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・本商品券はすべて予約販売となり、事前申込みが必要です。
・応募多数の場合は抽選となります。
当選者にのみ当選ハガキ（引換券）を送付します。
・当選ハガキ（引換券）を指定の引換所へ持参し、商品券を現金で購入してください。

●まずは事前申込みを！

注意事項
・指定の引換所のみで、期間中に、現金にてご購入できます。
・当選ハガキ（引換券）を紛失した場合、再発行は行いませんので大切に保管してください。
・抽選から外れた方への通知はありません。
・抽選結果についてのお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承願います。
・お申し込みされたお客様の個人情報は、予約受付業務および引換券発送業務以外には使用いたしません。
個人情報は、「地域のお店応援商品券事前申込み受付センター」にて厳重に保管・管理いたします。

地域のお店応援商品券 コールセンター

0120‒277‒013 受付時間 平日 9：00～17：00（年末年始除く）
※ 7/19 ～ 8/14 までは土日祝も受付

お問い合わせ

当　選　発　表／2020年9月10日(木)から14日(月)に当選者
へ当選ハガキ(引換券)を郵送いたします。

商品券引換期間／2020年9月15日(火)～10月6日(火)

事前申込み受付期間

2020年7月27日(月)～8月11日(火)

[事前申込みハガキの送付先 ] 〒950-8770
新潟市江南区曙町３丁目２番20号
地域のお店応援商品券　事前申込み受付センター　行き

●応募方法
下記のいずれかの方法でお申し込みください。

❶インターネットでのお申し込み
　事前申込み受付ページから  ▲ https://yoyaku-ouen.jp　お申し込みください。

❷ハガキでのお申し込み
　右の応募用紙（コピー可）に必要事項をすべて記入のうえ、切り取り、
郵便ハガキ（63円）の表面に宛先を、裏面に応募用紙を貼り付けてご郵送ください。
　締切：2020年 8月 11日（火）必着
　ご応募はお一人につき、1回に限らせて頂きます。記入内容に不備や不正があった場合は、無効となります。

▲スマートフォン
でのお申し込みは
こちらから

〒950-8770
新潟市江南区曙町３丁目２番20号
地域のお店応援商品券
事前申込み受付センター　行き

引換所番号はチラシの裏面を
ご参照ください。



●商品券引換所一覧と店番号

本商品券に関する注意事項
・本商品券は有効期間を過ぎた場合や購入後の返品、
払戻しはできません。

　有効期間：2020年9月15日～2021年1月31日
・現金との引換・交換はできません。
・本商品券はお釣りが出ませんので、ご注意ください。

【商品券引換に関する注意事項】
◆お申込み後の引換所変更はできません。　◆商店街には駐車場がない引換所もございます。予めご了承ください。　

商店街　 土日・祝日販売あり
番号 区　名 店　　　　　　名 住　　　　　　　　所 対応可能時間
137 中央区 万代シルバーホテル 新潟市中央区万代1-3-30 10：00～18：00の時間のみ　無休
138 中央区 シネウインド 新潟市中央区八千代2-1-1 上映時間と合せて
139 中央区 情報工房DOC 万代メディアシップ店 新潟市中央区万代3-1-1　メディアシップ1F 平日９：30～18：00／土日祝日10：00～17：00
140 中央区 新潟・古町まちみなと情報館 新潟市中央区古町通７番町995番地7 11：00～17：00　不定休
141 中央区 宝石のダイヤ 新潟市中央区古町通8番町1508 平日10：00～19：00／日祝10：00～18：00　水曜定休
142 中央区 万代島鮮魚センター 新潟市中央区万代島２-2 9：00～19：00　無休
143 東　区 ヨシハラギフト 新潟市東中山1丁目16-10 平日９：00～18：00／日・祝日10：00～18：00
144 東　区 スギサキ 新潟市東区石山団地10-6 10：00～18：30　水曜定休
145 西　区 いちまん 新潟市西区内野町480番地 ９：30～22：00　期間中無休
146 西　区 やしち酒店 新潟市西区内野町524番地 平日８：30～20：00／日・祝日８：30～19：00
147 西　区 岡本酒店 新潟市西区内野西1-15-1 ７：00～20：00　無休
148 北　区 どまんな館 新潟市北区葛塚3313-1 期間中10：00～16：00
149 北　区 松浜こらぼ家 新潟市北区松浜本町2-13-7 土日のみ　10：00～14：00
150 北　区 小柳善三郎商店 新潟市北区松浜本町2-10-14 9・19・29日定休
151 南　区 理容タネムラ 新潟市南区西白根1011 ９：00～18：30　定休日：毎週月曜・第１火曜・第3日曜
152 南　区 ㈲星野酒店 新潟市南区西白根255-1 ９：00～19：30　火・水曜定休
153 南　区 おりはら時計店 新潟市南区白根2954 10：00～18：00　不定休
154 南　区 レディースファッションせきけん 新潟市南区白根3110 10：00～18：00　水曜定休
155 南　区 マスヤ味方店 新潟市南区味方103-1　 ９：00～19：30
156 秋葉区 ㈲須田屋 新潟市秋葉区小須戸3395 ８：30～19：00　定休日なし
157 秋葉区 目黒酒店 新潟市秋葉区矢代田1966-1 ８：00～19：00　定休日なし
158 西蒲区 大手薬品新潟和納店 新潟市西蒲区和納1650-1 10：00～19：00　期間中無休
159 西蒲区 ㈲吉野屋商店 新潟市西蒲区巻甲2921 ９：00～19：00　第２・第４日曜定休日
160 西蒲区 アリショー商店 新潟市西蒲区巻甲2917-14 平日９：30～18：30／土曜10：00～18：30　日曜定休
161 西蒲区 新潟市岩室観光施設いわむろや 新潟市西蒲区岩室温泉96-1 ９：00～17：00　第1・第3水曜定休
162 西蒲区 SSVほんだい 新潟市西蒲区巻甲4810-1 10：00～19：00　不定休
163 西蒲区 マスヤ中之口店 新潟市西蒲区福島890-1 ９：00～19：30

●本商品券が使えるお店（取扱店）について
新潟市の飲食店、小売店、理美容業、宿泊業、タクシー等で利用できます。
※大手スーパーや家電量販店等は対象外となります。
商品券を使えるお店一覧については、ホームページ（随時更新）でご確認ください。
地域のお店応援商品券　事前申込み受付ページ  ▼ URL https://yoyaku-ouen.jp

新潟しんきん　 平日販売  ９：00 〜15：00
番号 区　名 支　　店　　名
115 中央区 本店
116 中央区 沼垂支店
117 中央区 横門前支店
118 中央区 関屋支店 ※
119 中央区 米山支店
120 中央区 出来島支店

番号 区　名 支　　店　　名
121 中央区 鳥屋野支店
122 中央区 姥ヶ山支店
123 中央区 ながた支店
124 東　区 山ノ下支店
125 東　区 大形支店
126 東　区 中山支店

番号 区　名 支　　店　　名
127 東　区 物見山支店
128 東　区 石山支店 ※
129 西　区 青山支店
130 西　区 真砂支店 ※
131 西　区 坂井支店
132 西　区 寺地支店 ※

番号 区　名 支　　店　　名
133 西　区 大野支店
134 北　区 松浜支店
135 江南区 亀田支店
136 南　区 白根支店

※印店舗（関屋支店、真砂支店、石山支店、寺地支店）は 11：30～ 12：30は昼休み休憩として、店舗を閉鎖させていただきます。

郵便局　 平日販売  ９：00 〜17：00　一部営業時間が異なる店舗がありますので、下記※をご確認ください。

番号 区　名 局　　　名
1 中央区 新潟中央郵便局 ※1

2 中央区 新潟中郵便局 ※2

3 中央区 山二ツ郵便局
4 中央区 新潟姥ヶ山郵便局
5 中央区 新潟沼垂郵便局
6 中央区 新潟沼垂上町郵便局
7 中央区 万代シテイ郵便局
8 中央区 新潟竜ヶ島郵便局
9 中央区 新潟県庁内郵便局
10 中央区 新潟米山郵便局
11 中央区 新潟下所島郵便局
12 中央区 新潟女池郵便局
13 中央区 新潟堀之内郵便局
14 中央区 新潟弁天橋通郵便局
15 中央区 新潟上所郵便局
16 中央区 新潟紫竹山郵便局
17 中央区 新潟近江郵便局
18 中央区 新潟船場町郵便局
19 中央区 新潟本町十三番郵便局
20 中央区 新潟東中通郵便局
21 中央区 新潟学校町郵便局
22 中央区 新潟礎町郵便局
23 中央区 新潟南浜通郵便局
24 中央区 新潟横七番町郵便局
25 中央区 新潟白山浦郵便局
26 中央区 新潟関屋郵便局
27 中央区 新潟学校町三郵便局
28 中央区 新潟西大畑郵便局
29 中央区 新潟関屋本村郵便局

番号 区　名 局　　　名
30 中央区 新潟本町三郵便局
31 中央区 新潟有明台郵便局
32 中央区 新潟浜浦郵便局
33 東　区 新潟本所郵便局
34 東　区 新潟山木戸郵便局
35 東　区 新潟中島郵便局
36 東　区 新潟太平郵便局
37 東　区 新潟牡丹山郵便局
38 東　区 大形郵便局
39 東　区 新潟卸団地郵便局
40 東　区 新潟河渡郵便局
41 東　区 新潟紫竹郵便局
42 東　区 新潟物見山郵便局
43 東　区 新潟中野山郵便局
44 東　区 新潟山の下郵便局
45 東　区 新潟大山郵便局
46 東　区 新潟秋葉町郵便局
47 東　区 新潟船江町郵便局
48 西　区 新潟西郵便局 ※3

49 西　区 大野町郵便局
50 西　区 赤塚郵便局
51 西　区 中野小屋郵便局
52 西　区 坂井輪郵便局
53 西　区 小針郵便局
54 西　区 浦山郵便局
55 西　区 上新栄町郵便局
56 西　区 小新南郵便局
57 西　区 新潟大学前郵便局
58 西　区 内野町郵便局

番号 区　名 局　　　名
59 西　区 青山郵便局
60 西　区 新潟大野郵便局
61 西　区 五十嵐中島郵便局
62 西　区 寺尾台郵便局
63 西　区 真砂郵便局
64 北　区 松浜郵便局
65 北　区 豊栄郵便局 ※4

66 北　区 太郎代郵便局
67 北　区 新崎駅前郵便局
68 北　区 木崎郵便局
69 北　区 岡方郵便局
70 北　区 長浦郵便局
71 北　区 豊栄早通郵便局
72 江南区 亀田郵便局 ※5

73 江南区 横越郵便局
74 江南区 曽野木郵便局
75 江南区 曽野木団地郵便局
76 江南区 酒屋郵便局
77 江南区 亀田袋津郵便局
78 江南区 沢海郵便局
79 江南区 新潟中央卸売市場内郵便局
80 江南区 亀田城山郵便局
81 江南区 イオンモール新潟南郵便局 ※6

82 南　区 白根郵便局
83 南　区 月潟郵便局
84 南　区 新飯田郵便局
85 南　区 味方郵便局
86 南　区 庄瀬郵便局
87 南　区 臼井郵便局

番号 区　名 局　　　名
88 南　区 白根中央通郵便局
89 南　区 白根大通郵便局
90 秋葉区 新津郵便局 ※7

91 秋葉区 小須戸郵便局
92 秋葉区 中村郵便局
93 秋葉区 矢代田郵便局
94 秋葉区 新関郵便局
95 秋葉区 新津駅前郵便局
96 秋葉区 金津郵便局
97 秋葉区 新津中新田郵便局
98 秋葉区 荻川郵便局
99 秋葉区 小合郵便局
100 秋葉区 新津滝谷郵便局
101 秋葉区 新津新町郵便局
102 秋葉区 新津田家郵便局
103 秋葉区 新津山谷郵便局
104 西蒲区 巻郵便局 ※8

105 西蒲区 西川郵便局
106 西蒲区 竹野町郵便局
107 西蒲区 岩室郵便局
108 西蒲区 和納郵便局
109 西蒲区 漆山郵便局
110 西蒲区 間瀬郵便局
111 西蒲区 峰岡郵便局
112 西蒲区 越前浜郵便局
113 西蒲区 潟東郵便局
114 西蒲区 中之口郵便局

※１　新潟中央郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00、土曜９：00～ 17：00、日曜・休日９：00～ 12：30となります。
※２　新潟中郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00、土曜９：00～ 17：00、日曜・休日９：00～ 12：30となります。
※３　新潟西郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00、土曜９：00～ 15：00となります。　　　※４　豊栄郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00となります。
※５　亀田郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00となります。　　　※６　イオンモール新潟南郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 17：00、土日・休日９：00～ 17：00となります。
※７　新津郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00となります。　　　※８　巻郵便局の窓口営業時間は平日９：00～ 19：00となります。


