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蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 事業概要

概要

発行実施者 蒲郡市

名称 蒲郡市プレミアム付商品券事業（がまざいふ）

発行総額 2億６千万円（２万セット）

発行内容 カード商品券 １万セット ／ デジタル商品券 １万セット

販売価格 販売10,000円 額面13,000円（プレミアム率 30％）

利用期間 2022年9月24日(土)～2023年1月31日(火)

利用申込期間 2022年7月25日(月)～2022年8月24日(水)

当選結果 2022年9月12日(月) 専用ウェブページ／ハガキ発送

販売期間 2022年9月14日(水)～2022年9月20日(火)、9月24日(土)、9月25日(日)

販売場所 イオン蒲郡店／蒲郡信用金庫／蒲郡商工会議所

購入対象者 蒲郡市民

利用店舗 取扱店登録を行った、市内事業所

1

本事業は、長引く新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を受けた市内店舗を支援するため、地域における消
費喚起を図り、市内経済を活性化することを目的とします。
また、将来を見据えたデジタルを活用した地域経済の活性化及びキャッシュレス決済の普及を図ることも目的と
しています。

目 的



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 商品券概要

発行する商品券について

② カード商品券 《イメージ》

本年度は、①デジタル商品券と②カード商品券の２種類の商品券を発行いたします。

市民の皆様は、商品券の申込をする際にどちらかを選択のうえ購入申込をしていただきます。

どちらかの商品券を最大２セットまで購入することができます。

2

① デジタル商品券

アプリアイコン

アプリ内のQRを店舗側へ

掲示して利用

カード表面（イメージ）

カード表面のQRを店舗側へ掲示して利用 カード裏面に印字されている残高確認用QRより

残高確認をすることが可能

※専用ホームページでも残高確認が可能

※コールセンターでも残高確認が可能

カード裏面（イメージ）



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 商品券概要

発行する商品券について

【販 売 金 額】 １０,０００円

【額 面】 １３,０００円

【プレミアム率 】 ３０％

【券 種】 共通券 ８,０００円 専用券 ５,０００円

＊共通券：全ての取扱店で使用が可能です

＊専用券：中小規模の取扱店で使用が可能です

商品券内容

①デジタル商品券

②カード商品券

いずれの商品券につきましても、

券種(共通券/専用券)を選択のうえ利用できます。

３



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 商品券概要

発行する商品券について

② カード商品券 《イメージ》

①デジタル商品券と②カード商品券の内容は基本的には同じですが、下記の特性がございます。

① デジタル商品券

スマートフォン上で、アプリを開いて利用します。

下記の２通りにて利用することが可能です。

（１）自身のアプリ内にて、QRを提示して 利用

（店舗側の決済端末にてQRを読み込む）

（２）自身のアプリにて、店舗側が掲示するQRを読み込んで利用

（アプリ内の読み取り機能を使って利用）

カードを提示して利用します。

下記の方法にて利用することが可能です。

（１）カードに印字されているQRを提示して利用

（店舗側の決済端末にてQRを読み込む）

※カード商品券は、店舗側で読み込む方法でのみ

利用が可能です。

（１） （２）

（１）

店舗側

利用者側

店舗側

利用者側

店舗側

利用者側

店舗側
（２）

４



商品券の利用の流れ

５

①QRコードの提示 (利用者 作業)

利用者がお持ちの商品券QRを提示します。

(デジタルの場合) アプリを起動してQRを提示

(カードの場合) カード記載のQRを提示

②QRコードを読み取り (店舗 作業)

店舗側の決済用端末にて、QRを読み取ります。

④利用金額の入力 (店舗 作業)

店舗側が決済用端末にて、金額を入力

⑤利用金額の確認 (店舗・利用者作業)

入力金額の確認

店舗側の決済用端末で入力された金額を確認してください。

⑥決済の完了 (店舗 作業)

■店舗側が利用者のQRを読み込む方式

店舗側

利用者側

③利用する券の選択(利用者 作業)

「専用券」「共通券」どちらを利用するか伝えます。

「専用券」
を利用します！

※大型店舗では、「共通券」のみ

利用が可能です。

決済完了です！ 決済完了の際に、残額を確認することができます。

店員さんへ確認くださいませ。

蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 利用方法



商品券の利用の流れ

６

①アプリを起動 (利用者 作業)

お持ちの商品券アプリを起動し、QR読み取りの画面へすすみます。

②店舗が掲示しているQRを読み取ります (利用者 作業)

店舗側に掲示されているQRを読み込み、
金額入力画面へ進めます。

④利用金額の確認 (店舗・利用者作業)

入力金額の確認

入力した金額を店舗側のスタッフへ提示して、双方で確認してください。

⑤決済の完了 (利用者 作業)

■利用者が店舗側のQRを読み込む方式
※「デジタル商品券」を利用の方のみ実施が可能な方法です

③利用金額の入力 (利用者 作業)

利用者様にて決済金額を入力します。

決済完了です！

決済を完了させてください。

利用者側

店舗側



商品券の利用の流れ（デジタル商品券）

７

③「QR表示」をタップ

＊以降は、店舗側スタッフの作業となります。

④店舗側の決済用端末にてQRを読み取ります。
⑤店舗側の決済用端末にて料金入力
⑥店舗側にて入力した金額を、確認
⑦決済完了

①商品券アプリを起動します。

■店舗側が利用者のQRを読み込む方式

②「支払う」のボタンをタップ

① デジタル商品券



商品券の利用の流れ（デジタル商品券）

８

③「QR読取」をタップ

①商品券アプリを起動します。

■利用者が店舗掲載のQRを読み込む方式

②「支払う」のボタンをタップ ④券種を選択し、タップ

⑤決済金額を入力し、
「次へ」をタップ

⑥店舗側のスタッフへ内容を
確認してもらい、「支払い」をタップ ⑦「はい」をタップし、履歴を確認



商品券の利用の流れ（デジタル商品券）

９

⑧履歴の内容を確認し、完了です！

残高確認の方法

① デジタル商品券

①アプリを起動する

②商品券部分をタップ ③残高を確認できます



残高確認の方法

１０

② カード商品券
‹表面›

①ホームページ内「カード残高照会」ボタン 又は、カード裏面「残高照会用QR」を読込

‹裏面›

蒲郡市プレミアム付商品券残高照会

②カード番号を入力のうえ、「残高照会はこちら」をタップ

共通券
8,000円

専用券
5,000円

③券種ごとの残高を確認することができます

③「利用履歴」より履歴の確認も可能です

(1)自分で確認する方法

(２)問合せする方法

コールセンターへの問い合わせでも、確認することが可能です。
【問い合わせ先】 0570－099－555 11月～2月 平日9:00～17:15

8月～10月 平日・土日・祝日9:00～17:15

(３)利用時に店舗へ確認する方法

商品券を利用された際に、決済のタイミングで店舗へお尋ねください。
決済用の端末で確認することが可能です。



申込～利用までの流れ

１１

①申込
ホームページ、又は申込用紙にて、商品券のお申込みをしてください。
デジタル商品券希望の場合：ホームページより
カード商品券希望の場合 ：ホームページ又は、申込用紙にて

【申込期間】
2022年7月25日(月)～8月24日(水)

②抽選
発行数以上の申込があった場合には、抽選を実施いたします。

③抽選結果通知
デジタル商品券申込の場合：ホームページよりご確認ください。
カード商品券申込の場合：当選者にはハガキにてお知らせいたします。

【結果公開日】
デジタル商品券の場合：9月12日(火)にホームページよりご確認ください。
＊同日に、結果がホームページで確認できる旨のメール配信もいたします。

カード商品券の場合 ：9月12日(火)発送にて、当選通知ハガキを発送します。

④購入
デジタル商品券申込の場合：アプリダウンロードのうえ、購入作業を行ってください。
カード商品券申込の場合 ：販売所にて購入ください。

【購入期間】
デジタル商品券の場合：2022年9月14日(水)～25日(日)
カード商品券の場合 ：2022年9月14日(水)～20日(火)

9月24日(土)～25日(日)



申込方法について

１２

③会員情報を記入のうえ、「入力を確
認する」をタップ

① デジタル商品券

①ホームページボタンより申込画面へお進みください。

ホームページから、申込をお願いいたします。

【申込期間】 ７月２５日（月）～８月２４日（水）まで

②「会員登録をして申し込む」のボタンをタップ

④内容を確認のうえ「新規会員登録」 ⑤「申込みに進む」をタップ

XXXXXXXXXXX

https://gamagori.yomsubi.com/



申込方法について

１３

⑧申し込み完了です！

⑥申し込み内容を選択のうえ、「購入を申し込む」をタップ ⑦内容を確認のうえ「申し込む」をタップ

抽選結果について

①アカウント情報入力のうえ「ログイン」します

②「結果はこちらからご確認ください」をタップ

③「抽選結果」をご確認ください。



申込方法について

１４

② カード商品券

(1)ホームページから申込

(1)ホームページより申込 又は（2)申込用紙を郵送／直接持ち込み にて申込ください。

①ホームページボタンより申込画面へお進みください。

②「申し込み」のボタンをタップ

③申込者情報を入力のうえ「入力を確認する」をタップ ④内容を確認し「申込みに進む」をタップ



申込方法について

１５

（2）申込用紙を郵送／直接持ち込み

申し込み方法に関わらずカード商品券の申込者につきましては、
「圧着ハガキ」にて当選通知を行います。
※ハガキの発送は、当選者のみです。
※9/12月発送にて通知いたします。
お住まいによっては、手元に届くのに時間がかかる場合がござ
います。

【郵送先】 〒440-0864
豊橋市向山町中畑1-1アピタ向山店２階
近畿日本ツーリスト(株)豊橋営業所

【持込先】 〒443-8601
蒲郡市旭町17-1 蒲郡市役所産業政策課

⑥申込内容を選択のうえ「購入を申し込む」をタップ ⑦内容を確認し、「申し込む」をタップ

⑧申込完了です！ ⑨申し込み履歴を確認ください
※一度閉じると、履歴は確認できません。

抽選結果について

①申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送又は直接お持ち
込みください。

⑤登録完了後、「申し込みに進む」をタップ



購入方法について

１６

下記２通りの購入方法からご選択ください。
(1)クレジットカード決済
(2)コンビニ決済

① デジタル商品券

①当選確認後、アプリストアより「がまざいふ」アプリをダウンロードします

②アプリを起動後、登録した情報「メールアドレス」「パスワード」を入力のうえログイン

【クレジットカード決済／コンビニ決済 共通動作】

③商品券画像をタップ ④「チャージ」をタップ ⑤「購入」をタップ



購入方法について

１７

【クレジットカード決済の場合】

⑥「クレジットカードでチャージ」
をタップ

⑨情報を入力し「決定」

⑦購入セット数を入力 ⑧「新しいクレジットカード
を登録」をタップ

⑩購入数・チャージ方法確認
の上「チャージ」

⑪完了です！



購入方法について

１８

【クレジットカード決済の場合】補足

※対応しているカード会社は、下記２社となります。
VISA ・ MASTER

※お持ちのクレジットカードについて、『３Dセキュア』を設定されている場合、
決済完了前に認証画面が表示されます。

※３Dセキュアの認証パスワードが不明な場合は、クレジットカード会社へお問合せください。



申込方法について

１９

【コンビニ決済の場合】

⑥「コンビニ・金融機関でャージ」
をタップ

⑦購入セット数を入力 ⑧氏名に誤りがないか確認し
「OK」をタップ

⑨「コンビニ」をタップ ⑩支払いを希望するコンビニをタップ
⑪お支払い方法を確認の上、
お近くのコンビニで支払いをし
てください。



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 全体スケジュール

全体スケジュールについて

２０

２０２２年

■７月

■８月

２５日(月) 蒲郡市プレミアム付商品券 購入申込開始

■９月

０７日(日) 利用者向け説明会実施

１０日(水) 利用者向け説明会実施

２４日(水) 蒲郡市プレミアム付商品券 購入申込締切

１２日(月) 抽選結果開示

デジタル商品券：ホームページにて確認

カード商品券：圧着ハガキにて当選結果通知送付

１４日(水) 商品券購入開始

※カード商品券の購入は、販売所により日時が異なりますのでご注意ください。

デジタル商品券：アプリをダウンロードのうえ実施

カード商品券：販売所にて購入

２４日(土) 蒲郡市プレミアム付商品券 使用開始

２０２３年

■１月

３１日(火) 蒲郡市プレミアム付商品券 使用終了



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 Q＆A

利用者

Q１．購入限度はありますか？？

A１．蒲郡市在住の方限定、1人2セットまで購入可能です。 デジタル商品券またはカード商品券のどちらか一

方をご選択のうえ、お申込ください。

Q２．誰でも申し込めますか？

A２．蒲郡市在住の方限定となります。

Q３．アプリを利用するのはなぜですか？

A３．将来を見据えたデジタルを活用した地域経済の活性化及びキャッシュレス決済の普及を図ることを

目的としています。

Q４．利用は無料ですか？

A４．アプリの取得は無料です。

Q５．蒲郡市プレミアム付商品券を購入した後、他の市町村へ転居した場合、

転居先で蒲郡市プレミアム付商品券は使用できますか？

A５．蒲郡市内の取扱店のみで使用が可能です。

Q６．アプリのダウンロードの仕方がわかりません

A６．App storeかGoogle playで「がまざいふ」と検索するとダウンロードすることができます。

Q７．アプリをダウンロードすることができないのですがこの機種が対応していないのでしょうか？

A７．対応機種はｉＯＳ：１４以上、Ａｎｄｒｏｉｄ：１０以上に対応しています。

Q８．メールアドレスの変更方法を教えてください

A８．メニュー画面のマイページ→Emailアドレスの確認から変更を行ってください。キャリアアドレスの場合は

「noreply@yomsubi-gamagori.firebaseapp.com」からの受信を許可してください。何度もクリックすると

不正アカウントしてブロックされる可能性があります。

Q９．パスワードの変更方法を教えてください

A９．メニュー画面のマイページ→パスワードの再設定→再設定メールを送信から変更を行ってください。

登録のメールアドレスに再設定用のURLが届きます。キャリアアドレスの場合は「noreply@yomsubi-

gamagori.firebaseapp.com」からの受信を許可してください。何度もクリックすると不正アカウントして

ブロックされる可能性があります。

２１



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 Q＆A

取扱店

２２

Q１０．登録したメールアドレスを忘れてしまいました

A１０．蒲郡市プレミアム付商品券専用コールセンターへお問合せください。

0570-099-555 受付時間：平日9:00～17:15 （8月～10月の土日祝日は、平日と同様に対応）

Q１１．アプリの新規登録より、電話番号を入力したら、SMSに認証コードが届くと記載がありますが、届きません

A１１．お客様の端末がSMSを受信しない設定になっている可能性がございますので、ご確認をお願いします。

SMS受信設定については、端末のキャリア（携帯電話通信事業者）へお問い合わせをお願いします。

Q１２．スマートフォンを複数台持っている場合は、台数分購入できますか？

A１２．原則お一人様1アカウントになります。

Q１３．家族の分も代理で申込できますか？

A１３．1人ずつお申込みをお願いいたします。

Q１４．申込みをしたら全員が購入できるのですか？。

A１４．お申込多数の場合には抽選となります。 （デジタル商品券）当選者発表についてはホームページにて、

9月12日に確認できます。 （カード商品券）当選者発表に関しては、9月12日以降に郵送にて

当選者のみ当選通知兼引換券を送付いたします。

Q１５．申込内容の変更・キャンセルをしたいです

A１５．蒲郡市プレミアム付商品券専用コールセンターへお問合せください。

0570-099-555 受付時間：平日9:00～17:15 （8月～10月の土日祝日は、平日と同様に対応）。

Q１６．申込できたかどうか確認することはできますか？

A１６．（デジタル商品券）申込の確認はホームページより確認することが可能です。

（カード商品券）コールセンターへお問い合わせください。

Q１７．購入の際、身分証明書は必要ですか？

A１７．身分証明書の提示は必要ありません。

Q１８．正しく決済されたか心配ですが、確認することは可能でしょうか？

A１８．（デジタル商品券）アプリ内の履歴より確認可能です。

（カード商品券）カード裏面の残高確認用QRより確認可能です。



蒲郡市プレミアム付商品券
利用差向け説明会 Q＆A

取扱店

２３

Q１９．現金と併用できますか？

A１９．利用する店舗にお問い合わせください。

Q２０．支払った場合に現金でお釣りは受け取れますか？

A２０．現金でのお釣りはでません。

蒲郡市プレミアム付商品券は１円単位で利用可能なので、お釣りは発生しません。

Q２１．1円単位で利用することができますか？

A２１．利用可能です。

Q２２．蒲郡市プレミアム付商品券を使って購入した際、その店のポイントは付与されますか？

A２２．店舗様のポイントについては、各店舗様に直接ご確認ください。

Q２３．決済キャンセルはできますか？

A２３．利用店舗にてキャンセルが可能ですので、お問合せください。

Q２４．購入期限を過ぎたのですが、購入できますか？

A２４．購入できません。



蒲郡市プレミアム付商品券
利用者向け説明会 その他

２４

蒲郡市プレミアム付商品券事業専用コールセンター

0570－099－555

９時００分 ～ １７時１５分

7月・11月～2月 平日のみ
8月～10月 平日・土日・祝日対応

問合せ先


