新潟市元気創生プレミアム付き商品券取扱店募集要項
【目的】
新潟市元気創生プレミアム付き商品券事業は「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を受け新潟市
より新潟市プレミアム付き商品券実行委員会に補助事業として実施の要請があったものです。今回は発行
総額 55 億円と大規模なプレミアム付き商品券事業となります。また子育て世帯支援商品券事業として約 3
億円（児童手当対象児童 1 人あたり 3,000 円）の商品券も 9 月には発行されます。
この度は新潟市元気創生プレミアム付き商品券と新潟市子育てすこやか商品券（仮）双方の取扱店同時
募集となります。プレミアム付き商品券取扱店は新潟市子育てすこやか商品券の取扱店となります。

【実施主体】
新潟市プレミアム付き商品券実行委員会
事務局：〒950-0088 新潟市中央区万代 6-2-37 ㈿新潟市商店連合会内
TEL 025-246-4820 FAX 025-246-4838

Email : nsr4822@gif10ken.com
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【取扱店募集】
●募集期間
平成 27 年 3 月 22 日～商品券有効期間終了日まで随時受け付けます。
●取扱店一覧掲載締切
平成 27 年 3 月 22 日～平成 27 年 5 月 20 日（水）まで
今回の取扱店一覧は印刷部数が多いため 5 月 20 日を過ぎての申込の場合はホームページへ
掲載いたします。
●応募方法
参加申込書記入の上、プレミアム実行委員会事務局へＦＡＸ送信してください。

ＦＡＸ 025-246-4838
●同時募集
新潟市元気創生プレミアム付き商品券取扱店様は同時に新潟市子育てすこやか商品券の
取扱店となります。
●取扱店登録料
登録料は参加受付後、取扱店コードと登録料の郵便局振込用紙をお送りいたしますので、
お近くの郵便局より送金願います。振込手数料は参加店様のご負担でお願い致します。
事務局への直接持参申込受付は致しませんのでご了承下さい。

【参加要項】
●新潟市内で小売業・サービス業を営む店舗（公序良俗に反せず、反社会的勢力に属さないこと）
●新潟市内の各商工会議所、各商工会、㈿新潟市商店連合会の会員もしくは組合員 （以下関係団体

参加資格

※と表示）であること。
●新潟市子育てすこやか商品券（仮）は子育てにかかる負担軽減を目的とします。換金手数料をゼロと
しますので、すこやかパスポート加盟店様はサービス提供の併用をお願いします。

応募方法

登録料

●申込書記入の上、事務局へ FAX（025-246-4838）して下さい。
●申込書は HP からもダウンロードできます。
●登録費は受付終了後に記入いただいた申込区分の登録料の郵便振込用紙を送付致しますので、お
振込をお願い致します。申し区分を必ずご記入下さい。振込手数料はご負担願います。
新潟市元気創生プレミアム付き商品券
店舗総面積（本・支店合計店舗面積）

申込区分
と

参
加
要
項

登録料

新潟市子育てすこやか商品券（仮）

申込区分関係団体所属
①5,000 ㎡未満

申込区分関係団体非所属

1,000 円 ③5,000 ㎡未満

10,000 円

新潟市元気創生プレミアム付き商品券のご
応募で取扱店となります。

②5,000 ㎡以上 10,000 円 ④5,000 ㎡以上 100,000 円

換金

■商品券には有効期間、換金期限があります。

◆すこやか商品券には有効期間、換金期

■おつりは出しません。（1,000 円以上のお買物にご利用

限があります。

下さい）

◆おつりは出しません。

■換金申込書の色はブルーです。

◆換金申込書の色はピンクです。

■換金手数料は 2％です。（1000 円→980 円）

◆換金手数料 無し（1000 円＝1000 円）

■換金は市内の取扱銀行窓口での精算

◆換金は市内の取扱銀行窓口での精算

有効期間

平成 27 年 6 月中旬～平成 27 年 11 月 30 日（月）

換金期間

平成 27 年 6 月中旬～平成 27 年 12 月 31 日（木）

平成 27 年 9 月 1 日（火）～
平成 28 年 1 月 31 日（木）
平成 27 年 9 月 1 日（火）～
平成 28 年 2 月 29 日（月）

ご利用対象商品：消費者へ直接提供できる商品・サービス等。
注意

※商品券の現金化、納税、公共料金支払等、事業決済資金としての流用、その他取扱店で利
用を制限しているものは利用できません。

【関係団体】
参加要項の関係団体とは

新潟西商工会
白根商工会
巻商工会
赤塚商工会
小須戸商工会
西川商工会
酒屋町商工会
横越商工会
黒埼商工会
豊栄商工会
岩室商工会
味方商工会
㈿新潟市商店連合会の組合員 新潟市商店街連盟の賛助会員
すこやかパスポート協賛企業

潟東商工会 新潟商工会議所
月潟商工会 新津商工会議所
中之口商工会 亀田商工会議所
㈿北新潟商工振興会
同業組合の組合員

【商品券】
商品券名

新潟市元気創生プレミアム付き商品券

新潟市子育てすこやか商品券（仮）

券種と

1,000 円券 11 枚セットを 1 袋として 1 万円で販 1,000 円券 児童手当対象児童 1 人 3,000

販売金額

売する。

有効期間

参加要項を参照：いづれも有効期間が過ぎたものは無効です。

換金期間

参加要項を参照：いづれも換金期間が過ぎたものは無効です。

換金方法

①換金申込書：青色

円を新潟市より直送

①換金申込書：ピンク

②所定事項を記入し商品券を添えて取扱銀 ②所定事項を記入し商品券を添えて取扱
行窓口で記帳入金

銀行窓口で記帳入金

③商品券は切取線から券面表面左側を切り
取ってから銀行へお持ち下さい。
切り取った商品券は使用済みと認識されま
す。
釣銭

券面にも明記してありますが、お釣りはでません。

禁止事項

商品券の現金化、納税、公共料金支払、また事業決済資金としての流用、その他取扱店
で利用を制限しているものには利用できません

【取扱店の責務】
①実行委員会が配布するポスター、POP 等を消費者に分かりやすく掲示して下さい。
②商品券は偽造防止を行っていますが、不正使用が疑われる場合や半券以上破損した
商品券の受取は拒否するとともに、実行委員会へ速やかに連絡をして下さい。
③商品券を換金する場合は最初に 1 枚目の裏面に取扱店コードと店名を記入してください。
④商品券 2 枚目以降は取扱店コードと店名を記入しない場合は必ずバラにならないように束ねて
換金申込書とセットにして窓口へ出して下さい。
⑤参加店は登録に関する虚偽又は不正行為を行わないこと。

【取扱銀行】
指定金融機関 詳細決定後に発表致します。
お問い合わせは下記実行委員会へ
新潟市プレミアム付き商品券実行委員会
新潟市中央区万代 6 丁目 2 番 37 号（協同組合新潟市商店連合会内）
電話 025-246-4820

FAX025-246-4838

Email : nsr4822@gif10ken.com

営業時間 平日 9：00～17：00 （土日、祝祭日はお休みとなります。）
ホームページ

http://pre2015-niigata.gif10ken.com/

