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デザインは変更になる可能性がございます。

配布物一覧

①のぼり1部

②QRコード1部
上記いずれか1種類
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⑨⑩は換金受付期間中13回までと
なりますので、スケジュールを
加味しながらお使いください。

7

-

⑧商品券見本1部

⑥店頭設置用リーフレット30部 ⑦ステッカー1部
（B6サイズ）

-

見本

③本マニュアル1部 ④参加店舗証明書
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⑨換金申請用封筒13部
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浦添市では市内店舗等における消費を促し、地域経済活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行・
販売し、域内の幅広い業種の支援を行うこととしました。なお、新たに電子商品券を導入することで、新
しい生活様式に対応した非接触型決済を推進を目指しております。

1.商品券概要（紙・電子商品券共通項目）
紙商品券：てだこ商品券 (以下「紙商品券」という)
電子商品券：てだこ電子商品券(以下「電子商品券」という)
全店舗で利用できる商品券：共通券
小規模店舗でのみ利用できる商品券：専用券

1 名称

2
3
4
5

プレミアム率
発行者
発行総額
発行部数

共通券：30％ 専用券：60％
浦添市
647,500,000円
紙商品券：25,000冊 電子商品券：70,000セット

6

紙商品券
500円券※お釣りは出ません
額面金額/1枚

7

電子商品券
1円単位で利用可能
利用可能金額

8 利用可能店舗 本事業へ登録された、浦添市内に店舗、事務所等を有する事業者（市内の店舗に限る）

9 店舗区分

共通券対象店舗（共通券のみ使用可能）：
①大型商業施設（ショッピングセンター）内の直営売場 ②食品スーパー（個人商店は除く）
③全国展開しているドラッグストア・家電量販店・飲食チェーン店（市内に本社（本店）を有
する店舗を除く） ④コンビニエンスストアチェーン ⑤ガソリンスタンド
⑥大規模小売店舗立地法の対象となる店舗面積1,000㎡を超える小売店

専用券対象店舗（専用券・共通券ともに使用可能）：上記共通券対象店舗以外
10 販売期間

紙商品券：令和4年9月7日（水）～令和5年1月31日（火）
電子商品券：令和4年8月31日（水）～令和5年1月31日（火）

11 利用期間

紙商品券：令和4年9月7日（水）～令和5年2月28日（火）
電子商品券：令和4年8月31日（水）～令和5年2月28日（火）

12 換金受付期間 令和4年8月31日～令和5年3月15日（水）※詳細は11Pまたは18Pをご確認ください。
13 参加費用

参加費用・換金手数料等は一切不要です。
（加盟店アプリを利用される場合は、端末及び通信環境の御準備をお願い致します。）
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2.参加店舗遵守事項（紙・電子商品券共通項目）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

一度商品券参加店舗として登録されますと、事業終了まで登録の抹消はできません。
セール等では使用できないなど、独自の利用制限はできません。
商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
商品券を消費に使用せずに現金化することや、使用された商品券を再び利用することはできません。
商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は支払わないでください。
利用期間が過ぎた商品券は受け取らないでください。
参加店舗において利用期間内に限り利用可能とします。
現金との引き換えはしないでください。
盗難・紛失、滅失または偽造・模造等に対して損害が生じた場合、参加店舗で責を負うこととします。
参加店舗は、商品券を利用対象外とする商品を独自に定める場合が、あらかじめ、利用者が認識できるよう
に明示してください。

3.商品券使用対象外事項（紙・電子商品券共通項目）
① 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
② 出資や債務の支払い（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など）
有価証券、商品券、旅行券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、金、銀、プラチナ等の換
③
金性の高いものの購入
④ たばこ事業法（昭和59年法律第68号）第２条第１項第3号に規定する製造たばこの購入
⑤ 事業活動に伴う取引（原材料・機器類及び仕入れ商品の購入等）
⑥ 土地・家屋購入・家賃・地代・駐車料（一次預りは除く）等の不動産に関わる支払い
⑦ 現金との換金、金融機関への預け入れ
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条に規定する性風俗関連特
⑧
殊営業に係る支払い
⑨ 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
⑩ その他本商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの
4.参加店舗の責務（紙・電子商品券共通項目）
① 参加店舗であることが明確になるよう、ステッカーを利用者に分かり易い場所に掲示してください。
② 取引において正当な理由なく、商品券の受け取りを拒否しないでください。
③ 商品券利用対象外である場合は、あらかじめ利用者が確認できるよう陳列棚、チラシ、ポスター等にその旨明
示してください。
④ 利用者が持ち込んだ商品券は受け取る際に問題がないかどうか確認してください。商品券見本を、すぐに確認
できる場所に備え付け、偽造防止対策が施されていない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判
別できる場合、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに商品券事業事務局（以下「事務
局」という）へ報告してください。
⑤ 商品券を受け取った際は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に自店名を記入し、既に商品券取扱事
業者の記入がある場合は、受け取りを拒否してください。また、使用済み商品券を換金するにあたり、万が一
入金額に差異があった場合、商品券取扱事業者控え（半券）が必要となる為、入金を確認するまで、半券は大
切に保管してください。
⑥ 商品券の交換及び売買は行わないでください。各参加店舗において、使用期間中に商品の販売、サービスの提
供等の取引にあたり、利用者から受け取った商品券のみ換金可能です。
⑦ 事業場の取引（商品の仕入れ等）に使用しないでください。
⑧ 利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、き損、換金期限切れによる損失は参加店舗の責とします。
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5.その他留意事項（紙・電子商品券共通項目）
①本マニュアルに記載されていない事項については、コールセンターへお問い合せください。
②参加店舗情報(店舗名称、所在地、業種等)は、「商品券の使えるお店(一覧表)」として、チラシや専用サイト、
利用者アプリ、浦添市ホームページなどにより広報します。
③事務局の方針等により、内容を変更する場合がある旨を予め了承願います。
6.誓約事項（紙・電子商品券共通項目）

本事業への参加されるには、以下の誓約事項への同意をお願い致します。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

商品の販売、又はサービスの提供無く商品券の換金を行いません。
商品券を利用できない商品に対して、商品券での支払いを受付けません。
商品券の再版・再流通を致しません。
商品券の偽造・悪用・濫用を致しません。
商品券を紛失・き損した場合、すべて自己責任とします。
商品券の利用期間中は取扱事業者として事業に参加し、真にやむを得ない限り途中辞退は致しません。
商品券換金期限を確認し、その期限を遵守します。
商品券の取扱い、参加店舗の責務ほか、募集要項に記載している内容に同意し、遵守します。
商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合は、
自ら解決に努めます。
商品券の取扱いに関して事務局からの改善要請等があった場合には、それに従います。
登録する店舗は「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業を行う者」、
「特定の宗教・政治団体とかかわる店舗等」、「公序良俗に反する店舗」、「暴力団、暴力団員又は暴力団
員と社会的に非難されるべき関係を有している者」ではありません。
「暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者」に該当するか、
否か関係機関に照会することに承諾します。
店舗名・所在地・電話番号・FAX番号・業種等の公表（専用サイト・チラシ・アプリに掲載）について
承諾します。
店舗名・所在地・電話番号・FAX番号・業種等の情報を事務局へ提供することに承諾します。
事業アンケート提出へ協力します。
浦添市プレミアム付商品券事業加盟店規約を遵守します。
※加盟店規約は専用サイトからダウンロード可能です。

7.問い合わせ先（紙・電子商品券共通項目）
浦添市てだこ商品券事務局
電話番号：0120-036-370/FAX番号：098-860-4455
メール：urasoe-pre@okikou.co.jp
営業時間：平日9：00～17：00
土日祝日、年末年始は休み
（8～10月は土日祝日も営業）
本事業専用サイト：urasoe-syouhinken.jp
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電子商品券について
電子商品券の発行・決済は地域通貨プラットフォームサービス「chiica」を利用します。
加盟店アプリ及び、利用者アプリはいずれも、アプリストア（App Store、Google Play）よりインストールし、
利用可能なため専用機は必要ございません。
加盟店アプリ

利用者アプリ

管理システム
（CMS）

地域通貨プラットフォーム「chiica」について

chiicaサイト

chiicaは、地域で貯まる・使える「地域通貨」のプラットフォームサービ
スです。利用者、参加店舗に対しそれぞれサービス提供が可能です。
利用開始までの流れ（準備するもの）
参加店舗への登録後、本マニュアルを
受け取りましたら、右記の流れで
準備を行ってください。
※アプリダウンロードは
必須事項ではございません。
ストアスキャンを行う場合
のみ必要となります。

①加盟店アプリをインストール

加
店盟
の店
みア
対プ
応リ
必ご
要利
用

②アプリへログイン
③店舗情報の確認
④決済テスト

⑤管理システム（CMS）へログイン

全
参
加
店
舗
対
応
必
要

※情報の修正・追加がある場合は
コールセンターまでご連絡ください。
浦添市てだこ商品券コールセンター：0120-036-370
⑥販促物の設置
⑦店舗での取扱い利用開始（情報公開します）

電子商品券の決済方法
電子商品券の決済は以下の2つの方法がございます。

加盟店アプリ
利用する

利用しない

タイプ① ユーザースキャン

決済用QRコードパネルの設置のみで対応
可能です。

タイプ② ストアスキャン
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タイプ①

ユーザースキャン（お客様による読み取りを行う場合）

１ レジ横または店舗の
QRコードを
読み取ってもらう

２

税込み決済金額を
入力し、決済

３

決済完了
画面の確認

４

点滅

※「ありがとう」と音声も流れます。

決済完了後、
登録されたメール
アドレスへ
決済通知があります

右にスライド

店員による決済画面確認
（✔が点滅及び金額を
確認ください）

お客様による入力および決済と
なるため、一緒に決済画面
をご確認ください。

タイプ②

ストアスキャン（店員による読み取りを行う場合）

１ アプリを起動し
「決済する」
ボタンをタップ

２ お客様のアプリの
QRコードを読込

３

税込み決済
金額を入力

※現在お客様が利用できる
残高が表示されます

※残高が足りない場合は、現金等で決済を行ってください。

４

決済完了を確認

※決済完了画面をお客様へ
提示してください

５

決済完了後、登録された
メールアドレスへ
決済通知があります
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電子商品券の管理方法

電子商品券の管理は以下の2つの方法がございます。

加盟店アプリ
利用する

利用しない

タイプ①

タイプ②
加盟店アプリ

管理システム
（CMS）

通信環境のあるパソコン、スマホ、iPad等
で利用可能です。

通信環境のあるスマホ、iPad等で利用可能です。

タイプ① 管理システム（CMS）の場合
管理システム（CMS）へのログイン方法
管理システム（CMS）へ以下の手順でログインしてください。

管理システム（CMS）

①以下のURLを検索又は、右記の2次元コードを読み込んでください
管理システム（CMS）URL：https://cms.furusato-token.jp/login?backuri=%2F
②2段階認証となっております。1回目は下記のユーザー名とパスワードを入力し、
サインイン又はログインを押してください。
【スマホ等の場合】
【パソコンの場合】

【１回目】
ユーザー名：guest
パスワード：guest

③「店舗」ボタンへチェックを入れ、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインを押してください。

【２回目】
ユーザー名：メールでお送りします。
パスワード：メールでお送りします。

※もし忘れてしまった場合は、販促物送付時の
参加店舗証明書に記載しております。
紛失した場合は、事務局へメール又は
コールセンターまでご連絡下さい。
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店舗で決済した電子商品券の履歴確認方法
①管理システム（CMS）へログインしてください。
②トップページの「★メニュー」にある「Chiica利用状況一覧」をクリックしてください。

③検索結果をご確認ください。
イメージは右記の通り。
検索の際、期間や利用方法別に絞り込みを
行うことも可能です

店舗で決済した電子商品券の取り消し方法
①管理システム（CMS）へログインしてください。
②トップページの「★メニュー」にある「Chiica利用状況一覧」をクリックしてください。
③取り消したい取引の「取消」ボタンをクリックして、取り消し完了となります。

取消処理は全額取消のみ可能です。
決済金額を間違えた場合は、全額取消処理後に
正しい金額で再度決済を行ってください。
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タイプ② 加盟店アプリの場合
加盟店アプリを利用することで店舗はアプリから利用履歴確認・取消が可能になります。
加盟店アプリのインストール方法
加盟店アプリを以下の手順でインストールしてください。
①お手持ちのスマートフォンまたはタブレット（導入端末）でアプリインストール画面を開きます。
（App Store又はGoogle Play)
②「トラストバンク加盟店」で検索します。
③入手又はインストールをタップしてアプリをインストールします。
導入端末がiphone・iPadの場合
App Store

導入端末がAndroidの場合
Google Play

iOS：iOS12以上、機種名iphone7以降／Android：Android6.0以上
加盟店アプリへのログイン方法
加盟店アプリへ以下の手順でログインしてください。
①店舗コードとパスワードを入力してください。

店舗コード

浦添商店

パスワード
※店舗コードとパスワードは申請時に記入されたメールアドレスへ
送付いたします。また、販促物送付時の登録通知書に記載しております。

押
す

※もし忘れてしまった場合は事務局へメール又は
コールセンターまでご連絡下さい。
「ログイン状態を保持する」にチェック入れると、
次回以降パスワードの入力が省略できます。
②ログインボタンをタップ（押す）して完了です。 ログインすると下記の画面が表示されます。

店舗名が表示されます。
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店舗で決済した電子商品券の履歴確認方法

①「店舗利用履歴」をタップしてください。

決済ミスがあると換金できませんので、
必ず正しく決済出来ているかご確認ください。

押
す

②店舗で利用された電子商品券の履歴が一覧で表示されます。
表示したい履歴の絞り込みが可能

詳細画面

絞り込み条件選択画面

押
す

確認したい履歴をタップ（押す）すると利用した電子商品券を取り消した場合は、
決済の詳細が確認できます
取り消した日時も表示されます。

店舗利用履歴ボタンを押し遷移した画面には「直近7日間の履歴」のみ表示されます。
1週間以上前の履歴を確認する場合は、「条件で絞り込み」ボタンで、
日付指定を行ってください。（※初期設定で7日間となっております）
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店舗で決済した電子商品券の取り消し方法

①「店舗利用履歴」をタップしてください。 ②店舗で利用された電子商品券の履歴が一覧で表示されます。
取り消したい取引をタップします。
表示する履歴の
絞り込みも可能

押
す
押
す

③「取消」ボタンをタップ（押す）して、取り消し完了となります。

押
す
押
す

取消処理は全額取消のみ可能です。
決済金額を間違えた場合は、全額取消処理後に正しい金額で再度決済を行ってください。
「店舗利用履歴」へ「取消」マークがつきます。また、一度取り消した取引は、再取消はできません。
「取消」ボタンは出ません。
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タイプ①・②共通項目
換金受付について
【換金方法】
電子商品券の場合は、下記の日程で登録した口座へ換金した金額を振り込みます。振込参加店舗による
申請等は不要にです。
入金予定日後に決済履歴と、入金額との照合を行ってください。
【換金対象期間】
令和4年9月15日～令和5年2月28日 期間中15日・末日締め

回数

利用期間

入金予定日

１

8/31～9/15

9/30（金）

２

9/16～9/30

10/17（月）

３

10/1～10/15

10/28（金）

４

10/16～10/31

11/15（火）

５

11/1～11/15

12/1（木）

６

11/16～11/30

12/15（木）

７

12/1～12/15

1/5（木）

８

12/16～12/31

1/18（水）

9

1/1～1/15

1/27（金）

10

1/16～1/31

2/14（火）

11

2/1～2/15

3/2（木）

12

2/16～2/28

3/14（火）

※年末年始など休日や祝日が連続する週は、入金が一週間程度遅れる場合があります。
※利用された商品券の換金分を入金した際の、口座名義は「浦添市てだこ商品券事務局」です。
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タイプ①・②共通項目
店舗情報の公開
参加店舗申込時に記入いただいた情報は参加店舗一覧等にて紹介いたします。
情報に誤りや変更がある場合は、コールセンターまで速やかにお知らせください。

アプリ

特設サイト

参加店舗一覧

販売所にて配布します

【画像の掲載について】
アプリ上の参加店舗一覧へ店舗画像や、メニュー・商品を掲載することが可能です。
以下のアドレスまで、お送りください。

urasoe-pre@okikou.co.jp
メール件名：【店舗名】てだこ電子商品券 参加店舗一覧用画像送付
メール本文：店舗名・掲載希望枚数・画像の掲載する順番1～5（優先順位）・担当者名・連絡先
メール件名・本文は上記の情報を記入してください。
※画像のご提供がない場合は、店舗様のSNSやHPから転用させていただく場合がございます。
※店舗様でも管理システムで追加・編集が可能です。詳細は本マニュアル14Pをご覧ください。
【確認事項】
アップロードするコンテンツについて、事業者が以下の事項を保証しているとみなします。
（１）本サイトに掲載するコンテンツをトラストバンク及び事務局に提供するにあたり、
必要な権限を有すること
（２）掲載するコンテンツの内容、形式およびデザインが第三者の著作権等を侵害しないこと
（３）掲載するコンテンツの内容が法令に違反しないこと
※優先順位が1番目の画像は詳細ページと一覧ページに表示される画像です（店舗の外観画像の登録を
推奨します。）2番目以降は詳細ページにスライドショー形式で表示される画像です。
※一覧ページでは中央をトリミングした画像を表示します。被写体が中央にある画像を提供ください。
※2MB以下、1～800pxまでの画像を添付してください。
（520px×323pxサイズの画像を使用すると表示が美しくなります。）
※ファイル名に優先順位を記入してください。
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タイプ①・②共通項目
販促物一覧

届いた販促物を店頭への設置をお願い致します
※デザインは変更になる可能性がございます。

QRコード

のぼり

ステッカー（B6サイズ）

ポスター（A2サイズ）

店頭設置用リーフレット
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タイプ①・②共通項目
管理システム（CMS）とは
管理システムとしてCMSを利用します。CMSの利用は必須ではありませんが、「利用金額の確認」など、
よりスムーズに利用するために導入をお勧めいたします。
【CMSでできること】
管理システム（CMS）は
●利用者アプリに表示するお店情報の編集
こちらです⇒
●お店で利用された電子商品券の確認
（利用履歴の確認）・取り消し
●事業者情報の編集（連絡先等）
専用端末は必要ありません。お手持ちの
●利用金額のご確認
パソコンまたはタブレットをご利用ください。

【店舗情報の修正・更新】

①TOP画面のメニュー内、「店舗詳細」をクリック
②ページ一番下の「編集」ボタンをクリック
③修正・更新される部分を記入
④すべて記入されたら、ページ一番下の
「更新」ボタンをクリック
※専用サイト内の参加店舗一覧は事務局でのみ
修正・更新が可能なので、右記の③店舗情報について、
修正・更新をされる場合は、
必ずコールセンターまでご連絡をお願い致します。

①店舗画像
オススメニュー
外観など

②ひとことPR
キャンペーン
お得情報など

【利用金額の確認ついて】
利用金額の履歴確認は、本マニュアル7Pに記載があります。
また、利用履歴はCSVデータでのダウンロードが可能です。

③店舗情報

【決済用QRコードダウンロード】
①TOP画面のメニュー内、「レジ一覧」をクリック
②「QRコード表示」をクリック
③「画像形式でダウンロード」をクリック
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紙商品券について
商品券受け取りについて
以下の流れで受け取りを行ってください。
①購入商品の確認
購入商品が利用対象内および、利用期間内であることを確認してください。
※お釣りを渡さないでください。
②商品券の真贋確認
商品券に偽造防止加工が施されているか見本を参考に確認してください
〇偽造防止につきましては、下記「商品券偽造防止について」をご覧ください。
〇他の参加店舗の押印または、記入がされていないか確認
〇浦添市の「てだこ商品券」であることを確認（他市町村の商品券は使用できません）
③商品券の受付処理
商品券の表面の参加店舗押印枠へ店印を押印する。
または、店名を記入してください
④使用済み商品券の保管
換金申請するまで使用済み商品券を厳重に保管してください

押印

【注意】取扱いできない商品券の換金受付はできません。
共通券対象店舗（共通券のみ使用可能）：
①大型商業施設（ショッピングセンター）内の直営売場 ②食品スーパー（個人商店は除く）
③全国展開しているドラッグストア・家電量販店・飲食チェーン店（市内に本社（本店）を有する
店舗を除く） ④コンビニエンスストアチェーン ⑤ガソリンスタンド
⑥大規模小売店舗立地法の対象となる店舗面積1,000㎡を超える小売店
専用券対象店舗（専用券・共通券ともに使用可能）：上記共通券対象店舗以外
商品券偽造防止について
商品券を受け取る際は以下の点に注意してください。

①

１２３４５６７

１２３４５６７

②

④

③
【事務局へ提出】

【店舗で保管】

表表紙は商品券として利用できません。
受け取りを拒否してください。

①②：同一の７桁の番号が印字されています。
2か所のナンバーが相違する場合、片方しかナンバーが確認できない場合は、受け取りを拒否
してください。
③：偽造防止の蛍光インクが塗られています。各店舗へ配布した見本を参考にしてください。
④：すでに取り扱ったことを示す、店舗名がある場合は受け取りを拒否してください。
※誤って切断、破られたクーポン券をお持ちになったお客様がいた場合、2か所のナンバリングが同
一であれば、使用可能です。
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換金申請方法
換金受付方法は①郵送受付と、②対面受付の2通りございます。
①郵送受付
切手貼付は不要です

【準備物】
①使用済み商品券の大きい方の半券（左側）
②記入済み換金申請書（ピンク色）
③換金申請用封筒
※②③につきましては、販促物と同封しております。

そのままポストへ投函するだけ！

もぎって左側を郵送

【記入内容】
換金申請書の必要項目をご記入ください

換金申請用封筒の必要項目をご記入ください

店
舗
名

登
録
番
号

沖
縄
県
那
覇
市
天
久
2

-

浦
添
市
て
だ
こ
商
品
券
事
務
局

7

-

宛

7

※デザインは変更する場合がございます。
【留意事項】
①ポスト投函のタイミングによっては集荷～郵送に時間（3～4日）がかかる場合もございます。
※土日の郵送はございません。予めご了承の程お願い申し上げます。
②商品券は券種ごと（色別）に分けてまとめてください。
③マニュアルに則っておらず、店舗名などが判断付かない場合は、換金対応できま寝る場合も
ございます。

※券種別にまとめてください
換金業務効率化へのご協力お
願い申し上げます。
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②対面受付
対面受付は換金所での受付と、参加店舗での受付の2通りございます。

（１）換金所での受付
【準備物】
使用済券を受付予定日に受付会場までご持参をお願い致します。
①使用済み商品券 ②登録番号
対面にて枚数確認後、換金申請書を記入し、申請をお願い致します。
受付会場：浦添市役所 １階中央階段の裏（ハローワーク正面）
受付日：次ページをご確認ください。
受付時間：10：00～16：30（12：00～13：00は除く）
※対面での換金申請を行う際に、枚数が1万枚を超える場合は
前営業日までにメールやFAX等でご連絡の程お願い致します。
※当日、受付状況によっては、受付までに少しお時間
対面受付の場合は、もぎりは不要です。
いただくこともございますので、予めご了承の程お願い致します。
【現金との換金（即日換金）について】
以下の条件に該当する場合は、対面換金所にてその場で、現金との換金に対応致します。
①事前予約を行ってください。※1日10件までの予約枠を設けております。
【予約方法】コールセンター（0120-036-370）までお電話でお申し込みをお願い致します。
②1回あたりの上限受付枚数は60枚（3万円）までです。※上限を超える場合は、超過した商品券を返還し
ます。
③枚数が確認できない場合は、換金受付はできません。
（２）参加店舗での受付
以下の条件に該当する場合は、事務局スタッフが参加店舗へ換金受付に参ります。
①複数店舗ある場合、本社等1カ所での受付が可能な店舗
②複数店舗合計の受付枚数が1万枚を超える場合
※参加店舗での換金頻度は月に1回受付とします。
※事業参加登録申請時に、参加店舗での受付希望の旨をお伝えください。
※入金のタイミングはご相談させて頂きます。
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換金受付スケジュールについて

郵送受付

対面受付

受付期間

受付日

１

9/7～9/15

9/12(月)

２

9/16～9/30

入金予定日

回数

9/30(金)

9/21(水)
10/17(月)
9/26(月)
10/3(月)
３

10/1～10/15

10/28(金)
10/12(水)
10/17(月)

４

10/16～10/31

10/24(月)

11/15(火)

10/31(月)
11/7(月)
５

11/1～11/15

12/1(木)
11/14(月)
11/21(月)

６

11/16～11/30

12/15(木)
11/28(月)
12/5(月)

７

12/1～12/15

1/5(木)
12/12(月)
12/19(月)

８

12/16～12/31

1/18(水)
12/26(月)

9

1/1～1/15

1/11(水)

1/27(金)

1/16(月)

10

1/16～1/31

1/23(月)

2/14(火)

1/30(月)
2/6(月)
11

2/1～2/15

3/2(木)
2/13(月)
2/20(月)

12

2/16～2/28

3/14(火)
2/27(月)

13

3/1～3/10

3/6(月)
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よくある質問（電子商品券）
項目

質問

回答

１

お店の決済方法を教えてください

店舗側の決済方法は、「加盟店アプリ」と「紙のQRコー
ド」があります。詳細は5ページをご確認ください。

２

初期費用、月額利用料はありますか？

初期費用、月額利用料ともに無料です。

３

決済手数料はありますか？

決済手数料は無料です。

４

取消しや金額訂正はできますか？

取消は管理機能より取消いただけます。一部のみの金額
の修正はできませんので、一度取引を取消、再度決済を
行ってください。取消方法は10ページをご確認ください。

５

利用者の決済が完了したことを店舗側で
も確認できますか？

アプリや管理システム画面上から確認いただけます。
また、お客様による読み取りで決済を行った場合は、決
済完了と同時にご登録いただいたメールアドレス宛に決
済完了メールが送信されます。

６

明細書は発行されますか？

明細書は発行されません。毎日の利用状況は管理機能に
て確認いただけます。

７

管理システム（CMS）の場所を教えてく
ださい

こちらからご利用いただけます。
https://cms.furusato-token.jp/
管理システム（CMS）⇒

８

管理画面にログインできません

認証用ID、パスワード、ログイン用ID、パスワードが必
要です。申請時にご記入されたにメールアドレス宛に送
付しております。ご不明の場合はコールセンターへお問
い合わせください。

９

管理システム（CMS）では何ができます
か？

毎日の利用状況の確認と毎月の振込情報の管理、アプリ
に掲載される店舗情報の編集、QRコードの生成等を行う
ことができます。14Pをご確認ください。

１０

加盟店アプリとは何ですか？

利用者のQRコードを読み取り、店舗側で金額を入力して
決済や、取引状況が確認できるアプリです。

１１

加盟店アプリのインストール方法は？

App Store、Google Playで「トラストバンク 加盟店」
と検索し、ダウンロードしてください。詳細は8ページ
をご確認ください。

１２

加盟店アプリは複数利用可能か？

同じID,パスワードを入力いただけば、複数の端末からご
利用いただけます。

１３

ID・パスワードを忘れてしまいました

申請時にご記入されたにメールアドレス宛に送付してお
ります。ご不明の場合はコールセンターへお問い合わせ
ください。

１４

機種変更をしてもこのまま利用できます
か？

新しい端末に加盟店アプリをダウンロードして、再度ロ
グイン頂ければご利用できます。

１５

加盟店アプリの対応している機種・バー
ジョンを教えてください

加盟店アプリはiOS：iOS12以上、機種名iphone7以降／
Android：Android6.0以上以降のOSに対応している機種
でご利用いただけます。
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よくある質問（電子商品券）
項目

質問

回答

１６

加盟店アプリで決済エラーと表
示されます

エラー内容も表示されます。エラー内容を解消し、再度決済を
行ってください。

１７

加盟店審査はありますか？

浦添市による審査があります。審査内容へのご質問は浦添市へお
問い合わせください。

１８

1契約で2店舗の利用はできます
か？

各店舗ごとの取引を管理したい場合、1つの事業者名で、複数の
店舗を登録することが可能です。取引を分けて管理する必要がな
い場合は、同一アカウントのご利用も可能です。
複数店舗の登録を、希望の場合は、コールセンターまでご連絡く
ださい。

１９

残高が足りない場合は？

置く分を現金との併用が可能なので、現金等でお支払いするよう、
お客様へお伝えください。

２０

いつ振り込みされますか？

マニュアルの換金スケジュールをご確認ください。

２１

振込金額と、利用履歴金額が異
なります。

お手数をお掛け致しますが、コールセンターまでご連絡をお願い
致します。

２２

決済方法を変更したい

コールセンターまでご連絡ください。

２３

POSレジとの連携は可能です
か？

申し訳ございません。連携機能はありません。（令和4年4月現
在）

２４

アプリのエラーで決済できな
かったときの対応方法は？

方法①
スマホ又はタブレットを再起動して再度実行してください。
方法②
お客様の残高を確認してからアプリ内TOP画面の左上の会員コー
ド（8桁番号）を控え、利用金額と会員コードをコールセンター
までご連絡ください。（後日減算処理を行う場合があります。）

２５

お店で使うアプリの台数に制限
はありますか？

台数制限はありません。

決済がきちんとできているか確
認したい。

●お客様がまだいらっしゃる場合（左の画像参照）
利用者アプリで確認をお願い致します。
①お客様自身の利用者アプリのトップ画面「内訳」をタップ
②「発行利用履歴を確認」をタップ
③発行利用履歴一覧から、該当履歴をご確認ください。
●お客様がいらっしゃらない場合
管理システム（CMS）または加盟店アプリで確認をお願い致しま
す。
参加店舗向けマニュアル7又は9ページをご覧ください。
管理システム（CMS）のURLは本事業専用サイトの
参加店舗向けページに記載しております。

２７

お店独自で商品券の利用促進を
行いたいが、販促用のデザイン
等はもらえますか？

専用サイトの参加店舗向けページにて、販促用POP類のダウン
ロードが可能です。是非、ご活用ください。
（具体例）店舗チラシへの記載・SNSでの画像活用等

２８

決済テストは全店舗必要でしょ
うか？

加盟店アプリを利用する店舗だけご利用いただけます。
期間中であればいつでも利用可能ですので、スタッフの皆さまに
も練習等でご利用いただけます。

２６
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よくある質問（紙商品券）
項目

質問

回答

１

破れている商品券は受け取っても
大丈夫でしょうか？

表面の2つのナンバリングが一致している商品券であれば、
テープ等でくっつけてください。

２

商品券の盗難、紛失についての保
証はありますか。

盗難、紛失の保証はありません。購入引換券、商品券はご自身
で管理するようお願いします。

３

換金はどのように行いますか。

本マニュアル16～18ページをご確認ください。

４

商品券を使った買い物等でおつり
が発生した場合、おつりを出して
もよろしいでしょうか。

お釣りは出ませんので、ご注意ください。

５

対面での換金申請を行いたいがど
うしたら良いでしょうか？

本マニュアル17ページをご確認ください。

６

誤って、取扱いできない商品券を
受け取ってしまった。換金対応は
可能でしょうか？

以下の業種に該当する参加店舗様は、共通券のみの取扱いにな
ります。専用券の換金申請は、基本的には受付いたしません。
①大型商業施設（ショッピングセンター）内の直営売場 ②食
品スーパー（個人商店は除く）
③全国展開しているドラッグストア・家電量販店・飲食チェー
ン店（市内に本社（本店）を有する店舗を除く） ④コンビニ
エンスストアチェーン
⑤ガソリンスタンド
⑥大規模小売店舗立地法の対象となる店舗面積1,000㎡を超え
る小売店
※上記以外の店舗は、共通券・専用券いずれも取扱可能です。
※どちらに該当するかご不明の場合は、専用サイトの参加店舗
一覧でご確認していただくか、コールセンターまでお問い合わ
せください。

７

郵送で換金申請を行ったが、期日
内に届いているか確認できますで
しょうか？

ポスト投函のタイミングによっては集荷～郵送に時間（3～4
日）がかかる場合もございます。
※土日の郵送はございません。予めご了承の程お願い申し上げ
ます。

８

商品券表面の「事業者押印欄」へ
の押印は必要でしょうか？

使用された商品券の再流出を防ぐ為に設けています。お手数を
お掛け致しますが、押印の程よろしくお願い致します。

商品券のもぎりは必要でしょう
か？

換金を郵送で申請される場合は、必ずもぎりを行ってください。
事務局に商品券が届いた際に、商品券の枚数を確認いたします。
枚数に差異があった場合、照合を行うために必要となります。
お手数をおかけしますが、、ご対応の程お願いいたします。
対面の場合は、換金受付所で、双方で枚数を確認するため、も
ぎりは不要です。

９

よくある質問（紙・電子商品券 共通）
項目

質問

回答

１

お客様から質問を受けましたが、
回答が分かりません

コールセンターへ問い合わせするようご案内ください。
電話番号：0120-036-370
（平日9：00～17：00・土日祝日、年末年始お休み
※8～10月は土日祝日も営業）

2

振込先の指定口座を変更したい

コールセンターまでご連絡ください。
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テスト決済・取消処理（加盟店アプリを利用する参加店舗のみ）
加盟店アプリを利用する参加店舗の方は、商品券取扱い開始前までに必ずテスト決済を行ってください。
テスト決済がされていない場合、商品券の取り扱いができない場合がございます。

※100ptで決済してください。
※決済テスト後、必ず取消処理を行ってください。
※QRコードパネルを設置する店舗ではテストは不要です。
①加盟店アプリを立ち上げ、「マネー・ポイントで決済する」を押してください。

②カメラモードで上記のテスト用QRコードを読み込み、テスト決済を行ってください。
(マニュアル5P参照）
③テスト決済完了後、取消処理を行ってください。（マニュアル10P参照）
④「店舗利用履歴」決済及び、取り消しができているか確認を行ってください。
（マニュアル9P参照）
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