
鴻巣コウノトリ商品券 取扱店募集要領 

１ 発行の目的 

鴻巣市内に所在し、地域振興に貢献する商店等において共通して使用できるプレ

ミアム商品券（以下、「商品券」という）を発行することにより、地元消費の拡大、

地域経済の活性化に資することを目的とします。 

 

２ 商品券の発行について 

(1) 名 称   鴻巣コウノトリ商品券 

(2) 発行者   鴻巣市商工会 

(3) 発行額   ８億１，２５０万円 

(4) 発行冊数  ６万５千冊 

(5) 発売価格  10,000 円(500 円券５枚、1,000円券１０枚・12,500 円分) 

＜内訳＞小規模小売店専用券 500 円券 ５枚(2,500 円分) 

大型店・小規模小売店共通券1,000円券 10枚(10,000 円分) 

(6) 店舗区分  大型店：売場面積が1,000 ㎡を超える小売店 

一般商店：売場面積が1,000 ㎡以下の小売店とその他の業種 

※大型商業施設内にある1,000 ㎡以下のテナントは一般商店へ分類 

(7) 利用期間  平成２７年７月５日（日）～平成２７年１２月２７日（日） 

(8) 販売方法  ①予約販売（原則全て） 

５月１５日（金）必着により往復はがき（4月の広報配布時

に各個配布）による事前申込(超過の場合抽選)とします。 

・申込期間：平成２７年４月２０日（月）～５月１５日（金） 

・販 売：第１期 

平成２７年６月１４日（日）～６月１８日（木） 

 午前９時～午後４時まで 

    第２期 

平成２７年６月２１日（日）～６月２５日（木） 

午前９時～午後４時まで 

② 窓口随時販売（予約で完売しなかった場合のみ） 

・販 売：平成２７年７月６日（月）以降、発行総額に達した時点で

終了とします。 

(9) 販売上限  １人５冊まで(上限50,000 円) 

(10) 販売対象者 鴻巣市内在住(個人)・在勤者を対象 

（11）販売所 

① 鴻巣市役所 産業振興課 

〒365-8601 鴻巣市中央１番１号 

TEL：048-541-1321  FAX：048-542-9818 

② 鴻巣市役所 吹上支所  



〒369-0195 鴻巣市吹上富士見１－１－１ 

TEL：048-548-1211  FAX：048-549-1082 

③ 鴻巣市役所 川里支所 

〒365-8502 鴻巣市広田３１４１－１ 

TEL：048-569-1111  FAX：048-569-1184 

 ④ 鴻巣市 商工会（7月6日以降平日のみ） 

〒365-0038 鴻巣市本町６丁目４－２０  

TEL：048-541-1008  FAX：048-541-1071 

 

３ 取り扱いにおける厳守事項 

(1) 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。 

(2) 商品券を現金化することはできません。 

(3) 商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は出ません。 

(4) 不足分は現金等で受け取ってください。 

(5) 利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。 

(6) 商品券の紛失及び盗難に対し、鴻巣市商工会はその責を負いません。 

 

４ 商品券の利用対象にならないもの 

(1) 国や地方公共団体等への支払い(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金) 

(2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換

金性の高いものの購入 

(3) 現金との換金、金融機関への預け入れ 

(4) 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) 

(5) 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等) 

(6) 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条に規定する営業への支払い 

(7) 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 

 

５ 取扱店の参加資格 

鴻巣市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、次の(1)から(4)に該当する事業

者を除いたもので、鴻巣市内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします。 

(1) 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条に規定する営業を行なっている事業者 

(2) 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 

(3) 上記〔４商品券の利用対象にならないもの〕に記載の取引、商品のみを取扱う

事業者 

(4) 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 

 

６ 取扱店の責務等 

(1) 取扱店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカー等を利用者が分

かりやすい場所に掲示してください。 

(2) 利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認してください。

偽造防止ホログラムがない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判

別できる場合は、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鴻

巣市商工会まで報告してください。 

(3) 商品券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に取扱

店名を記入することとし、既に取扱店名の記入がある場合は、受け取りを拒否し

てください。 

(4) 商品券の交換及び売買は行なわない。利用期間中における商品の売買、サービ

スの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。 

(5) 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)に使用しないでください。 

(6) 「大型店・小規模小売店共通券」と「小規模小売店専用券」がある。大型店で

は「小規模小売店専用券」を受け取らないでください。 

(7) 利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱

店の責務とします。 

(8) 鴻巣市暴力団排除条例を遵守してください。 

 

７ 申請手続について 

(1) 申請方法 

この「募集要領」に同意のうえ、「取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、

鴻巣市商工会(下記①)へ郵送又は直接提出してください。鴻巣市役所（産業振興

課・吹上支所・川里支所）(下記②～④)でも受け付けます。 

「取扱店登録申請書」は鴻巣市商工会及び鴻巣市のホームページからダウンロー

ドできるほか、鴻巣市商工会（支所を含む）及び鴻巣市役所（産業振興課・吹上

支所・川里支所）で配布します。 

 「鴻巣市商工会ホームページ:  http://www.syokoukai.or.jp/kohnosu 」 

「鴻巣市ホームページ:  http://www.city.kounosu.saitama.jp/ 」 

(2) 申請書の提出先 

① 鴻巣市 商工会 

〒365-0038 鴻巣市本町６丁目４－２０  

TEL：048-541-1008  FAX：048-541-1071 

鴻巣市 商工会吹上支所 

〒369-0115 鴻巣市吹上本町４丁目１５－２７  

TEL：048-548-0049  FAX：048-548-0069 

http://www.syokoukai.or.jp/kohnosu
http://www.city.kounosu.saitama.jp/


鴻巣市 商工会川里支所 

〒365-0005 鴻巣市広田３１３４  

TEL：048-569-1783  FAX：048-569-2144 

② 鴻巣市役所 産業振興課 

〒365-8601 鴻巣市中央１番１号 

TEL：048-541-1321  FAX：048-542-9818 

③ 鴻巣市役所 吹上支所  

〒369-0195 鴻巣市吹上富士見１－１－１ 

TEL：048-548-1211  FAX：048-549-1082 

④ 鴻巣市役所 川里支所 

〒365-8502 鴻巣市広田３１４１－１ 

TEL：048-569-1111  FAX：048-569-1184 

(3) 申請期間 

平成２７年４月１日（水）から平成２７年１２月１８日（金）まで 

※平成２７年５月２９（金）日までに申請した取扱店は、商品券引換時に一覧

表を作成して購入者へ配布します。 

(4) 申請後の審査・承認 

申請のあった事業者は、商工会の審査を経て、取扱店として承認します。承認

した場合には後日「取扱店証明書」を郵送し結果を通知します。 

(5) その他 

① 個別の店舗ごとに申し込んでください。鴻巣市内に複数の店舗があっても、店  

舗ごとに申請書を作成してください。 

② 原則として、複数の店舗が含まれる大型商業施設等の一括申し込みはできませ

ん。個別のテナントごとに申請してください。 

③ 配布物として、口座振替依頼書、ポスター、ステッカー等を取扱店証明書と同

時に配布します。 

 

８ 換金について  

(1) 換金方法 

取扱店は、換金用の口座を有する鴻巣市内の取次金融機関(別紙の一覧表に記載

された金融機関)において、「取扱店証明書」と通帳を持参のうえ、使用済券と口

座振替依頼書を提出してください。 

(2) 換金に必要なもの（金融機関により変更の場合もあります。） 

① 使用済券 

② 口座振替依頼書 

③ 取扱店証明書(小規模小売店用または大型店用) 

④ 通帳(取次金融機関の口座) 

(3) 換金期間 

平成２７年７月２１日（火）から平成２８年２月１０日（水）まで 



※上記期間を過ぎての換金には一切応じられないので、ご注意ください。 

(4) 入金までの日数 

換金申請を受けた週の翌週の金曜日までに入金することを基本とします。 

※年末年始など休日が連続する週は、一週間程度遅れる場合があります。 

(5) その他 

大型店は「大型店・小規模小売店共通券」のみ換金できます。 

一般商店は「小規模小売店専用券」と「大型店・小規模小売店共通券」の両方

とも換金できます。口座振替依頼書に個々の枚数を記入してください。 

 

９ 取扱店の取消等 

この「募集要領」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店の承認

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。 

 

10 その他留意事項 

(1) この「募集要領」に記載されていない事項は、鴻巣市商工会へお問い合せくだ

さい。 

(2) 取扱店情報(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、鴻巣市商工会や鴻巣市のホームページやリーフレットなどにより広報し

ます。 

(3) プレミアム商品券発行事業の消費喚起・誘発効果を測定するためのアンケート

に協力をお願いします。 

 

 

＜問い合せ先＞鴻巣市 商工会 

〒365-0038 鴻巣市本町６丁目４－２０  

TEL：048-541-1008  FAX：048-541-1071 

 


