山形市
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山形市内の宿泊施設をお得に利用できる宿泊券!

山形市プレミアム付宿泊券

円で買
15,000円分が10,000

える!

8月16日 火

紙宿泊券 令和4年
抽 選 申 込 8月1日 月 ～

特設ホームページからの応募か、郵送での申し込み受付になります。※郵送申し込みは当日消印有効

令和5年 1月31日 火 まで
利用期間 宿泊券購入時〜
宿泊券の発送は8月下旬～9月上旬を予定しています。

6,000セット

●1セット当たりの販売額／10,000円
（発行額15,000円） ●発行数／
●購入対象者／どなたでも

●購入方法／特設ホームページ入力フォーム(web)および申込書郵送による抽選販売(１会計あたり2セットまで)
●取扱施設／取扱店ポスター・ステッカー表示のある施設

山形市プレミアム付宿泊券（紙券）専用コールセンター

0120-880-335

▼

特設サイト お申込み。取扱施設情報はこちら
（9:00〜18:00） 特設サイトURL Yamagata-premium.com
〈応募方法〉

※年末年始除く
〈令和4年12月30日
（金）
〜令和5年1月3日
（火）〉

特設サイトの応募フォームか、
郵便はがきでご応募いただけます。

▼ 山形市プレミアム付宿泊券【紙券】応募はがき

キリトリ

①応募フォームからの応募

特設サイトhttps://yamagata-premium.com/の応募フォームに必要事項を記載の上応募ください。
パソコンかスマートホンから応募できます。

②はがきでの応募

山形市プレミアム付き宿泊券抽選応募規約を承諾のうえ、
下記の方法で応募してください。
応募はがきを切り取り、必要事項を記載のうえ、
表面の所定の位置に63円切手を
貼って応募してください。

-

郵便番号

「山形市プレミアム付き宿泊券応募規約について
承諾しました。」
と記載してください。

都 道
府 県

名

電話番号

ハイフンなし

購入
希望数

チェックして
ください

A□ 1口【購入額10,000円

※1,000円券15枚(５ピース ３シート)
で15,000円分の宿泊券としてお使いいただけます。】
※1,000円券30枚(５ピース ６シート)
で30,000円分の宿泊券としてお使いいただけます。】

※チェックされない場合は抽選対象外になります。

※ご記入いただいた個人情報は本券の発送・連絡の目的にのみ利用し、
それ以外の目的には一切利用しません。

キリトリ

山形市プレミアム付き宿泊券応募規約に承諾して
応募します。

氏名、
氏名のフリガナ、
電話番号、
購入希望口数
「山形市プレミアム付
宿泊券応募規約
について承諾しました。

宿泊券の利用対象にならないもの

B□ 2口【購入額20,000円

■右記に記載の
【山形市プレミアム付き宿泊券応募規約】
をよくご確認
の上、
ご応募をお願いします。

住所、
住所のフリガナ、

①宿泊券の使用期限は2023年１月31日(火)です。
②使用できる宿泊施設や使用方法は、
特設サイトhttps://yamagata-premium.com/をご覧ください。
③当選者の発表は宿泊券の発送をもって代えさせていただきます。
当選者には8月下旬頃より順次、
ご希望数の宿泊券を郵便局の代金引換サービスにて発送します。
郵便局員が宿泊券をお届けした際、
現金(
【A】
1口/1万円・
【B】
2口/2万円)を支払い、
宿泊券をお受け取り
ください。
代金は現金でのみお支払いいただけます。
お届け日時の指定はできません。
④購入希望数の変更はできません。
※記載された購入希望数をお手元にお控えいただくことをお勧めします。
⑤宿泊券お届け前のキャンセルは受付けられません。
⑥購入された宿泊券は返金できません。
⑦購入を拒否される場合はお届けした郵便局員に
「受取拒絶します。
」
とお伝えいただき、
所定の手続きを
行ってください。
この場合はキャンセルとみなし、
当選権は消失します。
⑧本券は、
取扱宿泊施設でお直接支払いの場合のみご利用いただけます。
WEB上で決済(クレジット等)の
場合、
仲介者(旅行代理店等)を介したお支払いではご利用いただけません。

フリガナ
姓

郵便番号、

山形市プレミアム付き宿泊券応募規約

住所

氏名

山形南郵便局留め ︵山形県山形市中桜田１ー７ー２３︶

氏名、
氏名のフリガナ、
電話番号、
購入希望口数を記載し、

■赤枠内の必要事項をボールペン等ではっきりとご記入ください。

行

裏面に応募される方の郵便番号、
住所、
住所のフリガナ、

山形市プレミアム商品券

抽 選申込はがき

（
「山形市プレミアム付宿泊券
（紙券）
」抽選応募申込専用窓口）

︵﹁山形市プレミアム付宿泊券︵紙券︶
﹂抽選応募申込専用窓口︶

山形市プレミアム商品券事業事務局 行

9 9 0 9799
事業事務局

官製はがき等で応募する場合は、
表面に

〒990-9799 山形南郵便局留（山形県山形市中桜田１ー７ー２３）

①出資や債務の支払い（税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など）②金、
プラチナ、銀、有価証券、商品券
（ビール券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、印紙、
プリペイドカード等の換金性
の高いものの購入③たばこ事業法（昭和59年法律第68号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこの購入
④事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入⑤土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一
時預かりを除く）等の不動産に係る支払い⑥現金との換金、金融機関への預け入れ⑦風俗営業等の規制及び
義務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業に係る支払い⑧特定の宗教・
政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの⑨その他この宿泊券の発行趣旨にそぐわないもの、各宿泊券
取扱施設が指定するもの

その他留意事項

①宿泊券取扱施設において使用期間内に限り使用可能です。②購入後の返品はできません。③現金との引換
えはできません。④つり銭は支払いません。⑤盗難・紛失・滅失又は偽造・模造等に対して、発行者（山形市）
は
責を負いません。⑥宿泊券取扱施設は、本券を使用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ、使
用者が認識できるよう明示する義務を負います。

裏面「山形市プレミアム付電子宿泊券」もご覧ください

山形市

山形市内の宿泊施設をお得に利用できるデジタル宿泊券!

1

山形市プレミアム付宿泊券

円で買
15,000円分が10,000

える!

電子宿泊券
抽選申込

8月1日 月 ～8月21日 日

令和
4年

「ベニpay」
アプリからの申し込みになります。詳しい申し込み方法は特設サイトご確認ください。
はがきでの抽選申込はできません。

8月22日 月 〜 令和5年 1月31日 火 まで
●1セット当たりの販売額／10,000円（発行額15,000円） ●発行数／6,000セット
利用期間

令和4年

●購入対象者／どなたでも
●購入方法／「ベニpay」
アプリから抽選に申込し、当選通知受け取り後、
クレジット決済もしくはコンビニエンスストアでの現金払い
（1人あたり２セットまで）
●取扱施設／取扱施設ポスター・ステッカー展示のある施設

「ベニpay」専用コールセンター

▼

特設サイト お申込み。取扱施設情報はこちら
特設サイトURL Yamagata-premium.com

0120-306-570（9:00〜19:00）
※年末年始除く
〈令和4年12月30日
（金）
〜令和5年1月3日
（火）〉

■「ベニpay」の申込
①アプリをダウンロード

▼ 山形市プレミアム付宿泊券【紙券】応募はがき

②当選の通知が届いたら
コンビニでチャージまたは

PAY

クレジットカード決済

お手数ですが

自分で金額を
入力する

貼ってください。

店員が金額を確認、
OKを押す

発行するプレミアム付宿泊券の概要
電子宿泊券の概要

紙宿泊券の概要

名称

山形市プレミアム付電子宿泊券

山形市プレミアム付宿泊券

1セット当たりの販売額

10,000円
（発行額15,000円）

10,000円
（発行額15,000円）

プレミアム率

50％

50％

発行数

6,000セット

6,000セット

1セットあたりの構成

1シート
（宿泊券1,000円×５枚）
×３枚

購入限度

1会計あたり2セットまで

1会計あたり２セットまで

販売総額

6千万円

6千万円

発行総額

９千万円

9千万円

取扱施設

山形市内の対象宿泊施設のうち申請のあったもの
〈対象宿泊施設〉
市内に住所を有する旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定する旅館・ホテル営
業を行う施設及び同条第３項に規定する簡易宿泊所営業を行う施設のうち申請のあったもの。
但し、以下の施設は除く。
⑴

葬祭会館及びそれに類する施設

⑵

国及び地方公共団体等が設置する公営施設

⑶

風俗営業等の規制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条第６項第

４号に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する施設及びそれに類する施設
販売方法

ベニpayアプリによる抽選販売

購入方法

ベニp a yアプリによるクレジット決 済（ V I S A 、 日本郵便による代金引換サービスを利用した

申込書郵送及び入力フォーム（Web）による抽選販売

MASTER、JCB、AMEX）及び全国のコンビニエン 現金購入
スストア
（セブンイレブン、
ファミリーマート、
ロー
ソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコー
どなたでも

販売期間

販売開始日〜令和４年12月31日（売切次第終了）※

販売開始日〜令和４年12月31日（売切次第終了）※

利用期間

販売開始日〜令和５年１月31日※

販売開始日〜令和５年１月31日※

※「販売期間」及び「利用期間」については、新型コロナウイルス感染症等の影響により、開始・終了時期の変更や、期間延長となる
場合があります。

裏面
「山形市プレミアム付宿泊券【紙券】」
もご覧ください

行

どなたでも

キリトリ

マート）
での現金購入
購入対象者

山形南郵便局留め ︵山形県山形市中桜田１ー７ー２３︶

2次元バーコードを
スマホで読み取る

9 9 0 9 7 9 9
︵﹁山形市プレミアム付宿泊券︵紙券︶﹂抽選応募申込専用窓口︶

63円切手を

山形市プレミアム商品券事業事務局

■お支払いの流れ
取扱施設で
利用する！

キリトリ

