
換金手続き

換金振込回数

支払単位

発行予定総額

発行内容

店舗の掲載方法

金シャチマネー名古屋で買おまい★プレミアム商品券

手続き不要

月２回の自動集計後約1週間後に入金／期間中14回

1円単位

87億3,600万円

事前抽選方式（Ｗｅｂによる申し込み）

アプリ、ホームページ

運営主体

電子

使用済商品券を集計後、事務局に送付

冊子、ホームページ

請求後約1か月後に入金／期間中11回

1,000円単位、お釣り不可

131億400万円

事前抽選方式（郵送及びＷｅｂによる申し込み）

1冊（口）13,000円分を10,000円で購入
「名古屋で買おまい★プレミアム商品券」又は「金シャチマネー」いずれか一方を選択したうえ1人あたり5冊（口）まで

利用期間

販売方法

販売対象

令和4年6月下旬～令和5年1月下旬

紙

消費者がスマートフォンで
お店に置いてあるQRコードを読み取る（原則）紙の商品券を使用

【両方参加】

または か

【いずれか一方のみ参加】

を選択できます
紙 商品券 電子 商品券紙 商品券 電子 商品券

お会計

名 称

商品券種別

売り上げはパソコン・スマホ・タブレットで随時確認可能利用された枚数などで管理売上管理

参加方法

218億４,０００万円

発行総額発行総額

図はイメージです。

NEW金シャチマネー
電子商品券

名古屋で買おまい★
プレミアム商品券2022

紙商品券

❶店頭にQRコードを掲示
❷利用者がスマートフォン
　アプリでQRコードを
　読み込み決済

QRコードを
設置するだけで
参加可能！

換金手続き不要

利用が1円単位

換金振込みまでの
日数が短い

電子商品券のポイント！

発行数が多い

親しまれ使い方に
慣れている

紙商品券のポイント！

NEW

３０％のプレミアムが付いた商品券 13,000円分のお買い物！！13,000円分のお買い物！！10,000円で

名古屋市内在住者

参加店舗を募集します！参加店舗を募集します！ 申込期限
令和4年4月8日（金）まで

プレミアム商品券事業実行委員会、名古屋市
（実行委員会構成：名古屋商工会議所、名古屋市商店街振興組合連合会、守山・鳴海・有松商工会、市内百貨店等）

発行：名古屋市

見
本
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新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、プレミアム商品券事業実行委員会と名古屋市の共催事業として、令和４年度は過去最大
規模の商品券事業を実施いたします。プレミアム商品券事業実行委員会が平成28年度より発行しているプレミアム商品券事業「名
古屋で買おまい★プレミアム商品券」は、毎年多くの消費者から好評を得ておりますとともに、参加店舗におきましては、新規顧客の獲
得や、売上の増加に繋がる消費喚起効果の高い事業となっております。今回は新たに電子商品券「金シャチマネー」を発行することで
キャッシュレス推進を図るとともに、消費者の満足度の向上や商品券の経済効果の増大に繋げたいと考えております。是非とも、趣旨
に賛同いただき、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

申込方法1

参加検討者説明会2

〒450-8790 名古屋西郵便局 郵便 私書箱 729号
TEL ０５２-５６２-０２１２　FAX ０５０-３８５２-０９７０

名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局

１．名古屋市商店街振興組合連合会の正会員の方 ２．左記以外の方

参加店舗申込フォーム
https://www14.webcas.net/form/pub/entry/shop_entry

『参加店舗申込書兼誓約書』に必要事項をご記入の上、持参、郵送又は 
ＦＡＸで、名古屋市商店街振興組合連合会に提出してください。

本事業のホームページ内の専用の申込フォームからお申込みください。又
は、『参加店舗申込書兼誓約書』に必要事項をご記入の上、FAX又は郵送
で名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局に提出してください。

3 参加費4申込締切

ご参加を検討されている方へ向けた参加検討者説明会をオンラインと対面の両方で開催いたします。
電子商品券ができるか不安な方やどちらに申込しようか迷っている方は、ぜひともご参加ください！

3月開催

名古屋市商店街振興組合連合会事務局
〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目２１番１８号
中央広小路ビル４階
TEL ０５２-９５３-１８０８　FAX ０５２-953-6134

無 料

参加検討者説明会申込フォーム
https://www14.webcas.net/form/pub/entry/lec

名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局

FAX ０５０-３８５２-０９７０

オンラインでの説明会

説明会終了後、
説明会収録映像は
HPにて公開します。

【日時】 
 
【会場】

【内容】 
【定員】 

3月17日（木）・18日（金） （受付は各回30分前～）
 各日３回 ①10：00～ ②14：00～ ③18：00～
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
10F 大会議室 1002号室
各事業説明（利用方法、運用）
各回80名様　※申し込み多数の場合は先着順

【日時】 
 
【会場】
【内容】 
【定員】

3月14日（月）・15日（火） 
各日３回 ①10:00～ ②14:00～ ③18:00～
Zoomミーティング
各事業説明（利用方法、運用）
各回約300名様

対面での説明会申込締切：3月10日 17：00まで 申込締切：3月15日 17：00まで

令和４年４月８日（金） 17：00 必着

参加検討者説明会への申込方法
右記申込フォームから、
又はFAXで「事業者名」「参加者氏名」「希望日時」
「メールアドレス・連絡先」を記載の上、
お申し込みください。
※所定の書式はございません、書式自由です。

※ご参加者様のメールアドレスがお申し込み時に必要となります。

説明会収録映像を
ホームページで公開
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6 商品券の取り扱いに関すること

参加申込資格と登録5

①本市内に店舗等のある小売業及びサービス業等
　ただし、次に該当する場合は応募できません
　●風営法 第２条に規定する営業を行う事業者
　●特定の宗教・政治団体と関わる事業者又は業務の内容について公序良俗に反する事業者
　●利用対象とならない商品の取引、商品のみを取扱う店舗等
　●その他本事業の目的に照らして発行者が不適当と判断する者
②本規約内に記載の内容を遵守すること
③申込み受付後、発行者は所定の審査を行い、登録について決定するものとする

①参加店舗において利用期間内に限り利用可能とする
②購入後の返品はできないものとする
③現金との引き換えはできないものとする
④第三者への転売・譲渡、交換はできないものとする
⑤盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者は責を負わないものとする
⑥参加店舗において、商品券の利用対象としない商品を独自に定める場合は、
　あらかじめ商品券購入者が認識できるよう明示する義務を負うものとする
⑦発行者及び利用者に対して事実と異なる情報を提供してはならないものとする
⑧発行者が不適切と判断する利用が発生した場合、当該利用者及び当該参加店舗の利用を停止する場合がある
⑨店舗一覧冊子やアプリに記載の店舗情報が発行者及び第三者の著作権、商標権、肖像権、その他一切の権利を侵害してはならないものとする

7 商品券の利用対象とならないもの

①出資や債務の支払い（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等）
②有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等
　の換金性の高いものの購入
③たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第３号に規定する製造たばこの購入
④事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
⑤土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い

⑥現金との換金、売買、金融機関への預け入れ
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和
　２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業に係る支払い
⑧特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑨その他発行者が指定するもの

●参加店舗サイトをご利用の場合、アクセス端末及び通信環境等の準備、維持管理は参加店舗の負担とする
●金額の誤入力が生じた場合は、利用者と合意の上で所定の方法（参加店舗サイト活用など）により行うものとする
●参加店舗サイトのID及びパスワードを第三者に知られ、又は使用されることのないように、十分に管理する
●QRコードの発行又は取扱いに関して発行者が定めるルールを遵守する
●QRコードを偽造、変造、又は損壊せず、店頭での本件取引以外に利用せず、適切に管理するものとする
●発行者が、本システムの知的財産に関する権利侵害と認めるような、データ基盤等の情報を複製記録、
　複写、撮影等してはならないものとする
●参加店舗サイトへの攻撃的なアクセス、決済システム又はアプリで利用されるネットワーク又はシステム等
　への不正アクセスや発行者が不正と認める行為をしてはならないものとする

紙商品券

●釣銭の支払いはできないものとする

電子商品券
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参加店舗募集規約

●参加店舗の募集締め切り後に、参加店舗向けの事務説明会をオンラインと対面の両方で開催いたします。●説明会への参加をご希望の方は、参加店
舗のお申し込み時に合わせてお申し込みください。●説明会の出席に関わらず、のぼり等の購入促進ツールを４月22日頃に発送いたします。
※換金手続き資料や電子商品券用のQRコードツールは6月中旬の発送を予定いたします。

9 参加店舗事務説明会のご案内 4月開催

名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局

参加店舗消費者
❶ 商品券使用

❷ 使用済商品券 ❸ 入金

金シャチマネー名古屋で買おまい★
プレミアム商品券

参加店舗消費者

金シャチマネーアプリ
❶ 商品券使用

① 使用情報 ❷ 入金

名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局

※参加店舗サイトで
利用実績を確認可能

以下の事象が生じた場合、参加店舗に通知又は公表の後、本件システムの全部又は一部を一時停止する場合があります。
ただし、緊急を要する場合には、通知又は公表が緊急停止後となる場合がありますので予めご了承ください。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、本件システムの提供ができない場合
(2)発行者が運営するアプリ等の機能その他本件システムに不具合が生じた場合
(3)本件システムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、発行者が本件システムを停止すべきと判断した場合
(5)本件システムを利用した取引に関する情報の漏えいが発生し、
　  発行者が本件システムを停止すべきと判断した場合
(6)その他発行者がやむを得ない事由により本件システムを停止すべきと判断した場合

電子商品券システムの注意事項

8 換金の方法および、商品券の流れ

●参加店舗が、使用済商品券を事務局へ送付し、
　事務局にて確認を行い、参加店舗の指定口座へ
　振込みます。（振込手数料の負担無し）
●実施期間中、合計11回の換金を行います。

●参加店舗側の換金依頼手続きなどは一切不要です。
●実施期間中、毎月2回
　（振込は当月下旬と翌月上旬：計14回）の
　頻度で換金を行います。（振込手数料の負担無し）

オンラインでの説明会

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

【日時】 
 
【会場】

【内容】 
【定員】 

４月18日（月）・19日（火） （受付は各回30分前～）
各日３回 ①10:00～ ②14:00～ ③18:00～
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
9F 大会議室 902号室
事務説明、購入促進ツール案内、説明
各回80名様　※申し込み多数の場合は先着順

【日時】 
 
【会場】
【内容】 
【定員】

４月14日（木）・15日（金）
各日３回 ①10:00～ ②14:00～ ③18:00～
Zoomミーティング
事務説明、購入促進ツール案内、説明
各回約300名様

対面での説明会

※参加店舗様専用ページで公開。
※ID・パスワードは参加店舗マニュアルに記載します。

４月25日（月）より公開
右記申込フォームから、
又は裏面申込書に
記載の上、FAXで
お申し込みください。

説明会収録映像をホームページで公開

※ご参加者様のメールアドレスがお申し込み時に必要となります。

参加店舗申込フォーム
https://www14.webcas.net/form/pub/entry/shop_entry

参加店舗申込みと併せてお申込みください▶
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名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局　御中

申込期限 令和4年4月8日（金）まで

令和4年 　　月 　　日

ご記入いただきました個人情報は、プレミアム商品券事業実行委員会、名古屋市および名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局が、本事業の運営に関する諸手続および
各種案内のために利用させていただきます。なお、個人情報は本事業に関する確認・連絡および各種諸手続のため機密保持契約を締結した業務委託先（運営事務局協力会社
および郵便物配送業者）に預託することがありますので予めご承知おきください。

本商品券事業の趣旨を理解し、参加店舗募集規約に規定する内容を遵守することに同意して申し込みいたします。

参加店舗申込書兼誓約書

□国が示す業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを参考に新型コロナウイルス感染拡大防止の
取り組みを実施することを承諾します。

連絡担当者名 連絡担当者
email

連絡先電話

所属団体 （　　　　　　　　　　）商店街　・　名古屋商工会議所　・　（　　　　　　　　　　）商工会　・　なし

所在地

代表者名

事業者名

〒

〒

連絡先 FAX

□

□

□

店舗名

店舗住所 区

店舗email 商品・サービス
カテゴリー ※

フリガナ

店舗電話 店舗FAX

口座名義
フリガナ

金融機関
指定口座

種 目 ※どちらかチェック

□普 通　　□当 座
銀行・信用金庫
信用組合・(　　　) 支店

口座番号

ご希望内容

□ 希望する　　▼ご希望の場合は、ご希望の回と日時にチェックしてください。

❶ オンライン

❷ オンライン

❸ 対面

❹ 対面

4月14日(木) 

4月15日(金)

4月18日(月)

4月19日(火)

□ 10:00～　　□ 14:00～　　□ 18:00～ 

□ 10:00～　　□ 14:00～　　□ 18:00～ 

□ 10:00～　　□ 14:00～　　□ 18:00～

□ 10:00～　　□ 14:00～　　□ 18:00～ 

□ 希望しない

新型コロナウイルス
感染症対策の誓約事項

「購入申込直前」の
参加店舗事務説明会の
参加希望

両 方
「名古屋で買おまい★プレミアム商品券」（紙商品券）と
「金シャチマネー」（電子商品券）

「名古屋で買おまい★プレミアム商品券」（紙商品券）

「金シャチマネー」（電子商品券）

※利用開始前にも説明会を予
定します。別途ご案内をいたし
ます。

商品券換金振込先

参加店舗一覧表に
掲載する店舗名

※複数店舗を申請する場合は、
店舗一覧を別紙でご用意いた
だき申請してください。店舗一
覧の書式は自由といたします
が、上記「参加店舗一覧表に掲
載する店舗名」の項目に準じて
ください。

事業者

一方のみ

取り扱う
商品券の種類
（いずれかにチェック）

No.

※別紙記載の「商品・サービスカテゴリー選択一覧」からお選びください



TEL：０５2-562-0212  FAX：050-3852-0970
お申込・お問合せ webからもお申込みできます。

●受付時間：8：45～18：00（土日祝含む、ただし年末年始12/30（金）～1/3（火）は休み）

名古屋プレミアム付き商品券事業運営事務局 参加店舗コールセンター

https://www.nagoya-shouhinken.com/
【公式ホームページ】

参加店舗 商品・サービスカテゴリー選択一覧

参加店舗申込書兼誓約書記入例

百貨店

ショッピングセンター

スーパーマーケット

コンビニ

飲食料品販売

ドラッグストア・薬局・化粧品

1

2

3

4

5

6

その他小売業

飲食店

理容・美容・整体

クリーニング・生活サービス

レジャー・娯楽

宿泊・温泉

13

14

15

16

17

18

ホームセンター・家具・インテリア

家電量販店・電気機器販売

衣料品販売

書籍・ソフトウェア販売

雑貨・文具・専門用品店

自動車・自動車部品販売

7

8

9

10

11

12

物品レンタル・自動車修理

旅客・運輸

ガソリンスタンド

住宅建設・塗装

医療・福祉

その他サービス業

19

20

21

22

23

24

業種名No. 業種名No. 業種名No. 業種名No.

「参加店舗申込書兼誓約書」に記入する「商品・サービスカテゴリー」については、下記の表から該当する
主として提供する商品・サービスカテゴリーを  1つだけ  選んでNo.をご記入ください。

ポイント❻

記入漏れがないように
必ずチェックして
ください。

ポイント❼

感染症対策の徹底を
お願いします。

ご同意のチェックを
してください。

ポイント❷

事務局からの連絡に
ご対応いただける方の
情報をご記入ください。

ポイント❸

店舗emailは
金シャチマネーの

参加店舗サイトのIDに
ご使用いただけます。

ポイント❶

参加をご希望する
商品券の種類を選んで

いずれかに
チェックしてください。

ポイント❺

口座情報については
通帳などでご確認のうえ
ご記入ください。

ポイント❽

ご希望のお日にちを
1つお選びください。

ポイント❹

番号は1つのみ
ご記入ください。


