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令和 4年 4月 22日 

 

各位 

 

プレミアム商品券事業実行委員会、名古屋市 

  

 

 

過去最大規模（発行総額 218億 4,000 万円） 
 

３０％のプレミアム付き商品券の抽選販売申込受付開始について 

 

13,000 円分の商品券を 10,000 円で購入できる 30%のプレミアム付き商品券事業を

名古屋商工会議所、名古屋市商店街振興組合連合会等で組織するプレミアム商品券事

業実行委員会と名古屋市の共催にて実施いたします。 

今般、市内在住の方を対象に商品券の抽選販売申込受付を下記のとおり開始いたし

ますので、お知らせいたします。 
記 

 

１ 申込等について 

（１）申込方法 

紙商品券「名古屋で買おまい★プレミアム商品券」又は電子商品券「金シャ

チマネー」いずれか一方を選択したうえで 1 人あたり 5 冊(口)までお申込みい

ただけます。 

区分 申込方法 

紙 ウェブサイトまたはハガキ(※)  

電子 ウェブサイト 

 ※ハガキの場合、①区役所・支所等で配布している専用ハガキを投函、②広報

なごや 5月号と同時配布する特集号に掲載の申込書を通常ハガキに貼付けて

投函、③通常ハガキに必要事項を記入し投函のいずれかの方法によりお申込

みいただけます。 

 ※お 1人様 1申込限りです。申込後の変更はできません。なお、複数のご応募

がある場合は、初回受付のみ有効とします。 

 

（２）抽選販売申込受付期間   

令和 4年 4月 27日(水)～令和 4年 5月 27日(金)（郵送の場合消印有効） 

※公式ホームページ等で、申込状況を抽選販売申込受付期間中週 2回発信いた

します。 

 

（３）商品券申込みサポート窓口 

電子商品券の抽選販売申込を検討する方で、スマートフォンでのインターネ

ット利用に苦手意識を持っている方などへの申込支援を実施します。 
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場所 期間 時間等 

市内スマホショップ 

NTTドコモ 48店舗 

au 38店舗 

4月 27日(水)～5月 27日(金) 
・事前予約制(※) 

・店舗営業時間による 

各区役所・支所 5月 9日(月)～5月 13日(金) 9時～17時 

  ※詳しくは、3ページに記載のコールセンターへご連絡ください。 

 

２ 当選通知および商品券購入・引換えについて 

（１）当選通知 

当選者へは、令和 4年 6月 16日(木)に当選通知を郵送にて発送する予定です。

なお、落選の通知はございません。 
 

（２）当選後の商品券購入・引換え方法 

区分 方法 期間 

紙 

郵送でのお届け 

(①コンビニまたは②ネット（クレジ

ットカード、銀行ネット、銀行 ATM

のいずれか）での支払い) 

7月 13日(水)までに入金 

入金後約 1～2週間で商品券を送付 

市内郵便局(301か所)での引換え 
6月 23日(木)～7月 13日(水) 

9時～17時（平日のみ） 

生涯学習センター等での引換え 
6月 23日(木)～7月 13日(水) 

10時～16時（休館日除く） 

電子 

以下のいずれかの支払い方法により

チャージする 

・クレジットカード 

・銀行ネット決済 

・セブン銀行 ATM 

当選通知到着～7月 13日(水)まで 

※紙商品券は抽選販売申込時に購入・引換え方法を選択。電子商品券は当選通知

受領後に選択。 
 
（３）商品券購入・利用サポート窓口 

電子商品券の当選者に向けた購入方法や利用方法に関する相談窓口を開設しま

す。 

場所 期間 時間等 

市内スマホショップ 

NTTドコモ 48店舗 

au 38店舗 

6月 17日(金)～7月 31日(日) 
・事前予約制(※) 

・店舗営業時間による 

生涯学習センター等 6月 23日(木)～7月 13日(水) 
・事前予約制(※) 

・10時～16時 

   ※詳しくは、3ページに記載のコールセンターへご連絡ください。 

 

３ 商品券利用期間 

 令和 4年 6月 23日(木)～令和 5年 1月 31日(火) 
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４ ＰＲイベント等 

30％のプレミアム付き商品券の抽選販売申込受付期間中であることを広く市民

に周知するため、次のイベントを実施します。イベントでは、今回初登場の電子商

品券「金シャチマネー」の体験や抽選販売申込サポート等を行います。 

（１）ＰＲイベント 

オアシス 21スポーツフェスティバル「スポフェス 2022」イベント（10時～17

時）内にて PR活動を行います。 

ア ステージでの PR活動 

(ア)日 時  4月 30日（土）13：00～13：15 

(イ)場 所  オアシス 21 銀河の広場 

(ウ)登壇者  坪井 明治（プレミアム商品券事業実行委員会 実行委員長） 

              河村 たかし（名古屋市長） 

             はち丸（名古屋市公式マスコットキャラクター） 
 

イ ブース出展 

(ア)日 時  4月 30日（土）、5月 1日（日） 両日とも 10:00～17:00 

       ※4 月 30 日（土）13:15～13:30 頃まで、市長がブースにて PR

活動を行います。 

(イ)場 所  オアシス 21 銀河の広場 

(ウ)内 容  電子商品券「金シャチマネー」の体験、商品券抽選販売申込サ

ポート、お子様向けのミニゲームなど 
     
（２）イベントキャラバン 

市内商店街等で出張ＰＲを実施します。 

実施日 実施場所 

5月 6日（金） 南区  笠寺観音商店街 

5月 7日（土） 西区  円頓寺商店街 

5月 8日（日） 中区  大須商店街 

5月 12日（木） 名東区 藤が丘中央商店街 

5月 13日（金） 中区  栄町商店街 

5月 14日（土） 北区  大曽根本通商店街 

（調整中） 緑区  ヒルズウォーク徳重 

       ※詳細な時間等は調整中のため、別途お知らせいたします。 
 
５ 問合せ先等 

（１）公式ホームページ 

詳しい申込方法や商品券が利用できる参加店舗の最新情報などをご覧いただ

けます。 

URL:https://nagoya-shouhinken.com/ 
 

（２）コールセンター 

名古屋プレミアム付き商品券事業  

市民向けコールセンター 052-562-0150 

受付時間 8:45～18:00（土日祝含む、ただし 12/30～1/3は休み） 

 

６ 本件に関する問い合わせ 
名古屋商工会議所 商務交流部 流通・観光・街づくり担当 山形 電話：223-5738 
名古屋市 経済局 商業・流通部 地域商業課 樋口・加藤 電話：972-4087 
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【参考】事業概要 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて厳しい経済情勢にある中、消費喚起及び

キャッシュレス決済の利用促進による地域経済の活性化を図るため、紙のプレミアム

商品券の発行とスマートフォンを活用した電子商品券へのポイント付与を行うもの。 

 

 

区  分 紙 電 子 

名 称 
名古屋で買おまい★ 

プレミアム商品券 
金シャチマネー 

ロ ゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 総 額 

131億400万円 87億3,600万円 

プレミアム率30％ 

プレミアム額 

30億2,400万円 

ポイント付与率30％ 

ポイント付与額 

20億1,600万円 

発 行 数 100万8,000冊 67万2,000口 

対 象 者 市内在住者 

販 売 価 格 
1冊1万3千円分を 

1万円で販売 

1口1万3千円分を 

1万円で販売 

販 売 方 法 

事前申込による抽選販売 

（紙又は電子のどちらか一方を選択したうえで、1人5冊又は5口ま

で。） 

参 加 店 舗 

（4月19日時点） 

参加店舗：8,587店舗 

（紙利用可能：8,406店舗 電子利用可能：5,448店舗） 

商品券申込み期間 令和4年4月27日～令和4年5月27日 

商品券利用期間 令和4年6月23日～令和5年1月31日 

運 営 主 体 

プレミアム商品券事業実行委員会、名古屋市 

実行委員会構成：名古屋商工会議所、名古屋市商店街振興組合連合

会、守山・鳴海・有松商工会、市内百貨店等 


