
購入方法と
取扱店舗（使えるお店）のご案内

30%も
お得!

令和４年度
吉川市プレミアム付商品券

1冊6,500円分の商品券を1冊6,500円分の商品券を
5,000円5,000円で買える!!で買える!!
◦購入申込は◦購入申込は11世帯世帯55冊冊までです。までです。

令和4年度　吉川市プレミアム付商品券事業事務局
TEL：048-228-0063
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消印有効

吉川市イメージキャラクター
「なまりん」

令和4年度　吉川市プレミアム付商品券
専用申込はがき

①希望の冊数をチェック してください（複数チェック無効）

□ 1冊　□ 2冊　□ 3冊　□ 4冊　□ 5冊
②希望の商品券について1つチェック してください（複数チェック無効）

□ 電子券　　□ 紙券
③支払い方法について1つチェック してください（複数チェック無効）

□ クレジット　　　　 □ コンビニ

郵 便 番 号 〒� 郵便番号を必ずご記入ください

住 所

フ リ ガ ナ

世帯主氏名

生 年 月 日
（ 西 暦 ） 年　　　　　　月　　　　　　日

電 話 番 号 　　　　　　　（　　　　　　　　　）

メールアドレス
電子券をご希望の方は必ず記入ください。

　　　　　　　　　　

※ご提供いただく個人情報は、販売管理・アンケートのご依頼等、令和4年度吉川市
プレミアム付商品券事業の実施の目的にのみ利用いたします。

※ご記入いただきました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に
開示・提供することはございません。

※同一の方より、複数回申込があった場合、無効となります。

紙券 電子券電子券
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専用申込はがきの記入方法について3
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★�63円切手を必ず貼り、投函してください。

★�記入漏れがあった場合、無効となりますので、ご注意ください。

★�世帯主は令和4年8月1日を基準日とします。

このパンフレットは、吉川市役所　産業振興部　商工課で
配布する他、各公共施設にて入手できます。

申込フォーム

購入申込はホームページの
申込フォームからも可能です

書き方例

良い例

悪い例

チェックが薄い

チェックがずれている

丸を付ける

郵便番号・住所・世帯主氏名・
生年月日・電話番号を
もれなくご記入ください。

④
※�電子券を購入希望の場合は、�
メールアドレスを必ず記入下さい。

希望の冊数の□に
チェックしてください。

原則として申込後の冊数の変更・キャンセルはで
きません。購入可能な冊数をお申込みください。

①

希望の商品券の種類□に
チェックしてください。②
支払い方法について□に
チェックしてください。③

はがき購入申込期限

8月24日㈬
令和4年

WEB購入申込期限

8月31日㈬
令和4年

■商品券申込期間
はがき申込� ～令和4年8月24日㈬�消印有効
WEB申し込み� ～令和4年8月31日㈬

■商品券使用期間
令和4年10月1日㈯～令和5年1月31日㈫

■お申込者
吉川市在住の世帯主に限り、1世帯あたり5冊まで。
必ず、世帯主の方からのお申し込みをお願い致します。
※世帯主は令和4年8月1日を基準日とします。

吉川市プレミアム付商品券事業事務局
電　　話　048-228-0063
受付時間　11:00～19:00（土日祝含む）

事務局情報

〈記入例〉

342-○○○○

19○○ ○

ＸＸＸ○○○

○

△△△△

埼玉県吉川市きよみ野 ○ - ○ - ○

namazu@ ○○○○○ .jp

ヨシカワ タロウ

吉川 太郎



使用期間

令和4年10月1日㈯〜令和5年1月31日㈫
商品券が使える取扱店舗一覧冊子を同封いたします。
なお、最新の情報はホームページをご覧ください。
※使用期間をすぎた場合は無効となります。　※商品券利用の際、釣銭がでません。

支払い期限

令和4年9月20日㈫頃

期間内にクレジット（電子券）またはコンビニ（紙券・電子券）でお支払いください。
支払い期限を過ぎた場合は無効になります。
※電子券をお申込の方は、アプリを必ずダウンロードください。
※支払い完了を確認後、順次紙券を発送、または、アプリへのチャージを行います。

   令和4年 8月24日㈬
購入申込期限

消印有効

3 023 210必ず
63円切手
を貼って
ください

埼玉県川口市本町4-3-2
　　　明邦川口第8ビル4階
株式会社JTB埼玉南支店

令和4年度
吉川市プレミアム付商品券事業　

事務局　行

プレミアム付商品券の概要1

商品券購入申込から使用までの流れ2

使 用 期 間 令和4年 10月1日㈯〜令和5年 1月31日㈫

当選通知発送

令和4年9月7日㈬頃
購入いただける方にのみ9月7日頃に、当選通知を発送致します。（電子券をお申込みの方に
はメールでお送りします。）なお、発行冊数を上回る申込があった場合、抽選となります。�
結果についてのお問い合わせには、お答えしかねますのでご了承ください。

吉川市

プレミアム付プレミアム付商品券商品券　　
取扱店取扱店

使用期限

11月月3131日㈫日㈫
令和5年令和5年

共通券
電子券利用可

専用券

吉川市
プレミアム付商品券　
取 扱 店

共通券
専用券

電子券可

吉川市

プレミアム付プレミアム付商品券商品券　　
取扱店取扱店

使用期限

11月月3131日㈫日㈫
令和5年令和5年

共通券
電子券利用可

専用券

●1冊（6,500円分）を5,000円で 
　販売します。
●1世帯5冊まで購入できます。
商品券の発送時に、商品券が使える取扱店舗一覧冊子を同封します。

共通券
全取扱店舗で

使えます。

専用券
大型店では
使えません。
（一部を除く）

ご注意

令和4年度吉川市プレミアム付商品券事業事務局で登
録した取扱店舗でのみ利用可能です。取扱店舗は予
告なく変更する場合があります。

購入申込について プレミアム付商品券の取扱事業者について

◦同一の方より、複数回申込があった場合、無効となります。（はがき又は
ホームページのいずれか1回のみ）

◦購入申込内容の変更はできません。
◦原則として申込後に冊数の変更やキャンセルはできません。購入可能な
冊数をお申込みください。

◦商品券が使える取扱店舗一覧冊子は、9月下旬に商品券
と一緒に送ります。登録事業者は随時更新しています。
最新の情報は、ホームページ�https://premium-gift.
jp/yoshikawa2022�をご覧ください。

使用について

◦令和4年10月1日㈯～令和5年1月31日㈫まで使用
できます。期間を過ぎた場合は無効となります。
◦盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、
令和4年度吉川市プレミアム付商品券事業事務局は
責任を負いません。
◦本券ご利用の際、釣銭はでません。
◦本券の第三者への交換又は売買、現金との引き換
えはできません。
◦吉川市プレミアム付商品券発行事業約款に基づき、
ご使用ください。

【電子券ご利用の際の注意事項】
◦デジタル商品券は専用アプリにチャージされますので、

アプリをインストールできる端末をご用意ください。 
また、利用開始前に必ずアプリをダウンロードください。

◦SMS認証・メールアドレスについて
不正アクセス防止、セキュリティ対策として、2つの異
なる認証を行います。
デジタル商品券申込時には、携帯電話番号と受信できる
メールアドレスが必要となります。

◦デジタル商品券専用アプリ登録時には、メールアドレ
スでの認証、SMS（携帯電話番号を利用したメッセージ
サービス）での認証が必須となっております。お申込み
のお名前ごとに、1つのメールアドレスとSMSが受信で
きる端末1台が必要となりますので、ご用意をお願いい
たします。お申込み時の携帯電話番号とメールアドレス
で、アプリのご登録をお願いいたします。

※携帯電話番号とメールアドレスに相違があった場合、デ
ジタル商品券の送付受取ができません。

この商品券は、次のものには
使用できません

（1） 不動産又は金融商品
（2） たばこ（電子たばこを含む）
（3）  商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの
（4） 現金への換金、金融機関への預け入れ
（5）  風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法

律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する性
風俗関連特殊営業において提供される役務　

（6） 士業への支払い
（7） 保険診療、処方箋を伴う薬剤
（8）  出資や責務（公租公課、公共料金、振込手数料

等）の支払い
（9） その他市が適当でないと認めたもの

ステッカー

このステッカーや
ポスターが貼ってある

お店で使えます!
※9月頃より順次掲示予定

が使えるお店のポスター▼

共通券 専用券
のみ使えるお店のポスター▼

共通券

❶巻末にある専用申込はがきに必要事項を記入します。
★はがきの記入方法は裏面をご覧ください。

❶ホームページのお知らせ欄から 
申込フォームにお入りください。
https://premium-gift.jp/yoshikawa2022❷切手を貼ってポストに投函します。

★8月24日㈬消印有効のため余裕をもって投函してください。 ❷必要事項を入力します。

専用申込はがき WEB申込（事務局ホームページ）

申込フォーム

事務局ホームページ

※申込時に電子と紙を指定します。
※先着順ではありません。あわてず記入をお願いします。

はがき
購入申込期限

令和4年 8月24日㈬まで WEB
購入申込期限

令和4年 8月31日㈬まで

商品券の購入申込方法は2通りあります。いずれかお選びください。（※申込は１世帯５冊まで）

※申込数が発行冊数に達しなかった場合は2次販売を行う場合があります。（詳細については吉川市プレミアム付商品券ホームページで告知いたします。）
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消印有効
8月24日㈬

※ポスターおよびステッカーはイメージです。

今年は電子券も利用できます !

詳細は
ホームページを
ご確認ください。

見本

見本

共通券 500円券……５枚
専用券 500円券……８枚

紙券
【1冊13枚】

共通券　6,500円分電子券

商品券・取扱店舗一覧冊子発送

消印有効


