ)5-3-25 0823-71-0963
東広島市プレミアム付き商品券 8⽉8⽇〜１1⽉30⽇ はるやま 広島⻄条店 広島県東広島市⻄条町寺家5481-1 082-423-3629
はつかいちプレミアム付き商品券ʼハツプレʼ 8⽉4⽇〜11⽉30⽇ はるやま 廿⽇市店 広島県廿⽇市市地御前1-23-32 0829-36-2720



⼭⼝市プレミアム商品券 6⽉1⽇〜9⽉30⽇ はるやま ⼭⼝店 ⼭⼝県⼭⼝市⼤内御堀38-1 083-922-4433
はるやま 新下関店 ⼭⼝県下関市伊倉新町1丁⽬4番36号 083-252-2129
はるやま ⻑府店 ⼭⼝県下関市⻑府才川(ｻｴｶﾞﾜ)1-1-30 083-248-4129
はるやま 宇部店 ⼭⼝県宇部市妻崎開作887-5 0836-44-2861
はるやま 宇部常盤店 ⼭⼝県宇部市則貞(ﾉﾘｻﾀﾞ)5-4-28 0836-21-9668

うべ元気プレミアム商品券 7⽉15⽇〜12⽉15⽇

下関市プレミアム付商品券 7⽉20⽇〜12⽉31⽇

周南市共通商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 徳⼭店 ⼭⼝県周南市岡⽥町10-43 0834-32-2750
柳井市プレミアム商品券 8⽉1⽇〜１⽉31⽇ はるやま 柳井店 ⼭⼝県柳井市駅南1-12 0820-23-5633
ほうふ幸せます商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 防府店 ⼭⼝県防府市千⽇1-3-1 0835-38-8668
まるごと岩国お得じゃ券 7⽉4⽇〜１⽉3⽇ はるやま 南岩国店 ⼭⼝県岩国市尾津町2-14-38 0827-32-5520
萩市内共通商品券 5⽉10⽇〜9⽉30⽇ はるやま 萩店 ⼭⼝県萩市⼟原川島沖⽥431ｱﾄﾗｽ萩ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 0838-26-7020

⼭⼝県

下松市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉27⽇ はるやま下松店 ⼭⼝県下松市瑞穂町1-5-3 0833-43-5680

まつえプレミアム商品券 8⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま 松江店 島根県松江市学園南2-2-11 0852-27-6303
出雲市縁結び商品券 7⽉11⽇〜10⽉31⽇ はるやま 出雲店 島根県出雲市⼤津新崎町2-33 0853-21-7529
浜⽥市プレミアム付共通商品券 10⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 浜⽥店 島根県浜⽥市浅井町1508-6 0855-23-4129
益⽥プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 益⽥店 島根県益⽥市⾼津七丁⽬19番19号 0856-22-8811
益⽥市多⼦世帯応援商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 益⽥店 島根県益⽥市⾼津七丁⽬19番19号 0856-22-8811
萩・⽯⾒空港利⽤旅⾏助成商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 益⽥店 島根県益⽥市⾼津七丁⽬19番19号 0856-22-8811
住みたい⽥舎⽇本⼀記念　おおだ振興商品券(⼤⽥市プレミアム付商品券） 7⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま 島根⼤⽥店 島根県⼤⽥市⻑久町⼟江646-2(ｲｵﾝﾀｳﾝ⼤⽥内) 0854-82-3831

島根県

はるやま ⾼松店 ⾹川県⾼松市丸⻲町3番地13参番街⻄館1階 087-821-8061
はるやま ⾼松バイパス店 ⾹川県⾼松市春⽇町1641-1 087-843-6998
はるやま ⾼松南店 ⾹川県⾼松市東ﾊｾﾞ町11-1 087-869-1129

⾼松とくや券 8⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⾼松店 ⾹川県⾼松市丸⻲町3番地13参番街⻄館1階 087-821-8061
まるがめ婆娑羅商品券 7⽉13⽇〜12⽉31⽇ はるやま 丸⻲店 ⾹川県丸⻲市⽥村町1322-1 0877-25-3429

⾼松プレミアム商品券 8⽉1⽇〜12⽉31⽇

⾹川県

観⾳寺市元気地域商品券 8⽉4⽇〜1⽉20⽇ はるやま 観⾳寺店 ⾹川県観⾳寺市植⽥町東原32-4 0875-25-3229

はるやま 徳島店 徳島県徳島市沖浜東2丁⽬28番地 088-625-8331
はるやま 徳島応神店 徳島県徳島市応神町⻄貞⽅字仁徳40番1 088-641-5324
はるやま 徳島⽯井店 徳島県名⻄郡⽯井町⾼川原字天神600番1 088ｰ674ｰ6221

阿波とくしま商品券 4⽉20⽇〜10⽉19⽇徳島県

はるやま ⾼知店 ⾼知県⾼知市⾼須1丁⽬16-28 088-884-4129
はるやま ⾼知⻄店 ⾼知県⾼知市東城⼭町68-1 088-831-1129

⾹南市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⾼知野市店 ⾼知県⾹南市野市町⻄野2204番1号 0887-56-5070
四万⼗市プレミアム付き商品券 7⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま 四万⼗店 ⾼知県四万⼗市具同字ｶﾇｷ3279-1 0880-37-3510

⾼知市⿓⾺プレミアム商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇
⾼知県



はるやま 松⼭店 愛媛県松⼭市⼩坂4-9-18 089-933-9229
はるやま 松⼭北店 愛媛県松⼭市東⻑⼾町4-4-38 089-923-6658
はるやま 宇和島店 愛媛県宇和島市中沢町2-4-7 0895-24-4162
はるやま 伊予松前店 愛媛県伊予郡松前(ﾏｻｷ)町東古泉(ｺｲｽﾞﾐ)10-1 089-985-2905
はるやま ⼤洲店 愛媛県⼤洲市東⼤洲1130 0893-25-5710愛顔のえひめ商品券 7⽉1⽇〜11⽉30⽇

はるやま 松⼭朝⽣⽥店 愛媛県松⼭市朝⽣⽥町(ｱｿﾀﾞﾏﾁ)2-4-1 089-931-0210
はるやま 今治店 愛媛県今治市北⾼下町1-3-37 0898-32-9758
はるやま 新居浜喜光地店 愛媛県新居浜市喜光地町(ｷｺｳｼﾞﾁｮｳ)1-7-5 0897-40-0865
はるやま 三島川之江店 愛媛県四国中央市妻⿃(ﾒﾝﾄﾞﾘ)町1656 0896-56-0013
はるやま 松⼭店 愛媛県松⼭市⼩坂4-9-18 089-933-9229

愛媛県

はるやま 松⼭北店 愛媛県松⼭市東⻑⼾町4-4-38 089-923-6658
はるやま 松⼭朝⽣⽥店 愛媛県松⼭市朝⽣⽥町(ｱｿﾀﾞﾏﾁ)2-4-1 089-931-0210

もーに商品券 9⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 宇和島店 愛媛県宇和島市中沢町2-4-7 0895-24-4162
恵みめぐるご縁券 9⽉1⽇〜1⽉31⽇ はるやま 伊予松前店 愛媛県伊予郡松前(ﾏｻｷ)町東古泉(ｺｲｽﾞﾐ)10-1 089-985-2905
きらめき⼤洲商品券 10⽉13⽇〜1⽉31⽇ はるやま ⼤洲店 愛媛県⼤洲市東⼤洲1130 0893-25-5710

まつやま幸せ実感商品券 7⽉1⽇〜11⽉30⽇

今治プレミアム商品券 7⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま 今治店 愛媛県今治市北⾼下町1-3-37 0898-32-9758
新居浜⼦育て家庭応援券 7⽉1⽇〜11⽉30⽇ はるやま 新居浜喜光地店 愛媛県新居浜市喜光地町(ｷｺｳｼﾞﾁｮｳ)1-7-5 0897-40-0865

はるやま 岡⼭⻘江本店 岡⼭県岡⼭市北区⻘江1-17-21 086-232-2298
はるやま 岡⼭平井店 岡⼭県岡⼭市中区平井3-1072-1 086-274-4129
はるやま 岡⼭⼤安寺店 岡⼭県岡⼭市北区⼤安寺南町1丁⽬7番24号 086-256-4122
はるやま 岡⼭⼤元店 岡⼭県岡⼭市北区⻄古松⻄町7番18号 086-241-2210
はるやま 岡⼭平島店 岡⼭県岡⼭市東区南古都(ﾐﾅﾐｺﾂﾞ)426-1 086-297-8633
はるやま 岡⼭⻄⼤寺店 岡⼭県岡⼭市東区⻄⼤寺中野428-1 086-942-0155
はるやま 倉敷店 岡⼭県倉敷市⽩楽町410-1 086-421-5411

桃太郎のまち岡⼭プレミアム付き商品券 7⽉28⽇〜12⽉31⽇

岡⼭県
はるやま 児島店 岡⼭県倉敷市児島下の町1-11-30 086-474-6729
はるやま 新倉敷店 岡⼭県倉敷市新倉敷駅前1丁⽬8番地 086-526-2811
はるやま 津⼭院庄店 岡⼭県津⼭市院庄929-1 0868-28-4925
はるやま 津⼭インター店 岡⼭県津⼭市河辺915番地-2 0868-26-7977

総社市プレミアム付商品券 5⽉18⽇〜12⽉28⽇ はるやま 総社店 岡⼭県総社市総社１００９ 0866-93-7449

倉敷市プレミアム付商品券 7⽉29⽇〜12⽉31⽇

津⼭市プレミアム商品券さくら 8⽉1⽇〜12⽉31⽇

岡⼭県

あかいわ”とくとく”プレミアム商品券 7⽉28⽇〜12⽉31⽇ はるやま 岡⼭⼭陽店 岡⼭県⾚磐市河本1105-1 086-955-0053
⽟野市プレミアム商品券 6⽉27⽇〜9⽉30⽇ はるやま ⽟野店 岡⼭県⽟野市宇野1-29-23 0863-32-4129



はるやま ⼩倉徳⼒店 福岡県北九州市⼩倉南区⽇の出町1-7-20 093-961-4129
はるやま 北九州永⽝丸店 福岡県北九州市⼋幡⻄区⼋枝1-2-26 093-691-5310
はるやま ⼩倉到津店 福岡県北九州市⼩倉北区上到津3-3-30 093-653-4129

8⽉1⽇〜1⽉31⽇ はるやま 博多⼆⼜瀬店 福岡県福岡市東区社領3-19-26 092-622-8586
8⽉1⽇〜1⽉31⽇ はるやま福岡次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸1丁⽬9-39 092-865-1388

元気発信！北九州プレミアム商品券 9⽉1⽇〜12⽉31⽇

8⽉1⽇〜1⽉31⽇ はるやま福岡⻑尾店 福岡県福岡市城南区⻑尾1-19-7 092-834-7872
8⽉1⽇〜1⽉31⽇ はるやま 博多駅東店 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-25　第五博多偕成ビル1Ｆ 092-409-4574
8⽉1⽇〜1⽉31⽇ はるやま福岡伊都店 福岡県福岡市⻄区徳永北12番19号 092－807-3060

周船寺商⼯連合会　すせんじプレミアム商品券 7⽉18⽇〜1⽉9⽇ はるやま福岡伊都店 福岡県福岡市⻄区徳永北12番19号 092－807-3060
宗像きらり商品券 7⽉25⽇〜12⽉31⽇ はるやま 宗像店 福岡県宗像市くりえいと1丁⽬6-1 0940-33-3302

FUKUOKA  NEXTプレミアム商品券福岡県

飯まちプレミアム商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 飯塚店 福岡県飯塚市⽚島2-6-8 0948-29-0221

はるやま ⼤分店 ⼤分県⼤分市萩原3-1-24 097-556-1129
はるやま 南⼤分店 ⼤分県⼤分市⽻屋(ﾊﾔ)挟間(ﾊｻﾞﾏ)190-3 097-544-4010

別府ワクワク商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 別府店 ⼤分県別府市⽯垣⻄10-9-5 0977-24-1129

⼤分市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇
⼤分県

中津市合併10周年記念地域消費喚起プレミアム商品券 7⽉4⽇〜1⽉31⽇ はるやま 中津店 ⼤分県中津市沖代(ｵｷﾀﾞｲ)町1丁⽬2-12 0979-23-7811

はるやま ⿃栖店 佐賀県⿃栖市本⿃栖町537-1ﾌﾚｽﾎﾟ⿃栖 0942-83-8201
はるやま 佐賀兵庫店 佐賀県佐賀市兵庫南3丁⽬1-11 0952-26-4010

佐賀わくわくプレミアム商品券 6⽉20⽇〜10⽉20⽇佐賀県

とぎつプレミアム商品券 6⽉21⽇〜12⽉20⽇ はるやま ⻑崎店 ⻑崎県⻄彼杵郡時津町元村郷903-1 095-882-1999
させぼ振興券 6⽉6⽇〜11⽉30⽇ はるやま 佐世保店 ⻑崎県佐世保市⼤塔町1735-1 0956-32-9948
させぼ振興券 6⽉6⽇〜11⽉30⽇ はるやま 佐世保北店 ⻑崎県佐世保市吉岡町1904-9 0956-49-9088
のんのこ諫早商品券 6⽉28⽇〜12⽉27⽇ はるやま 諫早店 ⻑崎県諌早市⼩川町1290-1 0957-24-0176
あじさいプレミアム商品券 6⽉11⽇〜10⽉31⽇ はるやま 南⻑崎店 ⻑崎県⻑崎市柳⽥町(ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾏﾁ)36-1 095-879-4371

⻑崎県

はるやま 熊本近⾒店 熊本県熊本市南区近⾒6-20-55 096-353-5429
はるやま 熊本帯⼭店 熊本県熊本市中央区帯⼭7-9-1 096-381-0005
はるやま 熊本⿇⽣⽥店 熊本市北区清⽔新地3丁⽬7番1号 096-337-7871
フォーエル 熊本近⾒店 熊本県熊本市南区近⾒6-20-55 096-359-5032

熊本市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜10⽉31⽇

熊本県
スーパープレミアム付きキラリかがやけ⽟名商品券 7⽉19⽇〜12⽉31⽇ はるやま 熊本⽟名店 熊本県⽟名市⼤倉北1541-1 0968-74-4850
スーパー元気券 7⽉4⽇〜12⽉31⽇ はるやま ⼋代店 熊本県⼋代市横⼿新町19-2 0965-33-2990
宇⼟市プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 宇⼟店 熊本県宇⼟市善道寺町(ｾﾞﾝﾄﾞｳｼﾞﾏﾁ)299番 0964-23-5801
嘉島町プレミアム商品券 7⽉21⽇〜11⽉30⽇ はるやま 熊本嘉島店 熊本県上益城(ｶﾐﾏｼｷ)郡嘉島町⼤字上島2197 096-237-3238

熊本県



はるやま ⿅児島草牟⽥店 ⿅児島県⿅児島市草牟⽥1-6-6 099-226-4129
はるやま ⿅児島与次郎店 ⿅児島県⿅児島市下荒⽥4-51-22 099-250-7230
はるやま ⿅児島東開店 ⿅児島県⿅児島市東開町5-4 099-267-1088

スーパーおおつな商品券 7⽉5⽇〜9⽉30⽇ はるやま ⿅児島川内店 ⿅児島県薩摩川内市平佐町梅ヶ橋1982-1 0996-22-5514

⿅児島市とくとく商品券 6⽉13⽇〜12⽉12⽇
⿅児島県

はるやま 南宮崎店 宮崎県宮崎市南町3-59-1 0985-54-5429
はるやま 宮崎⼤塚店 宮崎県宮崎市⼤塚町横⽴(ﾖｺﾀﾃ)1381-1 0985-54-3445
はるやま 宮崎吉村店 宮崎市吉村町尻溝甲１１４８ 0985-22-2015

プレミアム付商品券 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 都城店 宮崎県都城市前⽥町5-9 0986-22-8148
元気のべおか商品券 5⽉30⽇〜9⽉30⽇ はるやま 延岡店 宮崎県延岡市別府(ﾋﾞﾕｳ)町3133-1 0982-34-7021

7⽉1⽇〜12⽉28⽇宮崎市プレミアム商品券
宮崎県

はるやま 那覇⼩禄店 沖縄県那覇市⾦城(ｶﾅｸﾞｽｸ)5-2-1 098-859-3380
はるやま 那覇新都⼼店 沖縄県那覇市おもろまち4-11-23 098-861-6606

ニライ商品券2015 7⽉1⽇〜12⽉31⽇ はるやま 沖縄北⾕店 沖縄県中頭(ﾅｶｶﾞﾐ)郡北⾕(ﾁｬﾀﾝ)町字桑江93番地 098-926-1344

那覇市プレミアム付商品券 8⽉21⽇〜12⽉10⽇
沖縄県


