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蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 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

換金期間 2022年10月15日(土)～2023年2月15日(水)の指定日

事業フレーム

蒲郡市役所産業政策課
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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
取扱店説明会 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。
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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（イメージ）

【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



蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 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）利用者のアプリ内にて、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）利用者のアプリにて、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）

３



商品券の利用の流れ

４

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
取扱店説明会 利用方法



商品券の利用の流れ

５

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

蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 利用方法



商品券の利用の流れ（取扱店様動作）

６

①利用者が、商品券のQRを提示

②取扱店側の読み取り用アプリを起動し
「商品券」のボタンをタップ

③ 「読み取り」をタップ ④ QRを読み取るカメラ画面が表示
QRにかざして読み取りを実施

⑤ “共通券”又は“専用券”どちらを利用希望か、利用者へ確認
※大型店舗様では、共通券のみ選択可能な表示となります。

⑥ 利用を希望する券種の「商品券を利用(減算)」をタップ

蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 利用方法



商品券の利用の流れ（取扱店様動作）

７

⑦ 金額入力枠をタップ ⑧ 利用金額を入力 ⑨「次へ」をタップ

⑩ 利用者へ利用金額の確認を行い、
「利用」をタップ

⑪完了です。

⑫残額も表示されます。
カード利用者には残額をお伝えください。

利用者と双方にて
料金確認

券種・残額
確認

蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 利用方法



キャンセル操作の利用の流れ（取扱店様動作）

８

①取扱店側の読み取り用アプリを起動し、
「商品券」ページの「履歴」を選択

※キャンセル処理は、金額入力を間違えたときのみ実施してください。
※お客様との確認が必要となるためお客様確認のもと実施してください。
※締日を超えたご利用のキャンセルはできかねます。
(※締日後に、キャンセルをしたい場合は、コールセンターまでご連絡ください)

●取扱店様の決済アプリより、取扱店様自身にてキャンセル作業をすることが可能です。

②キャンセルしたい履歴内容を、お客様の
アプリ内容と確認

③ 「キャンセルする」をタップ ④ 「完了しました」が表示され、完了

【店舗側履歴画面】 【利用者履歴画面】

蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 利用方法



決済用端末について

・ ご希望の事業者様に対して、１店舗１台を基本に、決済用端末の貸し出しをいたします。

・ 通常のスマートフォンに「決済用アプリ」をダウンロードして利用するため、お手持ちのスマートフォンでも
利用が可能です。

※レジを複数台お持ちの店舗様で、端末の複数台の貸与を希望される場合は、ご相談ください。

９

■複数台レジをお持ちの店舗様について

・最低１レーン（レジ）にて、決済用端末のご準備をお願いいたします。

※全てのレジに決済用端末を設置する必要はございません。

( 例 ) ３台レジがある場合

１レーン ：決済用端末を設置（カード商品券利用者・デジタル商品券利用者の決済が可能）

残りのレーン：決済用QRを設置（デジタル商品券利用者の決済が可能）

【１レーン】 決済用端末を用意

・カード商品券／デジタル商品券 両方の利用が可能

【２レーン・３レーン】 決済用QRを掲示

・デジタル商品券のみ利用が可能

①

②

③

蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 利用方法



蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 換 金

換金について

換金スケジュールに沿って、毎月２回の換金を実施いたします。（15日、月末 ※年末は別日にて対応）

☑ 取扱店様は、取扱店登録の際に換金先の口座を登録するのみ！

☑ 規定の換金日に登録先口座へ換金！

☑ 各店舗へ共有する管理画面にて、リアルアイムでの売上確認が可能です

１０

換金スケジュール

振込月 振込回数 締日 振込日

① 10月 １回目 10月4日(火) 10月15日(土)

② ２回目 10月20日(木) 10月31日(月)

③ 11月 １回目 11月4日(金) 11月15日(火)

④ ２回目 11月20日(日) 11月30日(水)

⑤ 12月 １回目 12月4日(日) 12月15日(木)

⑥ ２回目 12月20日(火) 12月28日(水)

⑦ 1月 1回目 1月4日(水) 1月15日(日)

⑧ ２回目 1月20日(金) 1月31日(火)

⑨ 2月 1回目 1月31日(火) 2月15日(水)

【振込元名】 「 ガマゴオリシプレミアムツキショウヒンケン 」



蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 取扱店ツール

取扱店ツール
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（ 共通配布物 ）

●取扱店向けマニュアル
利用方法等、デジタル商品券事業の説明書となります。
管理画面の操作方法など、こちらからご確認ください。

●取扱店ポスター
商品券が利用できる取扱店舗として掲示するツールになります。
店頭の目につきやすい箇所へ掲示をお願いいたします。

●取扱店ステッカー
ポスター同様、商品券が利用できる取扱店として掲示するツールになります。
店頭の目につきやすい箇所へ掲示をお願いいたします。

●のぼり旗
商品券が利用できる取扱店舗としての広報ツールです。
店頭の玄関先等に配置をお願いいたします。

（ 各店舗専用配布物 ）

●取扱店登録証
取扱店登録の証明書になります。
本事業終了まで、保管をお願いいたします。

●決済用QR台紙

●決済用端末（希望事業者のみ）
決済用端末１台を、希望事業者様へ貸出いたします。
※端末の貸し出しを希望されない事業者様については、ご利用予定の端末に、
アプリをダウンロードしてください。

※事業終了後、必ず返却をお願いします。

〈返却方法〉

同封の着払い伝票をご利用のうえ、事業終了後１週間以内に発送手続きの完了を
お願いします。(～2月7日まで)

・発送先
東西株式会社 宛
〒143‐0016 東京都大田区大森北1‐1‐10 大森シティービル9階
03‐5767‐0665

●ユーザー情報案内書
管理画面・決済用端末ログインの際に必要な情報です。
事業終了まで保管いただくようにお願いいたします。



蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 全体スケジュール

全体スケジュールについて

・ 24日(金) 取扱店登録募集開始

１２

２０２２年

■６月

■８月

・ 08日(金) 参加検討店舗向け説明会

・ 11日(月) 参加検討店舗向け説明会

・ 14日(木) 取扱店登録 一次締切

※紙面 取扱店一覧に掲載されるのは一次締め切りの登録の店舗のみ

※14日(木)以降も登録は受付いたします。

・ 25日(月) 利用者 商品券申込開始

・ 07日(日) 利用者向け説明会

・ 10日(水) 利用者向け説明会

・ 22日(月) 取扱店実施前説明会

・ 24日(水) 利用者 商品券申込締切

■７月

■９月

・ 06日(火) 取扱店実施前説明会

・ 07日(水) 取扱店実施前説明会（リモート）

・ 12日(月) 商品券 当選者発表／通知発送（発送は郵送申込者のみ）

・ 14日(水) 商品券販売開始

・ 18日(日) 商品券販売締切

・ 24日(土) 商品券 仮設販売所販売① ※会場：商工会議所会議室

商品券 利用開始

・ 25日(日) 商品券 仮設販売所販売② ※会場：商工会議所会議室

２０２３年

■１月
・ 31日(火) 商品券 利用終了



蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 Q＆A

取扱店

Q１．取扱店への参加は無料ですか？

A１．無料です。

Q２．取扱店登録の条件はありますか？

A２．蒲郡市内に事務所、または店舗があることが条件となります。

但し、「蒲郡市プレミアム付商品券取扱店募集要領」に記載の「３取扱店に関する事項

(1)資格要件」を満たす事業所に限ります。

Q３．現金との併用は可能ですか？

A３．各店舗での対応に一任しておりますが、積極的に対応いただくようお願いいたします。

Q４．現金以外との併用は可能ですか？（クレジットカードや電子マネー等）

A４．各店舗での対応に一任しております。

Q５．決済金額は修正できますか？

A５．決済した金額の修正はできません。

一度キャンセル処理を行い再度正しい金額で決済を実施してください。

Q６．決済取引のキャンセルにはどれくらいの時間がかかりますか？

A６．即時完了いたします。

Q７．利用金額の精算方法を知りたい

A７．登録の際にご登録いただいた指定口座へ指定日に入金いたします。

Q８．精算時の手数料はかかりますか？

A８．取扱店様への負担はございません。

Q９．振込先の口座は指定金融機関がありますか？

A９．指定の金融機関はございません。

1３



蒲郡市プレミアム付商品券
取扱店説明会 Q＆A

取扱店

１４

Q１０．売上の確認はどのように行えますか？

A１０．店舗用の決済用アプリ、又は、管理画面にて確認することができます。

（＊実績確認・取引履歴ページ）

管理画面は取扱店キットお渡しの際にご案内いたします。

Q１１．どのように、店舗レジと連動させるのか。

A１１．決済用アプリは、店舗様のレジと連動させることはできません。

Q１２．専用券が使用できる店舗の条件は？

A１２．中小規模の店舗様にて利用が可能です。

(中小規模：取扱店の合計面積が1,000㎡を超えない店舗をさします)

Q１３．お客様が帰られた後に決済ミスに気付きました。どのようにすれば良いか。

A１３．お客様が帰られた後の決済の修正はできません。（お客様との確認が必要なため）

Q１４．利用の際に、購入金額に対し商品券残額が不足している場合はどうしたら良いか。

A１４．不足分を現金またはその他の支払い方法にてご対応ください。

Q１５．締日を過ぎた後にキャンセル作業をしたい。

A１５．店舗決済用アプリ・管理画面でのキャンセル作業はできません。コールセンターへお問合せください。

Q１６．決済用アプリはいつ付与されますか。

A１６．決済用端末の貸与を希望された場合は、取扱店キットお渡しの際にインストールされた状態で

お渡しいたします。

端末の貸与を希望されない場合は、取扱店キットお渡しの際にダウンロード方法をお伝えいたします。

Q１７．取扱店登録はいつまでに完了しなければならないか。

A１７．商品券利用開始後も、随時受付しております。

但し、紙の店舗一覧への掲載は７月14日(木)までに取扱店登録された事業所様が対象です

のでそれまでに登録いただくことを推奨しております。

7月14日(木)以降に取扱店登録された事業所様については、ホームページ上のみでの掲載と

なります。



商品券販売窓口様用マニュアル その他

1５

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

取扱店登録方法

問合せ先

●下記の方法にて、取扱店登録が可能です。

① 専用ウェブサイトより申請

② 申請書を郵送・持参・FAX

・申請書は、本会場および市役所産業政策課にて入手可能

・送付先：蒲郡市 産業政策課

蒲郡市旭町17番地1号（新館２階）

FAX:0533-66-1188

https://gamagori.yomsubi.com/entry/

専用ウェブサイトQR


