
（協）たまなスタンプ会事務局

TEL74-0086
FAX 74-5586

http://www.tamana-stamp.or.jp/
〒865-0064 玉名市中1906-1 ハイツ大村3F

 ●営業時間／AM10：00～PM5：00
（土・日・祝日は業務を休みます。）
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平成26年度 地域商店街活性化事業
「これからが勝負！！地域コミュニティポイント」

により作成されました。
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は、とってもおトク!!
ハローポイントカードは、お買物ポイントが貯まるおトクなカードです。

あなたのお店も、たまなスタンプ会の加盟店になりませんか？

カードのご利用につきまして、よくあるご質問をご紹介します！！

2015年度
8/1〜7/31

2016年度
8/1〜7/31

2017年度
8/1〜7/31

2018年度
8/1〜7/31
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ハローポイント加盟店にて
お買物の際、カードをご提示
ください。100円（税抜）のお
買物につき1ポイント進呈し
ます。

カードの使い方は？

350ポイント貯まると、満点ポイントが１枚とな
り、カード内に記録されます。

ポイントが貯まると？

満点ポイント1枚で500円のお買物ができます。
貯まっている満点ポイントの枚数は、カードに記
録されていますので、お買物の際、お店の人に満
点ポイントを使う枚数をお申し出ください。また、
満点枚数に応じたイベントや常時交換にも利用
できます。

満点ポイントの使い方は？

ポイントの有効期限
　→ ポイント発行日の翌年度２年
満点ポイントの有効期限
　→ 満点ポイント到達日の翌年度１年
※年度は８月１日〜７月31日

ポイントや満点ポイントの有効期限は？

お一人様で２枚カードを作ってしまった（原則的
にはお一人様１枚）場合、ご家族のカードを１枚に
まとめたい場合、紛失カードが新規カード作成後
に見つかった場合等により、２つの別のカードの
ポイントを１つのカードに合算することはできま
せん。

カードを２枚作ってしまった場合は？

破損・紛失された場合の手続きは、事務局でしか
行うことができません。

《紛失の場合》カードが発見されるまでお使い頂
ける状態ですので、新規カードへ現在のポイント
を引継ぎ再発行することはできません。カードが
見つからない場合は、再度、新規カードから集め
ていただくことになります。カード再発行の手数
料として300円をご負担頂きます。カードを紛失
しないように保管には十分にご注意ください。

《破損の場合》現在のポイントを引継ぎ再発行致
しますので、手続きの際には破損したカードを必
ずお持ちください。

もしカードを破損・紛失してしまったら？

お買物のときにお店でもらえる
明細書（レシート）をご覧くださ
い。レシートが無い場合は、どこ
の加盟店でもカードを渡すとポ
イント照会ができます。

カードに記録されている現在のポイント数と
満点枚数が確認できます。

ポイント・満点の有効期限が確認できます。

貯まったポイントや満点ポイントの
有効期限を確認するには？

　　有  効  期  限ポイント発行

　　有  効  期  限ポイント発行

有  効  期  限満点ポイント到達

有  効  期  限満点ポイント到達



協同組合たまなスタンプ会に加入するには
どういう手続きが必要なのでしょうか。
気になる費用はどのくらい掛かるのか。

加入の意思は、組合事務局までご連絡ください。
加入申込書をお持ち致します。その時に電話回線
の確認をさせて頂きます。

◦出 資 金： 1口／10,000円（脱会時に返却します）

◦固 定 費： ① 組合賦課金／1,000円（1ヶ月）

 ② 端末機使用料／1,080円（1台/1ヶ月）

◦経 費： ① ポイント購入／1ポイント 2円
（1ヶ月毎に精算）

 ② 端末機設置費／ポイントを打ち
込む機械（端末機）の設置に電話回
線との接続があります。事務局で
出来る範囲内は無料ですが、電話
機が遠い場合は、工事費を負担し
てください。

 ③ 端末機からのデータ送信に掛か
る通信料（毎日）

◦請 求 書： 前月分を毎月月初めに郵送します。
回収した満点ポイント分は、請求金
額から差し引きます。

◦口座振替： 毎月月末締め、翌月15日（銀行休業日
の場合は翌営業日）に、熊本中央信用金
庫玉名支店・西部支店・伊倉支店の指
定口座から口座振替を行います。

◦そ の 他： 出資金を除き、固定費と経費は熊本中央
信用金庫玉名支店・西部支店・伊倉支店
での口座振替を利用しています。そのた
めに、熊本中央信用金庫玉名支店・西部
支店・伊倉支店の口座が必要になります。

（口座がない方は新規に開設してください。）

◦「ハローポイントカードはお持ちですか」と積極
的に声を掛けましょう。

◦ポイントの出し惜しみは、お店のイメージを悪く
し、ハローポイントカードの信用をも落としか
ねません。積極的にポイントを進呈しましょう。

◦組合のイベント等をうまく活用して、お店の販
売促進に利用しましょう。

◦組合からのお知らせ（イベントの実施要綱・事
務連絡・広報誌等）は必ず目を通してください。
従業員がいる場合は必ず必要なことは伝えて
ください。不明な点は遠慮無く事務局にお問い
合わせください。

◦満点ポイントや商品券でお買いものされたと
きにもポイントを進呈してください。

◦毎月10日・11日はポイント2倍日です。（2倍日
は個店の負担です。）

◦ハローポイントカードには有効期限がありま
す。有効期限を過ぎた「満点ポイント」は使用で
きません。（機械が受け付けません。）

ポイントを発行する店舗には組合から端末機（ポ
イント発行機）が貸し出されます。端末機の使い方
は非常に簡単です。

❶お客様の会計時にカードをお預かりください。

❷お客様の会計金額を入力します。

❸「実行」キーを押してください。

❹端末機にカードをタッチします。

❺カードにポイントが記録され端末機から明細が
出てきます。

端末機は電話回線を使って事務局サーバー機に接続され
ています。毎日オンラインでデータ送信され、発行ポイント
等事務局にて管理されます。毎月のポイント2倍日やセー
ルの時も、事務局サーバー機から設定されますので、いつ
でも簡単な操作で安心に使って頂けます。

❶加入申込書
❷新規加入データベース（ホームページに載せるた

め）

❸出資金（１0,000円）

❹熊本中央信用金庫玉名支店・西部支店・伊倉支
店の口座（口座がない場合は開設してください。）

❺印鑑（法人：代表者印・個人：実印、及び銀行取引印）

❻ＮＴＴの電話回線（アナログ回線・フレッツ光など。但
し、ＩＰ電話は不可）

協同組合たまなスタンプ会に
加入するには

ハローポイントカード 費用

ハローポイントカードのお約束事

ポイント発行はカンタン！

新規加入する場合には、
次のものが必要になります。

ポイントの発行には端末機を使用します。
「機械は苦手」という方も多いと思います
が使い方はとってもカンタン。
発行ポイントも事務局で管理されます。

ご説明
します。

「ハローポイントカードはお持ちですか？」のお声がけを忘れずに！

これだけです。非常にカンタンでしょう？

入力した金額が端末機に表示されます。間違いがないか確認しましょう。

操作はこれでおしまいです。

カードをお客様にご返却ください。



個店ではナカナカできない
あんなこと  こんなこと

　加盟店の中には、各店独自のサービスやイベン
トにハローポイントカードのポイントを活用して
いるお店が多数あります。特売などの割引サービ
スよりも、低コストで効果が大きいという例も上
がってきています。
　お客様の固定化（あなたのお店のファンを増や
すこと）がはかられ、お客様の市外流出を防止す
ると共に、他地区からの流入が期待できるハロー
ポイントカードのポイントを、あなたのお店の販
売促進にご活用ください。

あなたのお店のイベントにも
活用できます

お手伝い
します。

　新聞折り込みチラシ・ハンドチラシ・ポスター・
クーポン等各種の宣伝広告を行っています。
　たまなスタンプ会加盟店の仲間と一緒に、イベ
ントを利用してお店の宣伝をしましょう！

あなたのお店の宣伝！広告いたします

　加盟店マップやスケジュールノートなど、加盟店
のパンフレットを作成しています。新しく玉名に越
された方などにも重宝され、保持率も高く、宣伝
効果はとても大きいです。

たまなスタンプ会のパンフレット

　たまなスタンプ会のホームページは、イベント
や組合からのお知らせなどを中心に日々更新さ
れています。また、ホームページには個店の専用
ページがあり、個店のセール品やチャームポイン
トをアピールすることができます。

ホームページの活用

協同組合 たまなスタンプ会の概要
事業主体	 協同組合たまなスタンプ会	(通称	ハローポイント)
所 在 地	 〒865-0064	玉名市中1906-1	ハイツ大村3階
連 絡 先	 電話0968-74-0086　FAX0968-74-5586
ホームページ　http://www.tamana-stamp.or.jp/
経 過	 平成		8年	 スタンプ会設立(シール式)
	 平成12年	 協同組合たまなスタンプ会として再開

	 平成12年	 ポイントカード導入(国、市補助)

	 平成16年	 子ども応援券事業開始

	 平成18年	 子ども応援券付商品券事業開始(熊
本県補助事業)

	 	 熊本県子育て支援事業への参加

	 平成22年	 非接触式ICカード導入(国、市補助)

	 	 地域応援券事業開始(市内PTA助成
金・玉名交通安全協会→免許証自主
返納者制度への特典進呈制度)

組合員条件	 玉名市内の事業所
組合員数	 122事業所(130店舗)
組合出資金	 10,000円
組合賦課金	 1,000円(月)
カード機使用料	 1,080円(月／1台)

運 用	 ①	購入ポイント金額：1ポイント＝2円
	 ②	100円（税抜）のお買物で１ポイント進呈

	 ③	350ポイントで満点ポイント：500円のお買物

	 ④	満点ポイント利用時の地域応援券	1枚10円還
元(地域応援券は、玉名交通安全協会・市内小
中校PTA対象)

お客様特典	 ①	満点ポイント1枚に付	500円のお買い物がで
きる

	 ②	満点ポイントお買物利用後にWチャンスとして
ランダムにあたるボーナスポイント付(700p・
350p・100p)

	 ③	毎月開催されているイベントへの参加

	 ④	地域応援券

	 ⑤	わくわく油田プロジェクト　エコポイント

	 ⑥	ボランティアポイント

運営組織	 理事会(21名、月1回開催)・総務委員会・広報委員
会(班長会管理)・会員拡大委員会・企画運営委員会

そ の 他	 ①	全国共通商品券連絡協議会会員
	 ②	熊本県中小企業団体中央会会員

	 ③	玉名地球温暖化対策地域協議会	 	
環境応援団「エコの環たまな」会員

	 ④	玉名商工会議所会員



いつでも満点ポイントを交換できます。
常時交換

特典
❷

常時交換にはそれぞれに交換人数の制限があります。詳しくはハローポイント情報誌をご覧ください。

●ごみ袋（大30枚・小40枚）を

●場所／ 中央信金西部支店、
 玉名支店の2支店で
 各25部ずつ限定

満点ポイント２枚と交換

満点ポイント

２枚と交換

司ボウル玉名
ボウリング券

交換
（3ゲーム/1,350円を）

上記の銀行で『ごみ袋券』と交換後、交換指定店へ
お持ちください。ごみ袋と交換いたします。

満点ポイント

３枚と交換

玉の湯
大人ご利用
回数券 交換

（12枚綴/2,000円を）
満点ポイント

３枚と交換

草枕温泉
てんすい

回数券 交換
（6枚綴/2,500円を）

満点ポイント

２枚と交換

横島総合保健福祉
センターゆとりーむ
回数券 交換

（6枚綴/1,500円を）
満点ポイント

１枚と交換

玉名市
博物館

入場券 交換
（ペア券/600円を）

満点ポイント

５枚と交換

桃田体育館
ジム利用

回数券 交換
（11枚綴/3,000円を）

ごみ袋と
交換時に

ハローポイント

10ポイント
プレゼント

ご み 袋ご み 袋

毎月開催！！毎月開催！！

お客様に喜ばれるイベントです。
Ｗチャンスラッキー賞

特典
❶

●常時交換券はご
み袋以外をたま
なスタンプ会事
務局にて交換致
します。

●内容は、お客様
のニーズに合わ
せて変更する場
合があります。

700ポイント700ポイント（満点ポイント2枚 　 　  分）
（お買物金額70,000円相当分）

1,0
00円

350ポイント350ポイント（満点ポイント1枚 　 　  分）
（お買物金額35,000円相当分）

500
円

満点ポイントでお買物するとその場で機械が自動抽選します。

1等～3等のWチャンス！

当選したポイントはお客様のカードに加算されます。

あたりの場合はお知らせ音（鐘の音）が鳴りレシートに印字されます。

満点ポイントでお買物するとその場で機械が自動抽選します。

1等～3等のWチャンス！

当選したポイントはお客様のカードに加算されます。

あたりの場合はお知らせ音（鐘の音）が鳴りレシートに印字されます。

3等

1等

2等

100ポイント100ポイント（お買物金額10,000円相当分）



地球の環境を応援しています。
わくわく 玉名油田 プロジェクト

特典
❹

地域を応援しています。
地域応援券

特典
❸

使い終わった全ての天ぷら油はエコ燃料へ
　私たちは「使用済み天ぷら油」から再生エネルギーを精製しております。

　大切な地球。未来に繋ぐ為に、身近に誰でもできる環境保全活動に参加しませんか？

　熊本には美味しい食材がいっぱい！

　その調理後に出る食用油（廃油）を油田スポットに持ち込むだけで、自然にストレスを与えない

エコ燃料に生まれ変わり、美味しい食材を育む・運ぶエネルギーとして利活用されます。

　また、廃油を台所に流さない事で、熊本のおいしい水が守られます。

　みなさまのご協力をお願い致します。

地域応援券100枚で
1,000円のお買物券に交換いたします。

満点ポイントの
お買い物で

付いてきます

お好みで

教育環境支援 高齢者の事故防止支援
玉名市内小・中学校PTAへ 玉名地区交通安全協会へ

各PTAへ進呈してください 加盟店へお渡しください
　PTA活動資金及び学校施設関係並びに部活動資金へご
利用いただけます。
　ハローポイント満点ポイントご利用の際に〈地域応援券〉
を収集してご利用ください。

対象団体

交換金額

交 換 日

交換場所

玉名市内小学校・中学校希望校（PTA）

台紙10冊分で1,000円のお買物券と交換

毎年３月・７月・11月の10日～15日の期間
（年３回）

協同組合たまなスタンプ会事務局

　運転免許証を自主返納する高齢運転者への支援を図る
ため、玉名地区交通安全協会、協同組合たまなスタンプ
会、玉名市内タクシー３社が連携し、自主返納の特典とし
て、交通安全協会加入者で自主返納する方に、

を実施しています。

●表彰状の進呈（玉名警察署長と玉名地区交通安全協会長連名）
●協同組合たまなスタンプ会お買物券2,000円分進呈
※お買物券には有効期限（発行日より１年間）がございます。

●運転経歴証明書（手数料1,000円）の無料提供
●玉名市内タクシー3社によるタクシー料金割引制度
（合同タクシー、玉名タクシー、岱洋タクシーでの料金1割引）

協同組合たまなスタンプ会は、地域の
子どもたちの健やかな育成と地域の
安心安全に貢献する事を目的とし、地
域応援券を発行しています。

１年間
に

100名
以上の

方が返
納

されて
います

！

1ℓにつき、ハローポイント ５ポイント 進呈いたします。
玉高通り

西部地区

西部中央

亀　甲

繁  根  木

シロヤクリーニング玉名中店
有明石油㈱
kome＆craft「こめ屋」
㈱吉田林蔵商店
津川クリーニング商会

リバーサイド

築　地

大　倉

岱　明

南　出

㈲城戸石油店
㈲村田自動車
オイルショップクロダ㈲
弁当専門店 まる屋
せざきクリーニング店

協同組合たまなスタンプ会回収施設

こののぼりが
目印です！！

■主催／NPO法人くまもと温暖化対策センター　■共催／玉名地球温暖化対策地域協議会・環境応援団「エコの環たまな」

株式会社玉名リサイクルプラザ TEL.0968-76-6680問合せ先

1.用意の前にまず確認！
●油は食用油に限ります。
●揚げカスは入っていてもOK！
●漏れないようにしっかりと
　封をしてください。
●賞味期限きれの油でもOK！
●石油系のオイルは入れないでください。

2.油をまとめます
●お料理後の油を良く冷やします。
●容器はしっかりと洗って、水気を切ってください。
    （もともと入っていた容器がベストです）
●じょうご等を使って鍋から容器に移し替えます。
●しっかりとフタをします。
●潰れない様に箱などに詰めます。

天ぷら油のまとめ方

テレビでも商品券やお得な情報などを発信。
ひまわりてれび

特典
❻

とっても喜ばれる商品券はいかがですか。
ハローポイント商品券

特典
❺

ハローポイント商品券は、全加盟店での
お買物にご利用いただけます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。
※有効期限は発行日より1年間。

見本

お中元

結婚式の
引き出物

仏事の
返礼品

などなど…に、最適な商品券！

お歳暮

詳しくは、たまなスタンプ会事務局、
取り扱い加盟店にお問い合わせください。

「慶弔用ケース・封筒」や「のし」なども準備
しております！！ぜひ、ご活用ください。

ご要望が
あれば

kome & craft「こめ屋」
㈲吉田写真舘
玉名自然食品センター
ニューいずみや
千代田屋化粧品店
菓舗 菊水堂（本店）
柳屋茶舗（高瀬本店）
服地のマツヤマ
あいあい庵
ハッピー薬局（本店）

西部中央

西部中央

玉高通り

中

髙瀬地区

髙瀬地区

髙瀬地区

髙瀬地区

大　倉

滑　石

商品券取り扱い店
たまなスタンプ会事務局



地球の環境を応援しています。
わくわく 玉名油田 プロジェクト

特典
❹

地域を応援しています。
地域応援券

特典
❸

使い終わった全ての天ぷら油はエコ燃料へ
　私たちは「使用済み天ぷら油」から再生エネルギーを精製しております。

　大切な地球。未来に繋ぐ為に、身近に誰でもできる環境保全活動に参加しませんか？

　熊本には美味しい食材がいっぱい！

　その調理後に出る食用油（廃油）を油田スポットに持ち込むだけで、自然にストレスを与えない

エコ燃料に生まれ変わり、美味しい食材を育む・運ぶエネルギーとして利活用されます。

　また、廃油を台所に流さない事で、熊本のおいしい水が守られます。

　みなさまのご協力をお願い致します。

地域応援券100枚で
1,000円のお買物券に交換いたします。

満点ポイントの
お買い物で

付いてきます

お好みで

教育環境支援 高齢者の事故防止支援
玉名市内小・中学校PTAへ 玉名地区交通安全協会へ

各PTAへ進呈してください 加盟店へお渡しください
　PTA活動資金及び学校施設関係並びに部活動資金へご
利用いただけます。
　ハローポイント満点ポイントご利用の際に〈地域応援券〉
を収集してご利用ください。

対象団体

交換金額

交 換 日

交換場所

玉名市内小学校・中学校希望校（PTA）

台紙10冊分で1,000円のお買物券と交換

毎年３月・７月・11月の10日～15日の期間
（年３回）

協同組合たまなスタンプ会事務局

　運転免許証を自主返納する高齢運転者への支援を図る
ため、玉名地区交通安全協会、協同組合たまなスタンプ
会、玉名市内タクシー３社が連携し、自主返納の特典とし
て、交通安全協会加入者で自主返納する方に、

を実施しています。

●表彰状の進呈（玉名警察署長と玉名地区交通安全協会長連名）
●協同組合たまなスタンプ会お買物券2,000円分進呈
※お買物券には有効期限（発行日より１年間）がございます。

●運転経歴証明書（手数料1,000円）の無料提供
●玉名市内タクシー3社によるタクシー料金割引制度
（合同タクシー、玉名タクシー、岱洋タクシーでの料金1割引）

協同組合たまなスタンプ会は、地域の
子どもたちの健やかな育成と地域の
安心安全に貢献する事を目的とし、地
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（協）たまなスタンプ会事務局

TEL74-0086
FAX 74-5586

http://www.tamana-stamp.or.jp/
〒865-0064 玉名市中1906-1 ハイツ大村3F

 ●営業時間／AM10：00～PM5：00
（土・日・祝日は業務を休みます。）

この冊子は、

平成26年度 地域商店街活性化事業
「これからが勝負！！地域コミュニティポイント」

により作成されました。

この冊子は、

平成26年度 地域商店街活性化事業
「これからが勝負！！地域コミュニティポイント」

により作成されました。

個店の
広告宣伝の
バックアップ

ポイントは
あなたの店の販促に
自由に使えます

商工会議所も
協力

小さな費用で
大きな効果

地域貢献も
充実

販促ツールも
いろいろ

操作は簡単
誰でも使えます

イベントも
たくさん

行政も協力

市外ユーザー
拡大中

〒 GS

玉名中央病院

中央信用金庫  西部支店

ハイツ大村3F
三井生命

玉高

国道208号線⬅至 荒尾 至 熊本➡

⬆ 至 玉名温泉

JR玉名駅

たまなスタンプ会
事務局
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あなたも加盟店になりませんか？
たまなスタンプ会たまなスタンプ会協同

組合
協同
組合
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タマにゃん＃068


