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宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜事業概要＞
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専用ホームページURL：https://miyanotokutoku-ticket.jp/

宇都宮市プレミアム付き飲食券「取扱店用マニュアル」宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

QRコード：

「取扱店周知ポスター・ＰＯＰ」は、必ず店頭のお客様の見やすい場所へ掲示してください。ポスター・
ＰＯＰのサイズが合わない場合は、専用ホームページ(上記ＵＲＬ)からダウンロードして印刷することも
可能です。

店内に商品券対象外商品(他の商品券、ビール券、たばこ等※約款第15条)がある場合や店舗独自で商品券を
使えない商品がある場合には、予めお客様が認識できるようにしてください。また、他割引企画との併用不
可やポイント加算対象外などを定める場合も同様に、予めお客様が認識できるようにしてください（レジ、
陳列棚、チラシへの掲示など）。

利用者が一回に利用できる商品券の額は、5冊相当額の30,000円となります。

取扱店周知ポスター掲示１．

２．利用対象外商品および利用限度額について

商品券利用に関するトラブル（商品の返品など）等については、原則としてマニュアル等を参考
に各店舗にてご対応ください。
※お困りの場合は、コールセンター（028-651-3703）にご相談ください。

３．商品券利用に関するトラブルへの対応

４．商品券のデザイン使用

取扱店周知ポスターに加え、商品券の見本等についても専用ホームページ(上記ＵＲＬ)に掲載しています。
店舗独自でチラシやのぼり、ポスター等を作成する場合にご活用ください。宇都宮市マスコットミヤリー使用
につきましては宇都宮市HPよりご申請ください。

＜取扱店運営にあたってのお願い事項＞

名称 宇都宮市プレミアム付商品券 「宮のトク×トクチケット」

発行団体 宮の総合経済対策実行委員会

発行単位 １冊５００円券１2枚綴り・9０万冊

販売期間 令和４年９月２０日～令和４年１２月３１日（予定）

使用期間 令和４年１０月１日～令和５年３月３１日

購入対象者 引換券記載の方又は 代理の方（18歳以上。購入引換券と身分証明書が必要です。）

販売窓口

平日：市内の郵便局
休日：休日営業の郵便局（東・中央の２か所）
・FKD宇都宮店・FKDインターパーク店・ショッピングモールベルモール
・東武宇都宮百貨店宇都宮本店・宇都宮パセオ・アピタ宇都宮店（10/10まで）

取扱店
（利用可能店舗）

市内に店舗を持つ「飲食店」，「小売業」，「生活関連サービス業」等、実行委員会
に承認を受けた店
※ただし，感染防止対策がなされている店舗等に限る。

使用上限 1会計につき5冊相当額（30,000円）

商品券の受け取り期限

令和4年10月1日（土）～令和5年3月31日（金）です。販売期間とは異なりますのでご注意ください。

５.



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜配布物一覧＞

-2-

①取扱店用マニュアル ②ポスター＋POP(レジ台用)

④換金ツール

ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ15部
（商品券半券(換金送付用）の郵送用）

③商品券見本

換金申請書（15枚）

※8月26日までに申請した店舗へ9月28日までに申請店舗に発送。
8月27日以降に申請した店舗ヘは10月上旬以降、随時発送。

ポスター①

POP

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

ポスター②

ポスター①は10月１日より、ポスター②は令和5年3月1日より
掲示お願いします。

見 本



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜商品券の取扱いについて①＞
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お客様への対応

②お客様が商品券利用の意思表示

・商品券利用対象外商品(他の商品券、ビール券、たばこ等
※約款第15条)がある場合や店舗独自で商品券を使えない商品がある
場合の利用は、お断りください。

・おつりは出せないことをお伝えください。
・現金による返金はできない旨を事前にお伝えください。

③お客様より商品券をお受け取りください。

①お会計（支払い額の提示）

・商品券の見本券と比較してください。
（偽造防止加工、色合いなどの詳細はＰ4参照）
※偽造と判別できた場合は商品券の受け取りを拒否し、コールセンター
（028-651-3703）へご連絡ください。

・すでに半券が切り取られている商品券や取扱店名が記入済みの
商品券は、利用済みのものであり、利用できない旨をお伝えください。

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

ご利用は10月1日（土）からです。
9月中は受け取らないでください。



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜商品券の取扱いについて②＞
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受け取った商品券の処理

商品券本券（取扱店控え） 商品券半券（換金送付用）

振込金額に異議がある場合に必要です。
（振込を確認するまで保管して下さい。
控券がなければ、異議申し立てができません。）

換金に使用します。
店舗印の押印または記入をお願いします。
（換金方法はP6～9に記載）

表面

裏面

コピー牽制加工
をしており、コ
ピーという文字
が浮き上がって
いるものは偽も
のです。

管理番号 ：同じ番号はありません、すべて異なる番号です。
商品券本券(取扱店控え)と

商品券半券(換金送付用)は同じ番号です。
番号部分には店舗印の押印や記入等のないようにお願いいたします。

※キリトリ線で
切り取ってください。

偽造が疑われるときは左側の市章を擦って
ください。本物は白から灰色に変わります。

預かった際には、
できるだけ早く、
取扱店名を記入ま
たは押印してくだ
さい。
既に記入・押印が
あるものは切り離
し前でも無効です。

商品券本券（取扱店控え） 商品券半券（換金送付用）

商品券半券（換金送付用） 商品券本券（取扱店控え）

お客様から冊子をお預
かりした際、ミシン目
の切取線で切り離して
ください

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜商品券の換金について①＞
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電
話
問
い
合
わ
せ

取 扱 店

集計作業

JTBビジネストランスフォーム毎月最大3回換金

（換金スケジュールはP9参照）

換金キット郵送
ポスター・マニュアル

ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ・換金申請書
商品券見本・POP

取扱店向けコールセンタｰ

管理・回収・精算フロー

取 扱 店

取扱店支払データ作成

換金キットのレタｰパックを
使って商品券半券(換金
送付用)と換金申請書を
郵送

JTBビジネストランスフォーム

8月1日~4月28日
【12月29日から1月3日はお休み】
TEL：028-651-3703
（平日のみ10:00-17:00）

本事業の換金業務については、株式会社JTBが実行委員会からの
委託を受けて行います。

宮の食べトク⤴チケット 宇都宮市プレミアム付飲食券「取扱店用マニュアル」

購入者向けコールセンタｰ

8月1日～3月31日
【12月29日から1月3日はお休み】
TEL：028-651-3710
（平日のみ10:00-17:00）

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜商品券の換金について②＞
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④レターパックを郵便ポストへ投函してください。レターパックに入りきらない場合は、
ゆうパックによる送付（Ｐ7参照）が可能です。
不明点はコールセンター（028-651-3703）までご連絡ください。

①商品券半券（換金送付用）を切り取って、
裏面に押印またはサインしてください

注意） お店控え本券や見本券、他の商品券を誤って封入されないようご注意ください。

送付先は印字してあります。
〒１70-8790
東京都豊島区東池袋3-23-14
ダイハツニッセイ池袋ビル8階
（株）JTBビジネストランスフォーム
宇都宮市プレミアム付商品券換金事務局 係

ご依頼主の欄のみご記入ください

③換金申請書（送付用）と商品券半券（換金送付用）をレターパックに入れてください

②換金申請書に必要事項を記入して、
下部（取扱店控え）を切り離してください

商品券半券（換金送付用）

換金申請書

・枚数が多い場合は100枚ごとに輪ゴム等で留める
ホチキスでは絶対に留めないでください
・高さ３センチ以内の束を複数にする
・換金送付用のみ送付する

必ず換金キットのレターパックを使用してください
他の商品券などは換金できません

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

押印または
サイン

見 本



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

引き取り依頼先局 電話番号
宇都宮中央郵便局 0120-505-135
宇都宮東郵便局
河内郵便局 0120-523-268
道場宿郵便局

換金手順

・換金申請書と商品券半券（換金送付用）を段ボールに入れ送付してください。
・郵便局に持ち込みまたは引き取り依頼してください。
・封をする前に郵便局の方が計量後、換金申請書に正確な送料を記入し、換金申請書および半券が
段ボールから出ないように封をしてください。

・段ボールにゆうパック伝票を貼り付け、送付してください。

・送料は立替払いしてください。換金分と合わせて入金します（着払いの受付はしておりません。）

（ゆうパック伝票）

（上面）

送料記入欄に記載された送料を
換金分と合わせて入金します。

・商品券半券(換金送付用) ・段ボール(取扱店で準備してください)
・換金申請書 ・ゆうパック伝票

換金申請書の書き方見本

-7-

＜商品券の換金について③（申請書の書き方）＞

こちらに貼付

注意）枚数は正確にご記
入ください

発送日をご記入ください

枚数と振込予定金額を
ご記入ください

レターパックの追跡コードの
シールを貼ってください

上記と同じ情報をご記入ください

お客様情報をご記入ください
取扱店番号は決定通知書に記載して
おります。平日10：00～17：00に連
絡がとれる電話番号（携帯番号等）を
ご記入ください

＜商品券の換金について④（換金する半券が大量にある場合）＞

換金に必要なもの

ㇾ

ㇾ

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

送付先 〒170-8790
東京都豊島区東池袋3-23-14
ダイハツニッセイ池袋ビル8階
株式会社JTBビジネストランスフォーム
宇都宮市プレミアム付商品券換金事務局 係



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜商品券の換金について⑤＞
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入金額の計算方法

●郵便での商品券半券の受付期間は下記の通りです。

令和4年10月1日（土）～令和5年4月13日（木）必着
※受付期間を過ぎてからの換金は一切応じられません。

額面総額 ⇒ 500円×商品券半券枚数
●振込手数料は実行委員会にて負担いたします。

●入金額に異議がある場合は、取扱店コールセンター開設時間帯に受付いたしますので、
入金額を必ずご確認ください。入金後3営業日を過ぎてからの異議お申し立てにはお調べするのに
お時間を要します。また、取扱店向けコールセンターは令和5年4月28日（金）までの受付と
なりますので、ご注意ください。

商品券発送受付期間

半券到着締切及び入金日

●到着日によって入金日が決定します。（P9参照）店舗様不備がありますと希望回に入金
出来ないことがございます。ご了承ください。
※発送の回数は各自で適宜お決めください。1回にまとめて発送することもできます。
ただし、1回の換金申請でレターパックライト1通またはゆうパック1個でお願い致し
ます。

入金口座

●取扱店登録申請時に登録された口座に振込を行います。
●複数の店舗が含まれる商業施設や複数の支店がある取扱店で、商業施設や本社が
一括して換金手続きを行う場合には振込後に各店舗等への分配をお願いします。

●振込名義人名は「ミヤノトクトク カブ）ジェイティビー」と表記されます。

22.10.21 ﾐﾔﾉﾄｸﾄｸ ｶﾌﾞ)ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞ 5,000
22.10.21 ﾐﾔﾉﾄｸﾄｸ ｶﾌﾞ)ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 25,000
22.10.21 ﾐﾔﾉﾄｸﾄｸ ｶﾌﾞ)ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 120,000

本店

店舗A

店舗B

5,000円分半券送付

25,000円分半券送付

120,000円分半券送付

①本店・各店がそれぞれ換金手続き(登録口座はすべて本店口座)を行った場合

②商業施設または本社が一括して換金手続きを行った場合

（株）
JTB

本店

本店

本店

A店

B店

C店

商業
施設
・
本社

（株）
JTB

通帳への記載例
入金

入金

入金

5,000円分
半券送付

半券送付25,000円
半券送付

120,000円
半券送付

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

商業
施設
・
本社

入金

通帳への記載例

22.10.21 ﾐﾔﾉﾄｸﾄｸ ｶﾌﾞ)ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞ 150,000



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」
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＜商品券の換金について⑥＞

換金スケジュールについて

※下記日程は、状況によって変更の可能性があります。

1回の換金申請につき、レターパック（大量の場合はゆうパック）１通・換金申請書
1枚を送付してください。
換金申請が15回以上になる場合は、コールセンターまでご連絡ください。
レターパックに入りきらない場合は、P7に記載された「商品券の換金について④」を
ご参照ください。
最終回第20回目半券到着締切日に間に合わなかった換金用半券は一切換金できません。
ご了承ください。

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

半券到着締切日 振込予定日

第 1回振込 10月6日（木） 10月21日（金）

第 2回振込 10月17日（月） 10月28日（金）

第 3回振込 10月26日（水） 11月10日（木）

第 4回振込 11月7日（月） 11月21日（月）

第 5回振込 11月14日（月） 11月29日（火）

第 6回振込 11月24日（木） 12月8日（木）

第 7回振込 12月5日（月） 12月19日（月）

第 8回振込 12月13日（火） 12月27日（火）

第 9回振込 12月19日（月） 1月10日（火）

第10回振込 12月29日（木） 1月17日（火）

第11回振込 1月10日（火） 1月24日（火）

第12回振込 1月16日（月） 1月30日（月）

第13回振込 1月26日（木） 2月9日（木）

第14回振込 2月7日（火） 2月21日（火）

第15回振込 2月10日（金） 2月27日（月）

第16回振込 2月22日（水） 3月9日（木）

第17回振込 3月7日（火） 3月22日（水）

第18回振込 3月15日（水） 3月30日（木）

第19回振込 3月30日（木） 4月13日（木）
第20回振込
（最終回）

4月13日（木） 4月27日（木）



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜対応例① 「こんな場合、どう対応するか？」 ＞
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利用者が誤って商品券を洗濯したことなどにより、
商品券が毀損されている場合２

基本的に、商品券表面の管理番号が読
めなければ利用できません。

次に記載している内容であれば利用
可能です。
・管理番号かつ連番が確認できるもの
・券面の面積が4分の3以上のもの

それでも、判断できなければコールセ
ンター（028-651-3703）へお問い
合わせください。

一回の会計で利用できる商品券の額は？１

Ｑ

一回あたりの会計で利用できる商品券の上限は５冊相当額の30,000円相当となります。その
ため、ご家族など複数名で会計される場合にも30,000円までとなります。
また、商品を分割で会計されたいと利用者からの申し出があった場合はお断りしてください。

商品券利用や受取について

Ｑ

3

Ｑ

管理番号

換金できません。
以前発行された、宮の食べトク⤴チケットや宮の買いトク⤴チケットだけでなく、他の商品券
等は換金できません。また、当該チケットではない場合は店舗様宛に着払い返送となります。
充分お気をつけください。

誤って以前発行のチケットを受け取ってしまった場合

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」

＜対応例② 「こんな場合、どう対応するか？」 ＞
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商品券を使用していただいたお客様に対し、店舗独
自のサービス等を行って良いですか？

４

Ｑ

構いません。ただし、現金の給付や利用対象外商品の提供等の社会通念上不適切
と認められるサービスは不可とします。

商品券利用や受取について

自店のホームページやＳＮＳ等で宮のトク×トクチケットの
取扱店であることの発信をいつ頃から行って良いですか？

５

Ｑ

取扱店として申請をいただいた店舗には、順次、「決定通知書」を送付します。
その「決定通知書」が届き次第、情報発信をしていただいて構いません。

お客様が冊子から商品券を切り離して
持参された場合でも取扱いをして良いですか？６

有効です。切り離してご利用頂いても問題ございません。

Ｑ

７

基本的には返品・返金できません。現金での返金は禁止されています。お客様が
商品券をご利用前に返品・返金できない旨をお伝えいただくことをお勧めします。
お困りの際は、コールセンターまでご連絡ください。

Ｑ

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

商品券で購入した商品をお客様が返品・返金希望し
ています。どうしたらいいですか？



宇都宮市プレミアム付商品券 「取扱店用マニュアル」
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＜対応例③ こんな場合、どうしたらよい？ ＞

換金の明細はもらえるのですか？

事務局では換金明細は発行いたしません。換金申請書(店舗控え)で管理してください。

換金について

１
Ｑ

疑義が生じた部分については、調査（商品券本券(取扱店控え)の番号の照合等）を実施し、
後日の精算となります。
換金申請書とご入金額は、必ず換金の都度ご確認頂きますようお願いします。連絡先は、
コールセンター（028-651-3703）にお問い合わせください。

２
Ｑ レターパックライトに入らない量での使用済み商品券

の発送はどのようにすれば良いですか？

３

予めご連絡頂ければ、ゆうパック用の伝票をお渡しします。また、郵便局設置のゆうパッ
ク伝票にＰ7の宛名をご記入頂いてもかまいません。その伝票を利用し郵送してください。
その際使用するダンボールは、各量に応じ店舗様にてご準備をお願いします。（P7参照）
できる限りお渡ししたレターパックライトでのご対応を宜しくお願いします。

同封した換金申請書の控えと実際の振込み額が異なっ
ていた場合はどのようにすれば良いですか？

Ｑ

４
Ｑ お客様が使用した商品券を紛失してしまいました。

この場合は換金できますか。

お客様が使用し、店舗が受け取った商品券が盗難，紛失，滅失した場合は，店舗の
責任とします。補償等は一切できませんので、ご注意ください。

５
Ｑ 各店で使用された商品券を本社で回収し、一括で換金する

場合でも各店に換金キットを送付するのですか？

取扱店ごと（各店ごと）に換金キットを送付します。レターパック等を使用しな
かった場合は、処分してください。

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」
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専用ホームページ
QRコード：

宇都宮市プレミアム付商品券 宮のトク×トクチケット「取扱店用マニュアル」

令和4年度宇都宮市プレミアム付商品券事業約款 一部抜粋
（約款の全文については、専用ホームページをご参照ください。）
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<問い合わせ先>

受 付 時 間
・2022年8月1日～2023年3月31日
平日午前10時～午後５時【12月29日から1月3日はお休み】

・対応時間外は、テープによるご案内になります

対 応 内 容
・事業について
・商品券の取扱いについて
・その他事業に関わること

Ｔ Ｅ Ｌ 028-651-3710

⓵取扱店向け「プレミアム付商品券」コールセンター

受 付 時 間
・2022年8月1日～2023年4月28日
平日午前10時～午後５時【12月29日から1月3日はお休み】

・対応時間外は、テープによるご案内になります

対 応 内 容
・取扱店の申請方法について
・振込金額の確認
・換金方法について

Ｔ Ｅ Ｌ 028-651-3703

②購入者向け「プレミアム付商品券」コールセンター
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