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1.事業名  「みんなの横須賀 ワンコイン で スタンプラリー」 

 

2.事業目的   

500円ワンコイン(店によってはツーコイン・スリーコインまで)という負担の少ない

価格に設定された商品・サービスを、消費者が購入・利用することで購買意欲を促進

することを目的とします。 

 また、ワンコイン等の商品購入者を対象にしたスタンプラリーを同時に実施し、横

須賀の経済活性化を願う多くの商工業者等からスタンプラリーのプレゼント賞品提供

を含めて参加してもらい、広く一般消費者の回遊性を促すと共に、市内事業者側とし

ての広報宣伝を行うことも目的とします。 

 

3.事業概要 

6/10    A「ワンコイン等商品・サービス」の参加募集・申込締切 

      B「スタンプラリープレゼント賞品」の提供募集・申込 

 

7～8月   ガイドブックの製作   *事業所ごとに掲載原稿の校正 

 

8月     ガイドブック・チラシの市内配布 

 

9月下旬～10月下旬    スタンプラリーの実施 

<参加店舗> 

●ワンコイン等(ツーコイン・スリーコイン含む:以下「ワンコイン等」と表示)の商品・

サービスを購入・利用した方に、購入(利用)数に応じた枚数の「スタンプラリー応募

シール」を渡す。 

●各事業所の実施(参加)期間は、夫々で 9/20 から 10/31 の間に設定してもらいます。 

 (例: 毎月曜日、10/10～10/25など) 

●シールは、当所の定める地域により全 6色(未定)。ワンコイン(500 円)1点購入につ

きシール 1枚を渡し、ツーコイン(1,000円)購入の際は 1点に付き 2 枚、スリーコイン

(1,500円)の場合は 1点に付き 3枚渡します。 

●自店をアピールできる商品・サービスを提供してください。 

●ワンコイン等の商品・サービスや、スタンプラリープレゼント賞品に関するご相談、

ガイドブック掲載内容やワンコイン商品の陳列等に関するご相談は事務局職員がお受

けいたします。お気軽にお声掛け下さい。 

 

 



<消費者> 

○各事業所でワンコイン等の商品・サービスを購入・利用して受け取った「スタンプ

ラリー応募シール」を 4 枚(未定)集めて応募はがきに貼り、希望賞品その他必要事項

を記入の上、郵便ポストまたは参加店舗に提出し応募します。 

○シールは全て異なる色で 4枚(未定)集めれば、ダブル抽選のチャンスがあります。 

※応募締切  平成 26年 11月 5日(水) 当日消印有効 

 

11月中旬以降 スタンプラリー抽選会の実施 当選者への賞品受け渡し 

 

4.ガイドブック 

(1)掲載内容 

 ①事業名・事業内容・「ワンコイン deスタンプラリー」とは? 

  ②「ワンコイン等の商品・サービス」掲載ページ *地域分け掲載 

 ③「スタンプラリープレゼント賞品一覧」、抽選会、応募要領、応募はがき 

 

(2)配布期間と配布方法 

 平成 26年 8月   日(  )～8 月   日(  ) 

 方法  *6/11開催予定の実行委員会にて決定します。 

  (                                ) 

 

(3)申込 

所定の申込書を 6月 10日(火)までに、横須賀商工会議所に提出 

 

5.本事業の広報 

上記配布方法にてガイドブックを配布のほか、 

①ワンコイン等の商品・サービス提供事業所でのポスター掲示(A3版、A4版) 

②横須賀商工会議所ホームページ、横須賀商店街連合会ホームページ 

 本事業の紹介およびガイドブック掲載内容を掲載 

③市内広報関係事業者への記事掲載 

④プレスリリースの実施 

ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 「ワンコイン等の商品・サービス」の提供 

 

1.参加対象者  

  横須賀市内の商工業者 

 

2.参加者負担金 

①横須賀商工会議所会員 

ワンコイン(500 円)、ツーコイン(1,000 円)、スリーコイン(1,500 円)の商品・サー

ビス掲載の申込区分に関係なく、参加者負担金は 1枠 1,000円 

 

②横須賀商店街連合会会員傘下店舗 

 ワンコイン(500 円)、ツーコイン(1,000 円)、スリーコイン(1,500 円)の商品・サー

ビス掲載の申込区分に関係なく、参加者負担金は 1枠 1,000円 

 

③横須賀商工会議所会員かつ横須賀商店街連合会会員傘下店舗 

 ワンコイン(500 円)、ツーコイン(1,000 円)、スリーコイン(1,500 円)の商品・サー

ビス掲載の申込区分に関係なく、参加者負担金は 1枠 500円 

 

④横須賀商工会議所・横須賀商店街連合会共に非会員(*小規模事業者に限る) 

 ワンコイン(500 円)、ツーコイン(1,000 円)、スリーコイン(1,500 円)の商品・サー

ビス掲載の申込区分に関係なく、参加者負担金は 1枠 10,000円 

 

*小規模事業者…商業・サービス業の場合、常時使用する従業員が 5名以下(それ以外は 20名以下)

の事業所の方を言います。 

 

3.ガイドブック 

(1)紙面 

○地域の地図、ワンコイン等の商品・サービス掲載欄で構成 

 事業所番号を、地図と商品・サービス掲載欄につけます 

 

(2)ワンコイン等の商品・サービス掲載欄 

ア.枠数  1事業所原則として 1枠 

 

イ.掲載項目 

①事業所情報 

 ワンコイン(500 円)・ツーコイン(1,000 円)、スリーコイン(1,500 円)の価格表示、 

事業所番号、事業所名、所在地、電話番号、定休日、営業時間、駐車場の有無や車 

椅子 OK!などの記号、地域グループの色(= シールの色)など 

②ワンコイン等の商品・サービスに関すること 

 商品・サービス名、金額(税込 500円、税込 525円など)、実施期間や時間帯、そ 



の商品・サービスに込めた思いや PRまたは事業所の PR(30字以内)など 

③ガイドブック等の商品やサービス内容、店舗、店主の顔写真や従業員との集合写 

真など 

*原則としてデジタルデータを事務局または印刷業者へ提出する 

*デジタルデータの提供が困難な場合は、プリント写真も可(裏面に必ず店舗名を記入のこと)、写真は 

返却いたしません 

 

4.申し込み 

 所定の申込書に必要事項を記入の上、写真を添えて事務局まで提出下さい。 

 (横須賀商店街連合会会員傘下の商店は、商店街毎に纏めて提出下さい) 

 なお、写真はデジタルデータの際には、横須賀商工会議所大友宛てメール 

 まで送信願います E-mail: kyo@yokosukacci.com 

 申込締切日: 平成 26 年 6月 10日(火)午後 5時<厳守> 

*申込書は、横須賀商店街連合会ホームページでダウンロードすることができます 

*申込書の記載事項は、必ず記入願います 

*ワンコイン等の商品やサービスに関する参考資料があれば添付してください 

 

<宛先> 

①郵送の場合 

 *写真がデジタルデータの場合は、メールで別途②に送ってください 

〒238-8585 横須賀市平成町 2-14-4 

 横須賀商工会議所 産業・地域活性課内 大友・鈴木 

 

②メールの場合 kyo@yokosukacci.com  

 

③FAX の場合 FAX:046-823-0401 写真は別途①(プリント)または②(データ)に送って

ください 

 

5.スタンプラリー応募シール 

①ワンコイン(500 円)の商品・サービス購入(利用)1 点につき、1 枚のスタンプラリー

応募シールを渡します。ツーコイン(1,000円)は 1点につき 2枚、スリーコイン(1,500

円)は 1点につき、3 枚応募シールを渡します 

 

②シールは 6色(未定)あり、当所が定める地域毎に色が異なります 〔例〕 

1)地区(赤)   2)地区(ピンク)     3)地区(オレンジ) 

4)地区(黄緑)     5)地区(青)  6)地区(緑) 

 

③申込書に記入された予定販売個数をもとに、スタンプラリー応募シールを参加事業

所に配布します。 

 *配布枚数の上限 
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  小規模事業所    1事業所あたり 300枚まで 

  小規模事業所以外  1事業所あたり 1,000枚までとします 

 *この上限を超える枚数のシールをご希望の場合には、超過分について実費相当額の 

負担がかかる場合があります。 

 

6.その他 

(1)掲載事業所の選定、参加の取り消し 

 本事業の趣旨等にそぐわないと考えられる、商品・サービスの提供の提案があった

場合には、本事業への参加をお断りする場合があります。 

 また、ガイドブック等に掲載した内容と実際に内容が異なっていたり、本事業「ワ

ンコイン de スタンプラリー」の趣旨を誤認させるようなことがあった場合には、消

費者との信頼関係を損なうだけでなく、他の参加事業所にも多大な迷惑をかけること

になります。そのような場合には、ワンコイン等の商品・サービスの販売・提供を中

止してもらうと共に、その旨を公表する場合があります。また、次回からの参加をお

断りしますので、予めご了承ください。 

(2)関係法令等の遵守のお願い 

 本事業へ参加する場合は、食品表示法をはじめとする関係法令を遵守するようお願

いします。 

 

 

 

B スタンプラリープレゼント賞品の提供 

1.参加対象者 

 横須賀商店街連合会会員(賛助会員を含む)傘下事業所、または、横須賀商工会議所

会員事業所 

2.ガイドブック 

(1)紙面 

 

(2)プレゼント賞品掲載欄 

 紙面の都合上、ガイドブックに掲載できる内容は、次のとおりです。 

 ①賞名および写真  *企業名をつけます 

 ②プレゼント賞品に関すること 

  プレゼント賞品の商品名・サービス名、提供個数 

  *当所ホームページには、①②の他、プレゼント賞品提供事業所の情報、PRなどを 

掲載する予定です。また、提供事業者ホームページにリンク予定です。 

 

3.プレゼント賞品 

 (1)プレゼント賞品の構成 

  ア．各事業所から提供されたプレゼント賞品 

     賞名に企業名をつけます 



  イ.会議所予算から購入するプレゼント賞品 数点 

     例:会頭賞、横須賀海軍カレー賞など 

  *「ア」の中から希望するプレゼント賞品を消費者が選んで応募します 

   *異なる色のシールを 4枚集めて応募した場合は、さらに「イ」の中からプレゼン 

ト賞品が当たるダブル抽選のチャンスがあります(イは希望賞品を選べません) 

 

 (2)プレゼント賞品の当選者への受け渡し  ～11月下旬以降 

  当選者には事務局から一括して、当選通知を郵送にて案内します。 

  プレゼント賞品は原則として、提供店舗または横須賀商工会議所で当選者に渡す 

(当選はがきと引替え)よう案内します。 

  *生鮮食品や割れやすいもの、飲食の提供などのように、賞品の保管に対して事務 

局では対応困難なものについては、提供事業所での受け渡しや利用になります。 

  *当選通知と引替でプレゼント賞品を受け渡しますが、当選通知を紛失した場合に

は当選を無効とします。 

 

4.スタンプラリー抽選会 

◇時 期  平成 26 年 11月中旬 

◇場 所  横須賀商工会議所 

◇当選通知 事務局から当選者に郵送にて通知 

 

5.申し込み 

 所定の申込書に必要事項を記入の上、写真を添えて事務局まで提出下さい。 

 申込多数の場合には、原則先着順とします。 

 

申込締切:平成 26年 6月 10日(火)午後 5時<厳守> 

 

<宛先> 

①郵送の場合 

 *写真がデジタルデータの場合は、メールで別途②に送ってください 

〒238-8585 横須賀市平成町 2-14-4 

 横須賀商工会議所 産業・地域活性課内 大友 

 

②メールの場合 kyo@yokosukacci.com 

 

③FAX の場合 FAX:046-823-0401 写真は別途①(プリント)または②(データ)に送って

ください 
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