
一次販売時に定員に達しなかった場合の追加募集は、WEBサイト「逗子応援.com」にてお知らせします。
(二次販売では市外在住者も対象とし、アプリタイプのみ販売します。）

スマートフォン向けアプリタイプ
お申し込みの流れ

STEP

3 当選通知メール
PCからのメール（＠trustbank.co.jp）が受信できる
設定にしてください。
受信者の設定上の都合で受信できなかった場合、
市は責任を負いかねます。

購入＆チャージ

①アプリ上で「逗子応援プレミアム付き電子商品券」を選択
②クレジットカード情報の入力
＜ご注意＞
●本人認証サービス（3Dセキュア）へ対応
　しているクレジットカードのみご利用
　いただけます。
●ご利用可能なカードは、カード発行会社
　によって異なります。
右のQRコードよりご確認いただけます。

STEP

1
STEP

2 WEBで申込み
８ケタの会員コードを入力

ハガキでは
お申し込みできません！

STEP

4
アプリを立ち上げ、クレジット決済で
チャージ完了！

ご利用スタート！

※チャージできるのは当選者のみです
※当選額以上のチャージはできません

STEP

5

抽選 10月15日23：59締め切り

11月中旬頃

お申し込みは、お一人様1回限り（ハガキで申し込むことはできません）

11月24日までに済ませて
いただかないと無効になります！

ご利用方法は中面を
ご覧ください

￥

スマートフォンに
chiicaアプリをインストールし、
８ケタの会員コードを取得

逗子応援 プレミアム付き

電子商品券
申込受付期間 １０月１日   ～１０月１５日

購入は事前申込制です

販売価格 一口5,000円最大6口（30,000円）まで

アプリを起動し、店舗のQRコードを
読み取って決済します。

スマートフォン向けアプリ

3,000円分

10,000円購入につき

％30
プレミアム率

発行総額3億9,990万円！

カードを店舗スタッフに提示し、
読み取ってもらうことで決済します。

2,500円分

10,000円購入につき

カードタイプ

カードタイプは発行事務手数料がかかる
ため、プレミアム率は25％となります。
※一部、使用できない店舗があります。
詳しくは中面をご覧ください。

25
プレミアム率

％

お得！

購入金額 利用可能金額 専用券 共通券
10,000円 13,000円 8,000円 5,000円
20,000円 26,000円 16,000円 10,000円
30,000円 39,000円 24,000円 15,000円
10,000円 12,500円 7,693円 4,807円
20,000円 25,000円 15,385円 9,615円
30,000円 37,500円 23,077円 14,423円

アプリタイプ

カードタイプ

中小規模店のみで使える　　   、 大規模店でも使える  　　            　　　専用券 共通券 8 ： 5比率 はの

利用期間　１1 月１8日 　～令和 4 年 2 月28日

お得！ ￥

申込み多数の場合は
抽選になります

アプリ・カードタイプ両方に申し込むことはできません

（金） （金）

販売対象　逗子市民限定

（木） （月）



一次販売時に定員に達しなかった場合の追加募集は、WEBサイト「逗子応援.com」にてお知らせします。
(二次販売では市外在住者も対象とし、アプリタイプのみ販売します。）

スマートフォン向けアプリタイプ
お申し込みの流れ

STEP

3 当選通知メール
PCからのメール（＠trustbank.co.jp）が受信できる
設定にしてください。
受信者の設定上の都合で受信できなかった場合、
市は責任を負いかねます。

購入＆チャージ

①アプリ上で「逗子応援プレミアム付き電子商品券」を選択
②クレジットカード情報の入力
＜ご注意＞
●本人認証サービス（3Dセキュア）へ対応
　しているクレジットカードのみご利用
　いただけます。
●ご利用可能なカードは、カード発行会社
　によって異なります。
右のQRコードよりご確認いただけます。

STEP

1
STEP

2 WEBで申込み
８ケタの会員コードを入力

ハガキでは
お申し込みできません！

STEP

4
アプリを立ち上げ、クレジット決済で
チャージ完了！

ご利用スタート！

※チャージできるのは当選者のみです
※当選額以上のチャージはできません

STEP

5

抽選 10月15日23：59締め切り

11月中旬頃

お申し込みは、お一人様1回限り（ハガキで申し込むことはできません）

11月24日までに済ませて
いただかないと無効になります！
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逗子応援プレミアム付き電子商品券
お問い合わせ窓口

問い合わせ先　
逗子市商工会　046-873-2774　
逗子市経済観光課　046-873-1111　

050-6880-4421
平日10：00～17：00

カードタイプお申込みの流れ

郵送で申込み

お申し込みは、お一人様1回限り（WEB・はがき重複で申し込むことはできません）

STEP

1 WEBで申し込み

STEP

2 当選通知とカードを
お送りします

当選
しま
した

購入＆チャージ　
STEP

3 チャージ対応店にて現金購入で
チャージ完了！ ※チャージできるのは当選者のみです

※当選額以上のチャージはできません

ご利用スタート！　
STEP

4

10月15日消印有効

または

※当選者通知でお知らせします

抽選
11月中旬頃

ご利用方法は中面を
ご覧ください

①当選通知
②送付したカード（このままでは使えません）
③免許証・保険証等の本人確認書類
④購入代金

以下の 4点を必ずご持参ください
こちらをハガキに貼り付けるか
封筒に入れ、郵送してください

＜送り先＞〒249-0004逗子市沼間1-5-1
逗子応援プレミアム付き電子商品券事務局　宛

※申込み者は同一世帯に限ります
※当選は個人単位で決定します

11月24日までに済ませて
いただかないと無効になります！

10月15日23：59締め切り

カードタイプにお申し込みの方

チャー
ジ対応

店

住　所

申込者

フリガナ
氏　名 購入金額 性別 生年月日

〒　　　　ー

逗子市

TEL (            )                 ー
※住所は郵便番号や建物名まで正しくご記入ください。



逗子応援プレミアム付き
電子商品券 取扱加盟店舗一覧

※令和3年9月1日現在の情報です。最新の利用可能店舗は、右上のQRコードよりご確認いただけます。

取扱店舗や
市民向けサポート等
詳細こちらから

逗子応援プレミアム付き電子商品券は、下記のお店でご利用いただけます。

逗子応援 .com専用券

共通券

中・小規模店でのみ使用可能
（大型店やチェーン店では使用できません）
取扱店全店で利用可能 カードタイプ対応店●

使えるお店は
331店！

※アプリタイプは全店舗で
　利用が可能です ※随時更新中！

 【小売業】 食品・飲料・酒等
陰陽洞 ●●
魚平商店 ●●
大船軒逗子売店 ●●
川根園 ●●
桐ケ谷商店
茶楽 ●●
食"良"品の店 もりおか ●●
鈴木米店
TAC21 自然食の店にんじん屋 ●●
地域魅力
ちんや商店 ●●
ティアラ紅茶専門店 ●●
とうふ工房とちぎや
鳥一 本店
鳥一 新逗子通り店
長岡酒店 ●●
肉のノグチ ハイランド店 ●●
肉のむらた ●●
羽床総本店 逗子店 ●●
ビーンズ東逗子 ●●
東逗子エントランス ●●
ふじの蜂牧場 ●●
冨士屋牛肉店 ●●
フルーツハウス吉田屋 ●●
松久保青果
三河屋商店
らーめん舵屋
ワインショップ a day. ●●
 【小売業】 衣類・身の回り品
アトリエR ●●
INEYA ●●
WIZ
うつくしきもの 松屋
EVANCHO逗子店 ●●
学生服のT＆Y ヤワタ逗子店 ●●
カネユリ ●●
college
靴のヨコハマヤ ●●
JEANS ネシ ●●
ジュノ・ブティック ●●
Ginger Beach Inn ●●
zuhka ●●
tapa 逗子店 ●●
パドブーレ逗子 ●●

ひさぎ眼鏡 ●●
日南乃屋 ●●
ひびの
ブティックメルズ ●●
moon Rabbi 月のうさぎ ●●
メガネのアイ ●●
めがねの荒木 逗子店 ●●
メガネのクリサキ ●●
メガネのヤマザキ
 【小売業】  和菓子・洋菓子
エトアール洋菓子店 ●●
鎌倉ニュージャーマン逗子店 ●●
クレープショップばるぼら ●●
珠屋洋菓子店 ●●
豊島屋 逗子店 ●●
FATCAT BAKERS ●●
fujico muffin ●●
BAKE IT! ●●
マーロウ逗子駅前店 ●●
ラ・マーレ・ド・チャヤ／葉山 日影茶屋 ●●
 【小売業】  雑貨・家具
collection market ●●
Summer Mae ●●
紡氣 ●●
fabrikA ●●
ユーミッシュ ●●
lavoro di mano ●●
 【小売業】  フラワーショップ
橘 ●●
とがり園芸 ●●
花一
花里 ●●
フラワーショップこんの ●●
 【小売業】  パン
手作りサンドイッチ チロル ●●
ぱんとべじ ●●
pain presso ●●
パン屋 ブローニュ ●●
BOULANGERIE E.S.
Bledore 逗子駅前店 ●●
 【小売業】  車・バイク・自転車
石渡輪業 ●●
GARAGE134.TAMURA ●●
しまむらサイクル ●●
ヒラコサイクル ●●

山上輪業
 【小売業】  家電
アサ川電気 ●●
平野無線電気商会 ●●
 【小売業】  薬局・ドラッグストア
開成堂石渡薬局本店 ●●
開成堂石渡薬局支店 ●●
瀬戸薬品 ●●
 【小売業】  ガソリンスタンド
エス・ビー石油 逗子本店 ●●
エス・ビー石油 逗子桜山店 ●●
 【小売業】  コンビニエンスストア
セブンイレブン逗子インター西店 ●●
セブンイレブン逗子駅前店 ●●
セブンイレブン逗子小坪店
セブンイレブン逗子桜山3丁目店 ●●
セブンイレブン逗子七丁目店
セブンイレブン逗子久木4丁目店
 【小売業】  その他
愛古堂 ●●
井本化粧品店 ●●
オリンピアスポーツ
清田商店 ●●
Derby&Co. ●●
はんこ屋さん21 逗子店 ●●
マイハンズ ミカミ
マリンショップブルーフリート ●●
丸清商店 ●●
MIZOAK SPORTS ●●
やよい化粧品店
 【飲食業】 洋食
asile ●●
イタリアン食堂・酒場 Venite ●●
osso ●●
J.J. MONKS
KEG ●●
鉄板ビストロこみち ●●
トラットリア ア・ターヴォラ ●●
TRATTORIA LA VERDE ●●
ビストロTAKURO ●●
BETTEI ●●
maresco～sapore di mare～ ●●
洋食ふたみ ●●
洋食屋キッチンビッテ ●●
Risottoと日本酒のイタリアン しまだ ●●



ricco ●●
Restaurant surfers
 【飲食業】 居酒屋
居酒屋坪まる
一石二鳥 ●●
海畑marché太陽
おでん酒場あっかんべー ●●
地魚と串焼と旨い酒 来楽 ●●
さかな食堂 ●●
ざくろ ●●
酒菜所 結
ズシサカ　バアリア ●●
つく志
Blue Moon Zushi ●●
哉吉 ●●
山や ●●
琉球居酒屋 来楽 ●●
 【飲食業】 和食
秋田比内地鶏 玄磨 ●●
魚勝 ●●
魚友 ●●
かっぱ寿司（東逗子）
鎌倉小町逗子店 ●●
喰切料理 旬坊 ●●
そば席 御清水庵 あん彦 ●●
千登世寿司 ●●
とんかつ ひこのや ●●
風来まつなが ●●
星音 ●●
めしやっちゃん ●●
和食魚佐次
 【飲食業】 中華
金牛座 重慶火鍋店 ●●
康楽
せろりや ●●
想～ＳＯＵ～
China Dining 喰う喰う ●●
チャイニーズレストラン風麺 ●●
中華料理 海浜軒 ●●
日満亭 ●●
 【飲食業】 カフェ・バー
アンドサタデー ●●
大澤珈琲店 ●●
OHANAYA ●●
カフェくじらぐも ●●
カフェ ラ・シャット・ロンロン ●●
KopiLuwak ●●
桜山花音
シードリングキッチン逗子 ●●
ZUSHI Tears ●●
逗子茶寮 凛堂-rindo- ●●
Zushi まりん ●●
Tavern 空閑 ●●
ドトールコーヒーショップ逗子葉山店
FLAG Zushi
BREATHER COFFEE ●●
マッチポイント
 【飲食業】 その他
アリガヤ ●●
Ambos zushi ●●
ICHI～市 ●●
ラーメン壱成 ●●
AID.KITCHEN ●●
おかみ家
沖縄ごはん くくるやー

お好み焼きおらん場
on... ●●
鴨ん家 ●●
韓国料理 恩生
KKR逗子松汀園 ●●
コーデリ セントラルキッチン ●●
サンサンゴゴ
支那そば 哉 ●●
清水橋バル ●●
食彩堂 ●●
逗子キッチン ●●
ダイニングバー アダージョ ●●
Pau Hana ●●
八煌苑 ●●
barbatella ●●
焼鳥処なぎさ
 【サービス業】 美容・理容
アイビーム美容室 ●●
andArt ●●
Wink by REMIA
umica ●●
カタヤマ理容館 ●●
CaNaE ●●
grace zushi ●●
コートダジュール美容室 ●●
SunnysideHAIR ●●
サニー美容室 ●●
DIMORHOS ●●
Nashwan美容室 ●●
HaKU hair design
ビューティーショップIt's seiko ●●
Beauty Space Wink ●●
美容室Pot ●●
美容室norah ●●
美容室ふぅ香。 ●●
Fine hairmake ●●
Hair&make KIX
ヘアクリニック ステップワン ●●
マツエクサロン プラージュ ●●
mirto ●●
RIVER CUTS ●●
Luana by Kix
【サービス業】 整体院・整骨院・リラクゼーション
アロマガーデン ●●
カラダファクトリー逗子店 ●●
かるがも整体院 ●●
こつぼ整骨院 ●●
サロンまろみ ●●
じん整骨院
逗子整体院 ●●
逗子美容カイロのおうち ●●
整体院 気分爽快 ●●
整体ヒーリング工房 Re:O ●●
はり灸マッサージharitao ●●
まごころアロマ ●●
みすず鍼灸院
らく楽どう ●●
 【サービス業】 エステ・ネイル等
Salon Kyoko ●●
頭蓋骨小顔矯正×痩身 Espacio ●●
デトックス痩身＆小顔サロン ラグナ ●●
ネイル＆リラクゼーションサロン BellaVita ●●
美爪屋embeellir ●●
ベルガモット zushi ●●
ポーラザビューティー逗子葉山店 ●●

マピュス ●●
mer nail ●●
メディカルエステ 脱毛サロン サロンドスズカ ●●
Moena by Kix ●●
LIVING ●●
Lokelani ●●
 【サービス業】 クリーニング
クリーニング太陽舎 ●●
クリーニング太陽 ヨークマート東逗子店 ●●
クリーニング太陽舎 亀ケ丘店 ●●
新光舎 ●●
中田クリーニング ●●
白清舎
みなとやランドリー ●●
源屋京染店 ●●
 【サービス業】 教育・教室・体験
逗子スポーツクラブ
Zusi Dance Studio Ales ●●
逗子森パソコン教室 ●●
スマイル•グレイス ●●
NAOMI音楽教室 ●●
ハピウェル/スタジオカーム
Hawaiian Labo ●●
Pilates Studio Pacifica ●●
FIRE FIT GYM ●●
フィットアネックスZSC
福尾ホームスタディ ●●
ホプスコッチ英会話 ●●
re-loop yoga ●●
 【サービス業】 マリンスポーツ等
エバーリゾート ●●
CBサーファーズ ●●
スイッチスタンス ●●
逗子ウインドサーフスクール ●●
フェザーファクトリー SUPスクール ●●
フェザーファクトリー ウインドサーフィンスクール ●●
マリーンブルー
マリンボックス100
 【サービス業】 写真・スタジオ
尾島写真館 ●●
フジカラープラザ逗子店 ●●
【サービス業】 動物病院・ペット用品・トリミング
逗子動物病院
トダアニマルキャンプ
ドックサロンオーフル ●●
トリミングサロンJUJU
モナ動物病院
 【サービス業】 サービスその他
あらい行政書士事務所 ●●
池子屋
グローカリズム
Third Place 仲町橋 ●●
サンホーム
Shoeshine Chum's Bar ●●
逗子二葉会館 ●●
 【建設業】 工務店
arthome
キリガヤ
桜工舎 ●●
野村工務店 ●●
宮下工務店 ●●
矢部住建 ●●
 【建設業】 内装工事
サイドインテリア ●●
松岡表具店 ●●



注意事項
■換金・転売はできません
■カードの再発行はできません
■有効期限以降は無効になります
■11月24日までに、クレジットカード決済またはチャージ対応店で
　購入しないと利用できません

ご利用できない商品・サービス
■税金、逗子市家庭用指定ごみ袋、振込代金（コンビニ払いのネット決済
　などを含む）、振込手数料、各種保険料、電気・ガス・水道・電話料金等、　
　医療費及び医療に係る診察料等（動物病院を除く）貴金属、有価証券、
　商品券（ネット決済等のギフト券、ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、
　店舗が独自に発行する商品券など）、切手、印紙、プリペイドカード等、　
　たばこ等
■業務用の支払い
■土地・家屋、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる　
　支払い ※申込み者は同一世帯に限ります

※当選は個人単位で決定します

裏面に必要事項をご記入いただき、
ハガキに貼り付けるか

封筒に入れ、郵送してください

＜送り先＞〒249-0004 逗子市沼間1-5-1
逗子応援プレミアム付き電子商品券事務局　宛

スマートフォン向け
アプリタイプご利用方法

お店の人がカードをスキャンし、
金額を入力して決済完了

お客様がchiicaアプリの
QRコードリーダーで
お店のQRコードリーダーを
スキャン　　　　　

QRコードを
読み込んでください

QRコードを
読み込んでください

カードタイプご利用方法

カードタイプにお申し込みの方

詳しいご利用方法はこちら　

 【建設業】 障子・襖・畳
植木経師店 ●●
匂坂畳店 ●●
諸星畳店 ●●
 【建設業】 その他
セツビ商会 ●●

 【その他】 
アーテック ●●
湘南ビーチFM ●●
Y's Music Factory レコーディング・
ピアノスタジオ ●●

うどん 釡飯 肉おでん かまどか 逗子店 ●●
かっぱ寿司逗子店
カンティーナ逗子店 ●●
ステーキ宮逗子店 ●●
なぎさ橋珈琲逗子店 ●●
デリカさぼてん逗子銀座通り店

マツモトキヨシ逗子駅前店 ●●
ハックドラッグ逗子葉山駅前店
クリエイトS・D逗子駅前店 ●●
クリエイトS・D逗子久木店 ●●
白洋舎 池田通りサービス店 ●●

オーケー逗子店
スズキヤ逗子駅前店 ●●
スズキヤ東逗子店 ●●
西友逗子ハイランド店
ユーコープ桜山店 ●●
ヨークマート 東逗子店

富士空調サービス ●●
本島電気商会 ●●
 【運輸】 タクシー
逗子菊池タクシー
逗子葉山タクシー
富士タクシー

共通券のみが使えるお店（大規模小売店及び大規模フランチャイズ本社直営店）


