令和4年度

浦添市てだこ商品券事業参加店舗募集要項 令和4年７月22日時点

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。そこで、 商品券をより多くの方に利用
していただくために、商品券取扱い店舗を募集します。
そこで、 商品券をより多くの方に利用していただくために、商品券取扱い店舗を募集します。 ぜひ、本
事業に参加いただき、浦添市を盛り上げましょう。
1.商品券概要

1 名称

紙商品券：てだこ商品券 (以下「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

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：350,000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）～9月30日（金）
電子商品券：令和4年8月31日（水）～9月30日（金）

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10日（金）※詳細は4Pをご確認ください。
2.参加店舗遵守事項
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 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。
⑤ 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。
⑥ 利用期間が過ぎた商品券は受け取らないでください。
⑦ 参加店舗において利用期間内に限り利用可能とします。
⑧ 現金との引き換えはしないでください。
⑨ 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。
⑩ 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。
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3.商品券使用対象外事項
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
③
換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
⑧
特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
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浦添市てだこ商品券
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することとし、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。
5.参加店舗の参加資格

①
②
③
④

浦添市内に店舗、事業所等を有し、下記の内容を満たしている事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「沖縄県指針」などを参考に、コロナウイルス感染症対策に
積極的に取り組んでいる事業者。
ただし、次の①～④に該当する事業者は除く
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
特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業などを行なっている事業者
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なっている事業者
上記【3.商品券使用対象外事項】に記載の取引、商品のみを取扱う事業者
役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号)第２条第２号に
規定する暴力団をいう。）、暴力団員(同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)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事業者
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6.申請手続きについて
以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
（1）申請方法
① 本事業専用サイト上の申請フォームへ必要事項を入力し、電子申請してください。
② 参加店舗登録希望者は、この「募集要項」に同意のうえ、「R4年度浦添市てだこ商品券参加店舗登録申
請書兼誓約書兼承諾書（様式第1号）」に必要事項を記入し、口座情報の分かる写しと一緒に事務局へ
郵送、FAX、メール又は、直接提出してください。
③ 大型店・量販店・チェーン店・大型商業施設内テナント等などの市内に複数の店舗を持つ事業者につい
ては、口座番号が同じくする場合は、【一括申請用（様式第2号）】に必要事項を記入し、提出してく
ださい。
※入金希望する口座情報が異なる場合は、【一括申請用（様式第2号）】は使用できませんので、「R4
年度浦添市てだこ商品券参加店舗登録申請書兼誓約書兼承諾書（様式第1号）」を店舗ごとに提出して
ください。
④ 「参加店舗登録申請書」は浦添市のホームページまたは、本事業専用サイトからダウンロードできるほ
か、市役所産業振興課窓口、浦添商工会議所で配布しています。
（2）申請書の提出先
浦添市てだこ商品券事務局（沖縄広告株式会社）

電子申請フォームはこちら

〒900-0005 那覇市天久2丁目7番7号
メールアドレス：urasoe-pre@okikou.co.jp
FAX：098-860-4455
（3）申請期間

令和4年7月25日（月）～令和5年1月31日（火）
※令和4年8月19日（金）までに申請した事業者については商品券販売所にて配布致します、参加店舗一覧
（チラシ）に掲載します。
※令和4年8月20日（土）から令和5年1月31日（火）までに申請された事業者は、専用サイト上の参加店舗
一覧への掲載を予定しております。
（4）その他
配布物として、換金申請送付用封筒、換金申請書、参加店舗ポスター、ステッカー、マニュアル、商品
券見本、QRコードパネルなどを参加店舗証明書と同時に配布します。

7.換金について
【紙商品券の場合】
※換金手数料及び換金申請書送付用封筒を郵送する際に切手は不要となります。
(1)換金方法
換金受付方法は下記の２通りです。
①郵送
使用済みの商品券の半券を切り離し、所定欄へ参加店舗名を押印を行ってください。使用済み商品券と換金
申請書を、換金申請書送付用封筒へ封入封緘し、事務局まで郵送してください（ポストへの投函）。
②対面
週に1回程度、対面換金受付所を設けます。詳細は登録後配布する参加店舗向けマニュアルへ記載致します。
対面換金所では、その場で現金と使用済み商品券の換金受付での対応も検討しております。※条件あり
(2)換金に必要なもの
①使用済み商品券
②換金申請書
③換金申請送付用封筒（郵送の場合のみ）
④登録番号（換金申請書への記入が必要です）
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(3)換金受付期間
令和4年9月上旬～令和5年3月上旬（予定）
※詳細は参加店舗向けマニュアルへ記載致します。
【電子商品券の場合】
※換金手数料は不要となります。
(1)換金方法
電子商品券の場合は、参加店舗の皆様による申請等は不要になっております。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。
(2)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
【紙・電子商品券共通項目】

(1)換金スケジュール ※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。
電子商品券
回
数

紙商品券

共通項目

郵送受付

対面受付

受付期間

設置時期

利用期間

入金予定日

１

8/31～9/15

8/31～9/15

２

9/16～9/30

9/16～9/30

３

10/1～10/15

10/1～10/15

４

10/16～10/31

10/16～10/31

５

11/1～11/15

11/1～11/15

６

11/16～11/30

11/16～11/30

７

12/1～12/15

12/1～12/15

８

12/16～12/31

12/16～12/31

9

1/1～1/15

1/1～1/15

10

1/16～1/31

1/16～1/31

11

2/1～2/15

2/1～2/15

12

2/16～2/28

2/16～2/28

13

-

3/1～3/10

期間中週1回予定
※詳細は参加店舗向けマニュ
アルへ記載致します。

利用期間や受付期間の締め日
から約10営業日以内を予定
※詳細は参加店舗向けマニュ
アルへ記載致します。

(2)注意事項
①大型店は「共通券」のみ換金できます。
小規模店舗は「共通券」と「専用券」の両方を換金できます。
換金申請書に個々の枚数を記入してください。
②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。
8.参加店舗の取り消し等
この「募集要項」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や参加店舗の承認を取り消す場合が
あります。また、違反により損害金が発生した際は請求する場合があります。
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9.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の必要はございません。
【アプリ推奨動作環境】iOS：iOS12以上、機種名iphone7以降／Android：Android6.0以上
加盟店アプリ

chiica（利用者）アプリ

地域通貨プラットフォーム「chiica」について
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。
地域内で貯めたくなる、使いたくなる通貨とすることで、地
域内での循環を通じた経済の活性化を実現します。
また利用者同士での通貨の交換は、コミュニケーションの活
性化にもつながります

「chiica」サイトはこちら

(1)決済方法
①ユーザースキャン（店舗はQRコードを店舗のレジに掲示しておくだけで決済可能）

参加店舗はレジで
決済用QRコードを掲示

利用者が決済用QRコードを
スキャン

利用者が決済額を入力して決済後
完了画面を店員に見せて完了

②ストアスキャン（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）

利用者はレジで
QRコードを提示

参加店舗が利用者のQRコードを
スキャン

参加店舗が決済額を入力して
決済完了
5

(2)決済取り消し方法
①加盟店アプリ上で行う場合

「店舗利用履歴」を押す

店舗の決済履歴が一覧で
表示されるので、取り消
したい取引を押す

取消ボタンを押し、
確認のOKボタンを押す

②管理システム上で行う場合

管理システムにログイン

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

取り消したい取引の「取消」
ボタンをクリック

10.事業者向け説明会について
以下の内容で説明会を開催します。
リアル説明会
会場

①P‘ｓスクエア Convention
②浦添市立中央公民館 3階ホール

日程

①8月 8日（月） 10：00～11：30
②8月17日（水） 15：00～16：30

内容

事業概要・決済方法・システム操作方法
・換金について・登録申請方法質疑応答
・デモンストレーション（希望者のみ）

オンライン説明会
ZOOM
①8月 5日（金）
②8月 9日（火）
③8月17日（水）
④8月19日（金）

14：00～15：00
14：00～15：00
10：00～11：00
14：00～15：00

事業概要・決済方法・システム操作方法
・換金について・登録申請方法質疑応答

申込
方法

①FAX：申込書をFAX（098-860-4455）で送付してください。
②電話：コールセンターへ参加の旨をお伝えください。
③右記の申込フォームから申し込んでください。

留意
事項

オンライン説明会への参加を希望される場合は、申し込み後招待用URL及び資料をメールにてお送り
いたしますので、必ずメールアドレスをご記入ください。

説明会参加申込
フォームはこちら⇒
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11.その他留意事項
①この「募集要項」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、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。

12.誓約事項
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。
浦添市てだこ電子商品券加盟店規約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。

13.加盟店アプリダウンロード用QRコード

※アプリダウンロードは必須事項ではございません。

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「トラストバンク 加盟店アプリ」ア
プリで検索してください。インストール画面が開きます。（App Store又はGoogle Play)
【導入端末がiphone・iPadの場合】
App Store

【導入端末がAndroidの場合】
Google Play
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問い合わせ先
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

本事業専用サイトはこちら

