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多摩区商店街連合会「プレミアム商品券の発行」について 
2022.8.17 会長 安陪修司 

 

１. 企画内容 

   紙のチケット 500 円券×13 枚綴り 
   販売額 5,000 円(プレミアム 30％増 1,500 円分) 
   一家族 3 冊(15,000 円)まで 
   総発行冊数 2,500 冊を総参加店舗で均等割り 
  

２. 期 間 

   開催告知 令和４年１０月１日～ 
   販売日  令和４年１１月１日～ 
   使用期間 令和４年１１月１日～令和５年１月３１日 
  

３. 販売方法 

   参加店での対面販売のみ 
    自店のお客様に直接アプローチ出来るので顧客満足度アップ 
    注）販売時にお客様の購入リスト（お名前・電話番号）に記載いただく 
  

４. 清算方法 

   ① 各商店会で日程を決め、代表の店舗で現金清算 
   ② 商店会ごとの清算は、毎月の理事会時に清算 
     ( 最終清算日：令和５年２月７日 ) 
 

５. 参加方法（※提出書類の期限） 

   ① 参加店申込書 
   ② 参加店 一覧表 
   ③ 各店舗の換金台帳 (清算時には毎回店舗の確認サイン入りが条件) 
   ④ アンケート実施 ( 開催前と後の２回行います ) 
   注意：商店会加盟店以外のお店では、当券を使用できません。 



商店会名

店舗名

住所

電話

FAX

メールアドレス

代表者名

備考

多摩区商店街連合会　会長　安陪修司

注意)
・本事業に参加する店舗は、「感染防止対策取組書」を必ずご掲示ください。
・本事業に参加する飲食店は、「マスク飲食実施店認証書」を必ずご掲示ください。
・県内消費を喚起するため、キャッシュレス・消費喚起事業（かながわPay）を推奨しており
ます。ご登録にご協力ください。

詳細は各商店会の会長(ご担当者)様にお問い合わせください。

商店会への加盟店以外のお店では参加できません。
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「プレミアム商品券」参加申込み書

〒　　－



1 店舗名 16 店舗名

2 店舗名 17 店舗名

3 店舗名 18 店舗名

4 店舗名 19 店舗名

5 店舗名 20 店舗名

6 店舗名 21 店舗名

7 店舗名 22 店舗名

8 店舗名 23 店舗名

9 店舗名 24 店舗名

10 店舗名 25 店舗名

11 店舗名 26 店舗名

12 店舗名 27 店舗名

13 店舗名 28 店舗名

14 店舗名 29 店舗名

15 店舗名 30 店舗名
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多摩区商店街連合会　会長　安陪修司

　　参加店舗　一覧表

商店会名



31 店舗名 46 店舗名

32 店舗名 47 店舗名

33 店舗名 48 店舗名

34 店舗名 49 店舗名

35 店舗名 50 店舗名

36 店舗名 51 店舗名

37 店舗名 52 店舗名

38 店舗名 53 店舗名

39 店舗名 54 店舗名

40 店舗名 55 店舗名

41 店舗名 56 店舗名

42 店舗名 57 店舗名

43 店舗名 58 店舗名

44 店舗名 59 店舗名

45 店舗名 60 店舗名
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商店会名

　　参加店舗　一覧表

多摩区商店街連合会　会長　安陪修司



プレミアム商品券 換金台帳 Ｎｏ.　　

換金月日 枚数 金額
受取
確認 備考 換金月日 枚数 金額

受取
確認 備考

計 枚数 0 金額 0

計 枚数 0 金額 0

計 枚数 0 金額 0

計 枚数 0 金額 0

合計 枚数 0 金額 0
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　[店舗名]

　[店舗名]

　[店舗名]

　[店舗名]

有効期間：令和４年11月1日～令和5年1月31日
換金期限：令和5年2月7日

商店会名「　　　　　　　　　　」



商店会名

① 販売したプレミアム商品券の総額 円

② 販売(原資)額 円

③ 換金されたプレミアム商品券の総額 円

No 店舗名 回収枚数 換金額 業種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計

店舗別プレミアム商品券換金状況報告書

※ 参加店舗のうち、プレミアム商品券の回収がなく、換金作業を行わなかった店舗につ
いても、必ず御記載ください。
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中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類

卸売業 大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 中分類５０ 卸売業(各種商品卸売業)
中分類５１ 卸売業(繊維・衣服等卸売業)
中分類５２ 卸売業(飲食料品卸売業)
中分類５３ 卸売業(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)
中分類５４ 卸売業(機械器具卸売業)
中分類５５ 卸売業(その他の卸売業)

小売業 大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 中分類５６ 小売業(各種商品小売業)
中分類５７ 小売業(織物・衣服・身の回り品小売業)
中分類５８ 小売業(飲食料品小売業)
中分類５９ 小売業(機械器具小売業)
中分類６０ 小売業(その他の小売業)
中分類６１ 小売業(無店舗小売業)

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 中分類７６ 小売業(飲食店)
中分類７７ 小売業(持ち帰り・配達飲食サービス業)

サービス業 大分類Ｇ（情報通信業）のうち 中分類３８ サービス業(放送業)
中分類３９ サービス業(情報サービス業)
小分類４１１ サービス業(映像情報制作・配給業)
小分類４１２ サービス業(音声情報制作業)
小分類４１５ サービス業(広告制作業)
小分類４１６ サービス業(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 小分類６９３ サービス業(駐車場業)
中分類７０ サービス業(物品賃貸業)

大分類Ｌ サービス業(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 中分類７５ サービス業(宿泊業)
大分類Ｎ ※ただし、小分類７９１（旅行業）は除く サービス業(生活関連サービス業、娯楽業)
大分類Ｏ サービス業(教育、学習支援業)
大分類Ｐ サービス業(医療、福祉)
大分類Ｑ サービス業(複合サービス事業)
大分類Ｒ サービス業(サービス業＜他に分類されないもの＞)



1
神奈川県で行っている「感染防止対策取組書」を
店舗掲示している。

2
神奈川県で行っている「マスク飲食実施店認証
書」を掲示している。

3
キャッシュレス決済「かながわPay」に登録をし
ている

4
キャッシュレス決済「かながわPay」を積極的に
使っている

5 今回の「プレミアム商品券」事業に参加している

6
「プレミアム商品券」に期待している内容(全て)
にチェックしてください。

7
期待している多摩区商店街連合会の活動(全て)に
チェックしてください。

8

9 年間売上高(万円)　＿＿＿＿＿　万円
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□ プレミアム商品券　□ 子育て支援パスポート
□ デジタルスタンプラリー　□ 割引クーポン券
□ 企画事業 (こどもマルシェなど)
□ 助成金・補助金などの情報発信
□ 各種業種・商工会議所などの情報共有

※神奈川県の助成金申請に記入が必要です。その他での
使用(個人が特定される)ものではありません。

□ 参加している　□ 参加していない

□ 登録している　□ 登録していない

□ 使っている　□ たまに使っている
□ 使っていない　□ どちらとも言えない

□ 販売促進　□ 自店PR　□新規客の来店
□ リピート客　□ 地域貢献　□ 商店会の活性化
□ その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□ 掲示している　□ 掲示していない

(飲食店のみ記載)
□ 掲示している　□ 掲示していない

アンケートにご協力ください。(1回目)

多摩区商店街連合会　会長　安陪修司

最も該当する業種(1つ)にチェックしてください。
□ 卸売業(各種商品卸売業)　　□ 卸売業(繊維・衣服等卸売業)　　□ 卸売業(飲食料品卸売業)
□ 卸売業(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)　　□ 卸売業(機械器具卸売業)　　□ 卸売業(その他の卸売業)
□ 小売業(各種商品小売業)　　□ 小売業(織物・衣服・身の回り品小売業)　　□ 小売業(飲食料品小売業)
□ 小売業(機械器具小売業)　　□ 小売業(その他の小売業)　　□ 小売業(無店舗小売業)　　□ 小売業(飲食店)
□ 小売業(持ち帰り・配達飲食サービス業)　　□ サービス業(放送業)　　□ サービス業(情報サービス業)
□ サービス業(映像情報制作・配給業)　　□ サービス業(音声情報制作業)　　□ サービス業(広告制作業)
□ サービス業(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)　　□ サービス業(駐車場業)
□ サービス業(物品賃貸業)　　□ サービス業(学術研究、専門・技術サービス業)　　□ サービス業(宿泊業)
□ サービス業(生活関連サービス業、娯楽業)　　□ サービス業(教育、学習支援業)　　□ サービス業(医療、福祉)
□ サービス業(複合サービス事業)　　□ サービス業(サービス業＜他に分類されないもの＞)


	資料1_プレミアム商品券開催のご案内
	資料2_参加店申込書
	Sheet1

	資料3_参加店一覧表
	No,1~30
	No,31~60

	資料4_換金台帳
	換金台帳←必要事項を記載の上、こちらをご出力してご使用ください

	資料5_店舗別換金状況報告書
	換金報告書
	参考データ・リスト

	資料6_商店会アンケート(1回目)
	Sheet1


