
 

【あま咲きコイン 電子版プレミアム付商品券】 

 

 

販売事業者 募集要項 

 

 

申込期間 

令和 2年 8月 7日（金） ～ 令和 2年 8月 31日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦問合せ先 

 株式会社トラストバンク（受託事業会社） 

 chiica 事業部 あま咲きコイン事務局 

 

 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-6-28 住友不動産青葉台タワー14 階 

 〈営業時間〉平日 10:00-17:00（土・日・祝休業、年末年始休業） 

 TEL：03-6416-4215    FAX: 03-5784-1083 

 あま咲きコイン Web サイト：https://chiica.jp/municipality/m28202/join-shop/ 



１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響により消費の落ち込みが拡大する中で、地域における消費を喚

起するため、プレミアム付商品券の発行・販売を行うにあたり、プレミアム付商品券販売事業者

（以下「販売事業者」という。）及び、プレミアム付商品券販売店（以下「販売店」という。）を

募集し、参加資格等を審査のうえ、販売事業者として承認するとともに販売店として登録する。 

 

２．プレミアム付商品券事業の概要 

 

 

(1) ポイントの名称 あま咲きコイン プレミアム付商品券 

(2) 発行者  尼崎市 

(3) 対象者  一般（尼崎市在住・在勤・在学を問わない。） 

(4) ポイントの構成 1口 5,000円で 6,000円分のポイントを販売 

(5) 購入限度額 1人 2口（負担額 10,000円）、 

           1世帯（同一住所）4口（負担額 20,000円）まで 

(6) 販売期間  令和 2年 10月 17日（土）～令和 2年 11月 30日（月） 

(7) 販売事業者 プレミアム付商品券を販売する事業者として承認された者 

(8) 販売店  プレミアム付商品券を販売する場所として登録された市内店舗等 

(9) 使用期間  令和 2年 10月 17日（土）～令和 3年 3月 31日（水） 

(10)加盟店  公募中 

(11)販売方法  販売店にて購入引換券の提示を受けて対面販売を行う。     

   販売事業者は専用アプリをダウンロードしたスマートフォンもしくは 

                     タブレットを使用して、利用者の専用カードまたはアプリに表示された 

                     QRコードを読み取り購入ポイントを発行する。尚、販売店以外にも専用 

     Webサイトによるオンライン販売を同時期実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．ポイント販売の全体フロー図 

 

 

(1) 販売状況の報告 

販売事業者は、ポイント発行用アプリでポイント発行履歴を確認し、販売期間中及び終了時に発

行数と受領金額に相違が無いことを確認すること。発行数と受領金額に相違がある場合は、速や

かにあま咲きコイン事務局（以下「事務局」という）に報告すること。 

 

(2) 販売後の取扱い（販売代金及び販売手数料の精算） 

販売代金、販売手数料、店舗で利用されたポイントの精算額を相殺し、尼崎市からの請求に応じ 

て、ポイントの販売代金を入金していただきます。 

販売事業者  事務局 

販売代金>販売手数料+清算金の場合 

事務局指定口座に販売代金を入金 

【次回締日まで】 

【振込手数料は尼崎市の負担】 

 

 販売代金、販売手数料、精算金 

（販売店で利用されたポイント） 

を集計し、相殺処理。 

販売事業者に対して請求書を発行。 

【各月 2回：15日、末締め】 

【即時に請求】 

販売代金<販売手数料+清算金の場合 

 

 販売事業者へ販売手数料及び精算金を入金 

【次回締日まで】 

【振込手数料は尼崎市の負担】 

 

(3)販売手数料 

販売事業者に対して 1口（5,000円分）につき 20円（消費税別）の手数料を支払います。 

販売手数料の請求方法等の詳細は、後日、販売店マニュアルにて案内します。 

 



４．販売事業者の事務等 

(1)委託販売契約の締結 

申込いただいた内容をもとに事務局で審査し、尼崎市の承認を得て販売事業者を決定します。販

売事業者に決定された場合、事務局との間で別途、委託販売契約を締結します。契約締結後に正

当な事由なく販売事業者（販売店） を辞退される場合は、損害賠償等が生じる恐れがあります

のでご注意ください。 

時期等（予定） 内容 

令和 2年 8月 7日～8月 31日 申込受付 

令和 2年 9月 1日～9月 14日 
事務局の審査及び尼崎市の承認 

販売事業者の選定 及び販売店の登録 

令和 2年 9月 15日 電子メールにて結果通知 

令和 2年 9月 15日 委託販売契約の書面発送 

 

(2)販売準備 

時期等（予定） 内容 

令和 2年 9月中旬 
販売店向け説明会の実施 

（説明会にてマニュアル、資料、販促物を配布） 

令和 2年 9月下旬 
ポイント発行用アプリのアカウント配布 

販売店によるポイント発行テストの一斉実施 

 

(3)販売期間 

令和 2年 10月 17日から令和 2年 11月 30日までプレミアム付商品券を販売することとする。 

 

(4)販売方法 

① 購入引換券と専用カードまたはアプリの提示を求める。 

② 購入引換券に記載された購入希望金額を確認し、現金を受領する。 

③ ポイント発行用アプリを使って専用カードまたはアプリに表示された購入者の QRコードを

読取り、購入金額分のポイントを入力、発行する。 

【専用カードの場合】暗証番号の設定画面が表示されたらポイント発行用アプリを購入者に

渡し、暗証番号の入力・設定を促す。 

④ 発行完了を確認し、購入引換券を回収する。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．参加資格等 

(1) 参加資格 

尼崎市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、市内店舗等でポイントの引換販売が可能で

あり、次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

 

① 尼崎市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと 

② 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 2項に該当しない者及び刑

法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 3若しくは第 198条又は私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）第 3条の規定による刑の容疑により

刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第 247条の規定に基づく公訴を提起されていない

者 

③ 「風俗営業等の規則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

条に規定する店舗等の営業を行っていないこと 

④ 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っていな

いこと 

⑤ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及

び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（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。以下「暴対法」とい

う）第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと 

⑥ 暴力団（暴対法第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員が経営

【その他の主な留意事項】 

・ ポイント発行用アプリを導入した端末及びアプリのログインアカウントは担当者のみが使

用、閲覧できるように厳重に管理すること 

・ ポイントを販売する際には、購入引換券の提示を求め、購入引換券に記載されている購入ポ

イント数を上限として販売すること 

・ 購入引換券は必ず回収し、販売期間終了後事務局へまとめて送付すること 

・ 暗証番号の入力時は画面から視線をそらすこと 

・ ポイント購入に関する領収書の発行は原則不要です。したがって、求められた場合のみ発行

すること。ただし、領収書を発行した場合の印紙代は、販売事業者が負担すること。 

・ すでに告知されているプレミアム付商品券にかかる取扱い内容が変更となった場合は、その

旨を販売店に掲示するほか、販売の際に対象者に案内するなどの対応を随時行うこと。 



に実質的に関与していないこと 

⑦ 役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用」していないこと 

⑧ 役員等が「暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」していないこと 

⑨ 役員等が、暴力団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ないこと 

⑩ 本店所在地の市町村税、消費税及び地方消費税を完納していること 

⑪ 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21条第 1項又は第 2項の規定による再生手続

開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第 33条第 1項の再生手続

開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17 条第１項

又は第 2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている

者（同法第 41条第 1項の更生手続開項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融

機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められ

る者でないこと 

⑫ 販売期間中に金庫を設置するなど充分な保安体制のもとで、受領した販売代金を適切か

つ安全に管理できる者であること 

⑬ サービスカウンタ－などポイントの引換に適した場所を設置できる者であること 

※商店街等の場合「商店街事務所」等とし、かつ当該事務所に適切な人員を配置できる

もの 

⑭ 発行を行う専用アプリを使用するためにスマートフォンまたはタブレットが 1台以上準

備可能であり、Android利用の場合は、セキュリティソフトが導入済みであること 

⑮ 安定したインターネット環境が利用でき、発行を行う専用アプリが問題なく動作確認で

きること 

⑯ あま咲きコイン加盟店への申込みが済んでいること 

 

(2) 責務 

次に掲げる事項について、遵守していただきます。 

① 適正な販売体制を構築すること 

※混雑により購入者が密集する状況が予想される場合は、ロープによる誘導、その他の 

方法により、人と人との間に十分な距離の保持に努めるなど感染防止策・安全対策等を

講じること 

② ポイントの販売代金を適正に管理し、期日までに事務局に入金すること 

③ ポスター・ステッカーを用いて、販売店であることを対象者へ効果的に周知すること※

販売可能な時間等については、あらかじめ対象者に周知させていただきます。周知後の

大幅な変更は原則不可です。やむを得ず変更した場合は、対象者等の不利益にならない

よう、対応をお願いいたします 



④ 本募集要項及び販売店マニュアル等に則して、適正に販売すること 

 

 

６．申込方法等 

(1) 申込方法 

申込みを希望される事業者は、募集要項の内容に同意のうえ、ポイント販売事業者登録申込

用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送でお申込みいただくか、Webサイトの申込フ

ォームに必要事項をご入力ください。 

ポイント販売事業者登録申込用紙は、Webサイトよりダウンロードして印刷いただくか、直

接事務局までお問合せください。 

※大型店・量販店・チェーン店・系列店など市内に複数の店舗を有する事業者の場合は、事

業者単位の一括でお申込みください。 

※商店街等の場合は、商店街事務所等として当該商店街等の代表者がお申込みください。 

あま咲きコイン Webサイト：https://chiica.jp/municipality/m28202/join-shop/ 

 

(2) 申込期間 

令和 2年 8月 7日（金）～令和 2年 8月 31日（月）まで【※郵送の場合事務局必着】 

 

(3) 審査結果通知 

申込みいただいた内容をもとに応募状況等を総合的に勘案して事務局が審査し、尼崎市が決

定します。審査結果は、事務局から 9月中旬頃に電子メールにて通知します。 

 

 

７．承認取消 

申込み内容に虚偽あるいは不備が認められた場合もしくは募集要項に規定する内容に違反する行

為が認められた場合は、販売事業者の承認を取り消すことがあります。また、損害金等の発生が

あった場合は、弁済を請求することがあります。 

 

 

８．その他 

9月中旬頃、販売店事業者向け説明会を予定しております。販売マニュアルに基づきご説明いた

します。その他ご不明な点は、表記事務局まで問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

https://chiica.jp/municipality/m28202/join-shop/


 

 

 

 

■ 誓約事項 

下記誓約事項を確認の上、お申込みいただきますようお願いいたします。 

1. ポイントの再販・再流通をいたしません。 

2. ポイント発行用アプリの悪用・濫用をいたしません。 

3. ポイント発行用アプリを利用するインターネット通信費は自己負担とします。 

4. ポイントの販売期間中 (令和 2年 10月 17 日～令和 2年 11 月 30日)は販売所として事業に

参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退をいたしません。 

5. ポイントの販売所の責務のほか募集要項に記載されている内容に同意し、遵守します。 

6. ポイントの利用に際して、利用者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認めら

れる場合、自ら解決に努めます。 

7. ポイントの取扱に関して尼崎市からの改善要請等があった場合には、それに従います。 

8. 店舗名・所在地・電話番号・業種の公表(専用ＨＰ、チラシ等に掲載)について同意しま

す。 

9. 登録する店舗は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する性

風俗関連特殊営業を行う者、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行う者

及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などを運営する者」、「特定の

政治団体と関わる店舗等」又は「公序良俗に反する店舗等」ではありません。 


