
鈴鹿市へのアクセス
名古屋方面、伊勢方面、京都・大阪方面へのアクセスには、

JR線と近鉄線が利用できます。自動車の場合、国道 1号線や

国道23号線のほか、市北西部の東名阪自動車道・鈴鹿インター

チェンジを利用して、各方面ヘアクセスできます。

鈴鹿市 DATA(2016年2月29日現在）

面積・ 194.46km2
平均気温 15.4℃ 
人口・ 20万548人、世帯数8万3061世帯

車をご利用の場合

霊 園 東名 目

伊勢湾岸線 伊勢湾岸線

［患約制分｜
東名阪

［京都 ｜ 

ぱ宝寺約70分｜

τ－ー「
回芯120分l

名神 東名阪

西名阪

公共交通をご利用の場合

JR快速みえ（約 40分）

近鉄名古屋線（特急約40分・急行約50分）

近鉄大阪線・近鉄名古屋線（特急約 100分）

近鉄京都線（特急約60分） 近鉄大阪線・近鉄名古屋線 （特急約70分）

059・382・8698
鈴鹿市産業振興部産業政策課 干513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号

Fax: 059・382-0304 E-mail ・ sangyoseisaku@city目suzuka.lg.jp

｜資料3 （補足）
④若者等ふるさと就職支援事業

成果物
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鈴鹿で暮らす
＠ 

豊かな自然環境に加えて、 産業、 経済、 文化が調和しながら

発展を続ける鈴鹿市。 現在では 20万の人口を数え、市民が

いきいきと暮らしています。

風土・名産

三重県北部に位置する鈴鹿市は、東に伊勢湾、西に鈴鹿山脈と豊かな自然環境に恵まれたまちです。農業、畜産業、水産業が活発に行わ

れているほか、自動車産業などの企業も多く立地し、伊勢湾岸地域有数の内陸工業都市として発展しています。

旧東海道 ・旧伊勢街道の宿場町、港町として栄えてきた歴史から、歴史的資源にも恵まれています。伝統産業の「伊勢型紙jは、着物の

柄や文繊の染色に使う型紙で、千年あまりにわたって受け継がれています。また、墨としては日本で唯一の伝統的工芸品に指定されている「鈴

鹿墨Jは、高い品質の銘墨として知られています。

観光・レジャー

鈴鹿といえばサーキット。日本国内のモータースポーツの聖地として、F1や鈴鹿8耐の

ほか多くのレースが開催されます。また、モー トピア （遊園地）は家族連れで楽しめるレ

ジャースポットとして人気です。

その他にも庄野宿・石薬師宿などの歴史的スポットや登山が楽しめる鈴鹿の山々、千代崎・

鼓ヶ浦海水浴場を有するなど、多くの観光資源や豊かな自然環境を活用したレジャーが楽

しめます。また、東海地方で唯一開催される熱気球全国大会「鈴鹿バルーンフェスティパルj

などのイベン卜も充実しています。鈴鹿 F1 。鈴鹿サーキット提供

防災への取り組み

災害時には、広報車、屋外の防災スピーカ一、ケーフルテレビ局、 コミュニティFM、インター

ネットを周いたSNSなど、多犠な情報伝達手段で避難情報を発信するほか、市民の皆さんが

撮影した身近な被害状況などをウェブ地図上で共有する「すずか滅災プロジェクトjなどの

先進的な取り組みも行っています。

また、津波ハザードマップをはじめとする各種防災マップも充実しています。

子育て支援

親子力f出会いを通じて交流し合える場としてオープンした、子育て支援センター 「りんりんjは、子ど

もの居場所として、また育児不安や育児ス トレスを抱えた保護者のために、安心でき安らげる場となって

います。いつでも気軽に立ち寄り、過こ’していただける施設で、子育てに関する相談や事業も行っています。

私たちは鈴鹿に移住してきました！！

若い人たちで新しいコミュニティを

休日は、伊勢や鳥羽、奈良方面にドライブに行く

ことが多くなりました。お気に入りの観光地に日帰

りで行けるアクセスの良さを感じています。

市内では新しい住宅地の開発も進んでいますが、

鈴鹿は近隣都市に比べて地価が安いという印象があ

ります。働くにしても住環境がベースになりますか

ら、こうした地価の安さは魅力の1つではないで

しょうか。また、新しい住宅地では、若い人たち自

身が主体になって、新しいまちづくりやコミュニ

ティづくりがーからできる楽しみもありますね。

行きたいところにすぐ行ける魅力

鈴鹿の魅力は、豊かな自然と市街地が近接していて、

コンパフトにまとまっていること。海水浴場やキャンプ

場が市内にあるので手軽にレジャーが楽しめます。また、

名古屋など近隣都市へのアクセスもよく、 「行きたいとこ

ろにすぐ行けるjというメリットを感じています。

こちらに来る前は、鈴鹿というとモータースポーツや

自動車産業の印象カ匂量かったのですが、伊勢型紙や鈴鹿

墨といった伝統的な匠の授もあります。そして、もっと

ほかにも隠れた魅力があるはずなので、これから新しく

市民になる人たちと一緒に見つけていきたいと思います。

山田のり予さん
愛知県一宮市より鈴鹿市へ

宮川鯨太郎さん
東京都より鈴鹿市へ

鈴鹿で働く

幅広い業種の企業カf立地するだけでなく、農畜水産業も盛んな

鈴鹿市は、新しい世代に向けた創業支援にも力を入れています。

わたしたちと一緒に↑動いてみませんか。

大手企業の工場が多数立地

自動車、食品、医薬品、電機、化学に関する製造業など、幅広い業穫が立地しています。

今後も企業誘致を進めるとともに、既存のものづくり企業への各種支援も積極的に進

めていきます。

戦後、いち早く企業の誘致に取り組み、順調に発展を続ける鈴鹿市は、 三重県下第

2位の工業都市としての地位を確立。現在では、新産業の創出にもカをi主ぎ、より多

くの人々がやりがいを持って仕事ができる環境整備支援に取り組んでいます。

農業、畜産業、水産業

稲作や野菜の生産に加えて、サツキなどの植木は全国有数の産地を形成していると

ともに、鈴鹿山麓で栽培される「かぶせ茶jは全国一の生産量を誇っています。 また、

県下第ーの鶏卵生産地であり、 養鶏農家が多く集まっています。

市内に4つの漁港があり、水産資源も豊宮です。伊勢湾でのアナゴやコウナコ等の

沿岸漁業や、のり養殖などが行われています。

鈴鹿茶の栽矯

A鈴鹿商工会議所主催「すずか創業塾j

Webサイト（http://www.sougyou-jyuku.com)

隠れ家力フ工ボシマリアージュ

上
回町
一

川
町
H
H
H醐
ご

ほ

山
町
世
間
内

向

wam山日
住所：鈴鹿市神戸二丁目 15-7
電話： 059-382-1038 
営業日寺問： 11:30～ 17:30（定休 毎週月 ・木 ・日）

鈴鹿商工会議所が創業を支援

鈴鹿商工会議所では、創業支援に力を入れています。経営指導員による経営相談を

随時行っているほか、創業者の基礎レベル向上のための「すずか創業整jや創業計画

を実現するための 「ブラッシュアップ個別相談会jなどを行っています。

平成 25年 10月には、鈴鹿市・ 日本政策金融公庫・三重県信用保証協会と創業支援

のネットワーク 「鈴鹿創業フロンティアサポー トjを構築。現在、経営革新等支援機

関である当所に創業窓口を一元化し、イ也の支援機関と連携して開業資金調達をはじめ

とする総合的な支援を行っています。

鈴鹿商工会議所
干513-0802三重県鈴鹿市飯野寺家町816
TEL : 059 ・ 382 ・ 3222 E-mail : suzuka@scci.or.jp 

私は鈴鹿で起業しました！！

大好きな鈴鹿のまちで夢を叶える！

お店を始める前は、看護師をしていたのですが、 「カフェをやってみたい！ J 
という夢を捨てきれずに一念発起して起業しま した。お店の場所は、市外も含

めていろいろと検討したのですが、なかなかピンとくる物件が見つかりません

でした。そんなとき、ちょうど実家を改築することになり、それに合わせて今

の場所で開業しました。

起業にあがりでは、鈴鹿商工会議所の「すずか創業塾jに2回参加しました。

右も左もわか’らない状態でしたが、起業の 「いろは」を学べて、とても貴重な

体験になりました。私は鈴鹿の出身ですが、このまちが大好きです。ご近所同

土仲が良いし、人は温かくて穏やか。電車の駅も近く生活しやすい。野菜や魚

といった食材も地元産のとれたて、新鮮なものが入手できます。手づくりのス

イーツと鈴鹿のおいしい水で湾れた紅茶をぜひ飲みに来てください。

山本真理子さん
隠れ家カフェ ボンマリアージュを経営



伝統産業創生事業

新商品開発・販路開拓事業に関する資料
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新商品

①鈴鹿墨を使用したメニューのテス ト販売

秋の味覚の鈴鹿墨ピザ

R 

鈴鹿墨のフロマージュムースケーキ 鈴鹿墨のカプチーノ

② ・安野モヨコさんが、鈴鹿墨を使って描いた水墨画の商品展示

展示コーナー （右手に水墨画）

カプチーノとコースター

←名刺入れと絵葉書

ランチョンマット

（防水加工）

コラボレーショングッズ
j 

エアーフレッシュナー （芳香剤）

※墨の芳香がします。
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｜資料3 （補足）｜
⑦文化の薫る歴史街道活性化事業

成果物

｜ 置 フォームからのお1an~fi 

お知らせ 東海道・伊勢街道 資料館・記念館 指定文化財

～すずかの歴史街道をたどってみよう～



お知らせ

2016.6.15 【新蔵展示】伊勢型紙の歴史開催中

2016.4.22 ゴールデンウィーク中の各館の臨時開館について

2016.4.13 卯の花のつぼみが膨らみ始めました

2016.3.30 大黒屋光太夫記念館だより23号を発行しました

2016.3.25 佐佐木信綱記念館だより第30号の発行

，逝去のち湖~せ」{ltまとちら

指定文化財
QJILurol P1・opcrty dcslgm,lcd 

鈴瓜nlIには多〈の

文化財がありますe

そのなかから回｜や

以・tlTに指定された

ぷ化IHそご制介。



歩乙う

イ吉綱作詞の唱歌

r要I主来のJでおなヒみの卯の花。

4月下旬～7円上旬ド見ごろ

文化の薫る

歴史街道活性化事業

大木神社から

約2.3km
地下道

冬のしf；れ梅

ド有名

←鈴鹿の山刊マ広がる。

大沢i也からの眺めド＠

歌人・国文学者でみる
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すすかの

東海道

大5尺5也

目、問右手
（店長ra;i:来初j

出 5去雲稗寺

し主主訟の
茎持 ｛考古博物館 ｝

紅葉ド棄しめる

ムラサ斗＇'J''Jジの名所

旧，l、キホ家住吉守
（市指定文化財）を活用し

宿場資料を展示

庄野町西から

約1.3km
庄野宿資料箆

③ 

＠③ 
｜河幽小嶺校西方｜

鈴鹿さつを追ゑ相必〉

ヲ月中旬～6月下旬（：旬、1すマ

ホ"J1レまつリド開催

山の紳万；灯築会良界.jf;

中富田一里塚

k、ろk、ろな

里子息ド見られる

零予約

前川史五郎資料室
（枚田小学校内）

凡例

圃陶 …国道1号 ff" ...コンビニ

亀山市

...…旧東海道 且 …道標

但し関西本線や国道等の工事によって分断され ． …地蔵堂
部不明のため推奨道を記載 ’ 

＠手縁プロずヲション

鈴鹿市マスコットキャラクターベルディ



東海道を歩く嫌
東海道は、慶長6年（1601)、徳川家康によ って

中山道・甲州街道 ・日光街道 ・奥州街道とともに五

街道のーっとして整備されました。上方と江戸を結

ぶ重要な街道であり、今日まで人々に親しまれてい

ます。また、西国大名の参勤交代の道として、幕府

が全国統治をする上で大切な役割を担う街道でした。

道中には53の宿場があり、立ち並ぶ旅寵や茶屋は

旅人たちの休息の場となりました。同時に、宿から

宿へと公用の荷物や通信物を継ぎ送るのも、宿場の

大切な業務のひとつでした。鈴鹿市には元和2年

(1616）に44番目の石薬師宿、寛永元年（1624）に

45番目の庄野宿が設けられています。

宿場のほかに、一里塚や常夜燈などがあり、当時

の面影を伝えています。普段気にも留めず見過ごし

ていた小さな道標を、かつての旅人になった気分で

見つけて歩くと、ウォーキングもいっそう楽しくな

るのではないでしょうか。

文化財ひとくちメモ，
＊庄野宿資料館の高札 （鈴鹿市指定有形文化財）

高札とは、幕府の達などを、板札に墨書きして掲

げたものです。庄野宿の高札場は、本陣と脇本陣の

間にありました。多くの場合、新しい高札が届くと

古い高札は破棄されますが、庄野宿には天和2年

(1682）の高札が残さ れており、全国的に見ても例

が少ないものです。

古石薬師文庫閲覧所 （国登録有形文化財）

石薬師出身の佐佐木信綱は、還暦の記念として青

年達のために洋風建築の図書館を寄付し、石薬師文

庫閲貰所 （佐佐木信綱生家隣）としました。同時に

整備され、書庫に充てられた生家土蔵や、再移築さ

れた生家と併せて、信綱と故郷との強い紳を示すも

のです。

＊石薬師一里塚跡 （三重県指定文化財）

一里塚とは、旅人の目安のために1里ごとに築か

れた塚です。石薬師の一里塚はもと蒲川の西岸に位

置し、かつて榎が植えられていました。

vご利用案内

佐佐木信網記念館

〒513-0012 鈴鹿市石薬師町1707-3 TEL&FAX : 059-374-3140 

直面劃 9:00～16:30 [fil![J 月曜・第3火曜 （祝日の場合翌日）・年末年始

匡亙亙無料

庄野宿資料館

干513-0831 鈴鹿市庄野町21-8 TEL&FAX : 059-370-2555 

直面面 10:00～16:00 匝劃 月曜 （祝日の場合開館）・火曜 ・如水曜・年末年始

区 至習無料

考古博物館

干513-0013 鈴鹿市国分町224 TEL: 059-374-1994 FAX: 059-374-0986 

直面画 9:00～17:00 匝画 月曜・第3火曜 （祝日の場合翌日）・祝日の翌日 （日曜除く）・年末年始

区 亙亙 一般・高校生200円／中学生以下100円 ※特別展期間中は別料金

障害者手帳をお持ちのかた （付添い 1名含む）と、 70歳以上のかたは無料

前川定五郎資料室

干513-0027 鈴鹿市岡田一丁目29-1 （鈴鹿市立牧田小学校内） TEL : 059-382-9031 （文化課）

軍亘豆 土曜・日曜・ 祝日の10:00～16:00 ※見学希望日の3日前までに文化課まで予約してください

～支化の薫るおすすめヨース～ 水分補給を忘れずに！
アクセス

位石薬師コース却

し胤一一約 1.8km 約 3km

込庄野コース担

約 500m

約 580m

約 1.1km 

東海道の名残を感じながら、信網かるた道をたどり

文学の世界に触れることができるコース。

約 580m I韮 ｜約 430m I田 ｜ 約 2.1km

古い家並みや庄野宿資料館など、 往時の面影が残る

庄野宿を中心にのんび：uと歩けるコース。

約 530m 約 780m 約 1.8km

(J R関西本線〉

直亘 ：同＝『亙亘』画亙舎一直副
約50分 約5分 約5分

〈近鉄名古屋線〉 〈近鉄鈴鹿線〉

重重量 ! f 1伊勢若松｜叶叶厘画自

約45分 （乗換） 約10分

発行平成 27年 10月

鈴鹿市文化振興部文化課

鈴鹿市神戸一丁目18番18号

TEL: 059-382-9031 FAX: 059-382-9071 

E-mail : bunka@city.suzuka.lg.jp 回総回

http : / / suzuka-bunka.jp 讃蕗

－地図上の記号は一部省略または実際の位置と若干異なる場合があります0

．施設等は臨時休館する場合があります。
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手ムのおすすめすす、、百景F急要望」

Ill置置園・

国れ問J
［応募資格 j
．．．．．．．．． 
［応募方法 ）

~霊童3・

・軍医蓮置

－ 掴

－・

あなたのおすすめする鈴鹿の風景・風物詩など

平成27年7月21日（火）匿亙～平成28年1月15日（金）匠直

応募者の資格制限はありません。

①文化課ヘ郵送・持参でのご応募の場合
1)写真データは、JPEG形式にてCD-Rに入れてお持ちください。

2）プリント写真は、、A3サイズ以下でお持ちください。

②インターネットでご応募の場合
1)下記のURLからご応募ください

URL http://suzuka・bunka.jp／回
2）写真データは、5メガバイト以内でJPEG形式とします。

＊撮影場所、撮影白、題名、住所、氏名、郵便番号、電話番号および

ニックネーム （公開する際の名前表記）を記載しご応募ください。

＊応募作品およびメディアの返却はいたしかねます。

＊お一人稼5点までのご応募にご協力ください。

①応募作品は、平成27年4月1日から締切日までに本人が燭影したものに限ります。

②燭影場所は、鈴鹿市内とします。

③被写体に人物が含まれている場合、被写体の人物に公表の承諾を得てからご応募ください。

（個人特定性の低い風景写真などは，この限りではありません。）

④応募作品は，著作権ー商標権などの知的財産権に抵触しないようご注意ください。

⑤ 応募にかかる通信料等の費用は応募者負担となります。

⑤ 応募された写真の著作権は撮影者に帰属しますが、応募者は鈴鹿市に対し、応募写真等の使用権、

編集権、出版権、二次使用権を無償にて許諾するものとします。

⑦必要事項の記載漏れは対象外とさせていただきます。

③ 応募作品及びメディアの返却はいたしません。

応募作晶の中から魅力ある写真として採用した15点については、

下記の記念品を贈呈します。

岨合すずか歴史街進賞？書、・・H ・H ・－鈴鹿の銘茶 切リ取リ線、』p

命働すずかカJレチャ一貫g主……・… 鈴鹿の銘店の食事券

命働すずかネイチャ－tgι…・…・…・鈴鹿の銘菓

i応募いただいた先着 500名様（上記採用者を除く）に、 1
1本市の伝統工芸「伊勢型 紙jで染めた手ぬぐいを : 

1差し上げます。
’※ただし、応募作品の点数に関わらずお一人徳1点とさせていただきまれ i 

応募作品はホームページや資料館・記念館等の
デジタルフォトフレームなどで公開活用します。

いただいた個人情報については、記念品の送付など本企画に必要な範囲

でのみ使用させていただきます。

一一
「私のおすすめすずか百景J応募票

療影場所＊

撮影日本
年 月 日

題 名＊ 

氏 名本

住 所牢

電話番号本

v 合3~i8~~I!1~J,9子~；.1：と？
ニックネーム

（公開する名前）

年 齢

＊ 印は必須項目

写真を郵送される方はこの応募票を写真の裏側に
貼り付けてご応募ください。



文化ぬ薫る歴史街道活性化事業 歴史を振り返り、未来を見つめるために

演題 “その時庫裏が動いた”

元 NHKキャスター
京都造形芸術大学教授

国学院大学客員教授
まつだいら さだとも

松平定知さん

申込方法 9/1(火）受付開始

豆布図

の現楊から

平成 27年（2015年〉

10月25日（目〉
・開場 138寺00分

・開演 13時30分

定員500名

鈴鹿市文化会館けやきホール
鈴鹿市飯野寺家町 810

． 
1¥健tンター

。央通白

E”鹿市収

C 
．直島

近鉄鈴鹿市駅から

鈴鹿市文化会館行きの

三交パスまたは

タクシーで約4分

回τs工企舗前 宜RZ3 三交パス鈴鹿市文化会． ． 館から徒歩で約1分
役会・a止 3貧鶴．
センター

氏名・郵便番号・住所・電話番号を、電話・ FAX・メール・ハガキにて

お申し込みください。〈講演会の2週間前に入揚券ハガキをお送りする予定です。〉

申込・お問合せ／干513-8701鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号 鈴鹿市文化振興部文化課

電話059(382) 9031 C平日 s:30～ ・〉 d 占

回晶器回
FA×059 (382) 9071 -~ 
電子メール bunka@city.suzuka厄jp 晶・副，

主催／鈴鹿市



松平定知（まつだいらさだとも〉

1944.11 東京生まれ

69.3 早稲田大学卒

元 NHKキャスター

京都造形芸術大学教慢

国学院大学客員教授

4 NH K入局

6 NH K高知放送局

74.8 NH K東京アナウンス室

2007.11 NH K退職

現在 京都造形芸術大学教短

国学院大学客員教授

＜主な担当番組等＞

「連想ゲームJ「日本語再発見Jなどの司会を経て、「夜7時のTVニュース（19時ニュース）」

や「朝 7時のTVニュース（モーニングワイ ド）J、「ニュース llJ等、ニュースを 15年。

NHKスペシャルは「新シノレクロー ド」「世紀を越えて」「マネー資本主義Jなど 100本以上。

「その時歴史が動いた」は9年担当。

その他、紅白歌合戦総合司会、 世紀越え特番（平山郁夫／天竺への旅 ・薬師寺）などの特別番

組も多数担当。

2010～2014年まで『NHK世界遺産 100シリーズ』を担当。

2010年第36回放送文化基金賞

2013年前 島 密 賞

fl 衛星放送協会オリジナノレ番組アワー ド・編成企画最優秀賞を受賞。

その他ことばの魅力を伝える活動として読み聞かせや朗読会を全国で行っている。

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 圃・・・ ・・・・ ・・・園 田圃・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 圃・・・ ・・・・ ・・
『歴史講演会』 FAX用申込用紙（1グループ4名まで）

鈴鹿市文化課宛 (FAX059・382・9071)

代表者

氏名

T 

住所

電話番号

代表者以外の方

氏名
住所（どちらかにO，市外の場合は市町

村名をご記入く ださい）

市内 市外（

市内 市外（

市内 市外（



明
治
五
年
、
石
薬
師
村
（
現
鈴
鹿
市
石
薬
師
町
）
に
生
ま
れ
、

明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
亘
り
歌
壇
の
巨
人
と
仰
が
れ
、

国
文
学
者
と
し
て
も
活
躍
し
た
佐
佐
木
信
網
。

今
回
は
、
信
網
の
令
孫
で
、
現
代
短
歌
の
第

一
人
者
で
あ
る

佐
佐
木
幸
綱
氏
を
お
招
き
し
、
祖
父
・
信
網
の
人
と
仕
事
に
つ

い
て
、
ご
講
演
頂
き
ま
す
。

講師

佐佐木幸綱氏
東京都出身
日本芸術院会員

早稲田大学名誉教授

平成十四年紫綬褒章受賞

一鹿市

お問い合わせ：干513・8701鈴鹿市神戸一丁目18番18号鈴鹿市文化振興部文化課







この度、鈴鹿商工会議所では、市内の消費を喚起するため、国の地域消費喚起・生活支援型の交付金事業を活用し、

鈴鹿市民の皆様と鈴鹿市内の会社や学校へ通勤・通学されている皆様を対象に、販売価格に20%のプレミアムを付けた

商品券を発行します。（商品券は、このチラシの裏面に記載の取扱店で使用することができます。）

ぜひ、この機会に商品券をお買い求めいただき、みんなで地域を元気にしていきましよう！

E韮韮這謹温温温語圏 7/4r:. 制，宅n
平成27年（2015年） 1'18惨 ~UfD 

・・・E蓋箇配盗；a・・・65,000冊予定

・・・・；！遺言lrii唖f2冨・・・ 10,000円／冊

・・・邑孟埋；ill語圏・・ 平成27年6月5日（金）から
平成27年6月22日（月）必着まで

※購入希望の方は、事前に申込みが必要です。

詳しくは、特設ホームページか、このチラシに掲載の商品券Q&Aをご覧ください。

回 インターネット以外の
購入申込方法もありま

す。詳しくはこのチラシ

の商品券Q&Aをご覧

ください。

http://suzuka”premiumjp/ 

｜ 事業実施主体鈴鹿商工会議所 鈴鹿市飯野寺家町816 ll 

｜資料 3 （補足）

⑧地域活性化商品券発行事業
成果物

商品券は1枚1,000円券12枚綴で、1冊を1万円で販売します。（発行総数65,000冊予定）

1冊につき2,000円分お得な商品券です。ご購入はお一人様5冊までです。

市内の『小売業」「飲食業」『サービ、ス業」等で『地域消費喚起協力店」のポスターの

R占つである店舗でご利用いただけます。利用可能な店舗は、裏面に掲載されています。

また、利用可能な店舗については順次拡大してまいりますので、

鈴鹿商工会議所の特設ホームページにて最新の情報をご確認ください。

－盃E圃 平成27年7月15日（水）～平成27年11月30日（月）

※利用可能店舗数：市内の350店舗以上（5月1日現在）詳しくは裏面をご覧ください。

※利用期間を過ぎた商品券は無効になります。※おつりは出ません。

※切り離された商品券は原則利用できません。

・注意事項
次に掲げる物品の販売、サービス等の提供は、商品券の利用対象外とします。

ア出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金、NH K受信料、電話料など）

イ有価証券、ビール券、図書券、商品券、切手、印紙、プリベイドカード、宝くじ等の換金性の高いものの購入

ウたばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

工医療費の支払い

オ土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く）等の不動産に関わる支払い

力現金との換金、金融機関への預け入れ、転売及び金券ショップ等への売却

キ公序良俗に反するもの

ク事業活動に伴って使用する原材料、機器類及ひ、仕入れ商品なと、の購入

ケその他取扱店が特に指定するもの

申込み多数の場合は、厳正なる抽選を行い、7月中旬に引換え購入はがきの発送をもって

発表に代えさせていただきます。落選者の方ヘ通知はいたしませんので、ご了承ください。

引換え購入はがきには、ご希望された『冊数・販売場所』を明記しています。

※引換え購入はがきの再発行はできませんので、大切に保管してください。

※引換え購入はがきの譲渡はできません。

R 



引換え購入はがきをご持参の上、はがきに記載されているご希望された引換え購入場所でご希望された

冊数の商品券を購入してください。ご購入時のお支払い方法は現金のみとさせていただきます。

引換え購入はがきをお持ちいただければ、代理人の方でも引換え購入可能です。

－翠~ 平成27年7月15日（水）～平成27年8月5日（水）

※引換期間内に現金との引換えがない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。

※商品券購入後の商品券の盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。

また一度購入した商品券の払い戻しはいたしません。

※商品券のキャンセル等が生じた場合は追加販売を行う予定です。販売方法の詳細については、

鈴鹿商工会議所特設ホームページ、広報すずか（9月5日号）でお知らせする予定です。

※引換え購入時に商品券の利用に関するアンケート用紙をお渡ししますので、ご協力をお願いいたします。

市内に在住・通勤・通学の方は年齢に関わらずお申込みできます。

以下の3通りのいずれかの方法からお申込みください。

~ 平成27年6月5日（金）～平成27年6月22日（月）必着

。 インターネットによるお申込み 以下の特設ホームページからお申込みください。

自器アドレス http://suzuka圃 premiumjp/

＠専用用紙によ る お 申 込 み 商業観光課（市役所本庁7F）及び各地区市民センターに、

専用申込み用紙を用意しております。

商業観光課及び地区市民センターで用紙をご記入しお申込みください。

＠官製はがきによるお申込み（下記を参考にご記入ください）

官製はがきに次の全ての必要事項をご記入しお申込みください。必要事項①～⑧を上からJI聞に記入してください。

送付先：干513-8701鈴鹿郵便局留『地域消費喚起商品券予約販売事務局』宛

①郵便番号

②ご住所

③お名前

④お名前のカタカナ（ヨミガナ）

⑤連絡先（電話番号）

⑥希望冊数（お一人様5冊まで）

官製
はがきの
書き方

⑦引換え購入希望店（右ページの引換え購入希望店表から選択し、番号で記入）

⑧市内に在住・通勤・通学の記入（右記を参考に、1～3の番号で記入）

※お申込み後の内容確認、変更等はいたしかねますのでご了承ください。

固目図園田回目

抽鈴

予議鹿
約消郵
販 費 便
売喚局

書E留

局嵩
宛努

※お申込みは、申込み方法に関わらず、お一人さま1回限りとさせていただきます。

※重複申込みは、無効といたします。

①郵便番号

②ご住所

③お名前

④お名前のカタカナ｛ヨミガナ）

⑤連絡先｛電話番号）

⑥希望冊数｛お一人橿5冊まで｝

①引換え麟入希望店
（番号で記入）

⑥市内に
在住－ • 1 
通勤ー・ ・2 
通学…・・3番号で記入

固1軍曹軍軍軍事
購入希望店舗 番号 取扱期間 購入希望店舗 番号 取扱期間

鈴鹿支店 国府支店 34 

かんべ出張所 2 圧野支店 35 

若松出張所 3 加佐登支店 36 

加佐登支店 4 石薬師支店 37 

百五銀行 平田町駅前支店 5 久間田支店 38 

白子支店 6 牧田支店 39 

稲生出張所 7 飯野支店 40 

磯山出張所 8 河曲支店 41 

旭が丘支店 9 

鈴鹿支店 10 

玉垣支店 42 Ill 伊勢神戸支店 43 

石薬師支店 1 1 ーノ宮支店 44 7月15日から

鈴峰支店 12 長太支店 45 
8月5固までの

平日の
鈴鹿中央支店 13 箕田支店 46 8時30分から

三重銀行
平田町駅前支店 14 Ill 長太支店 15 

若松支店 47 16時00分まで

鈴鹿農協
白子支店 48 

白子支店 16 7月15日から 稲生支店 49 

千代崎支店 17 
8月5固までの

平日の
天名支店 50 

玉垣支店 18 9時00分から 合川支店 51 

旭が丘支店 19 15時00分まで 磯山出張所 52 

ι 鈴鹿支店 20 栄支店 53 
’‘ 石薬師支店 21 椿支店 54 

平田駅前支店 22 平田駅前支店 55 

第三銀行
住吉支店 23 

玉垣支店 24 

深伊沢支店 56 

深溝支店 57 

白子中央支店 25 庄内支店 58 

白子支店 26 桜島支店 59 

稲生支店 27 本店 60 

鈴鹿支店 28 

北伊勢 自子支店 29 

上野 加佐登支店 30 
信用金庫 住吉支店 31 

• 第三銀行 平田駅前支店 61 7月18日から
8月2固までの

箕田支店 32 
土日祝の

10時00分から

中京銀行 鈴鹿支店 33 17時00分まで



協力店名 取扱品目

合川地区

鈴鹿農協合川支店 肥料、農薬、資材｛家庭菜園用）、ベットボトル茶

｜ 天名地区 ｜ 

イワサコ1里美容
鈴鹿農協天名支店

スポーツマンハウス鈴鹿

マルヤスギフト館

理容、美容施術全般

肥料、農薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

ランチバイキング｛レストラン）、天名乃湯、宿泊

ギフト

し 飯野地区 ｜ 

BESS三重展示場

e・陥bすまいる銀
HAIR&MAKE GRANARY 

おふくろさん弁当鈴鹿店

安藤新閉店

居酒屋積綱や

伊藤陶器

今井硝子

インド村鈴鹿本店

ウイズライブ

大戸屋鈴鹿店

岡田石材店

かずE里容
ゴルフ5鈴鹿中央通店

斎奉関セレモニー事業部

シャディイナ卜ウ鈴鹿店

鈴鹿グランドボウル

鈴鹿中央斎奉閣

鈴鹿中央総合病院内売店・レストラン和

鈴鹿農協飯野支店

鈴鹿農協果菜彩鈴鹿店

炭焼瑚緋オリジナル

セブンイレブン鈴鹿道伯5丁目店

タージマ／＼）レ
中野製餅店

肉のくすの木

ハヤシ住宅

ホット・オーブン・ローザリー

マックスパリュ鈴鹿中央店

マルヤス西条店

ミニストップ鈴鹿西条店

ミニストップ鈴鹿安塚店

ヤマコー

ヤマモ卜

清芳園本店

鈴鹿農協石薬師支店

とりの巣工房

古市商店

SK-NET 

オークワ鈴鹿高岡店

新星食品

鈴鹿農協 ーノ宮支店

鈴鹿農協長太支店

パーティハウス鈴鹿店

パナスピード

フランス菓子トレイズ
マヲ．、，，，ー， ，、・， 1 - S•l'T'\油企

住宅殴備の販売、薪ストーブ販売段置、塗料の販売

便器、水栓、給湯器、IHクッキングヒ一世ーなどの住宅設備の販売及び取替え工事

カット‘パーマ、力ラーリング、トリートメント、フエイシャルエステ

弁当、惣築、野菜等

新聞販売

ちゃんと鍋、居酒屋メニュー、お食事メニュー

和洋食器、雑貨、ギフト、インテリア、厨房機器

アルミニウム製建具、磁子、シャツ:ll一、エクステリア

インド料理、カレー、ナンetc

一般家電販売・修理・電気工事

定食、弁当

和聖墓石、洋型.石、オリジナル墓石、石彫刻晶、石製品等

カット、パーマ、顔そりなど

ゴルフ用品

墓地墓石手元供養品等販売

冠婚葬祭ギフト中元歳暮等の進物品

ボウリング場の運営

葬祭会館

コンビニエンスストアレストラン

肥料．農薬、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

肥料、農薬、資材（家庭菜園周）、ベットボトル策

瑚誹店及びコーヒー豆小売販売（世界のコーヒー豆）

コンビ二工ンスストア

カレーハウス

赤飯、大福餅、みたらし団子、いちご大福、鈴鹿抹茶大福、アイスまんじゅう、

アイスキャンディー等

精肉、惣菜

住宅股備機器の販売、リフォーム工事

パン、洋葉子、ジュース、アイスクリームの販売

生鮮食品、食品、酒等

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

レン音ルリース、イベント・セレモニーの経営、NEWベストウエイトの販売

テント、シート、帆布製品

石薬師地区

お茶、葉子、食品

肥料、農薬、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

申書入木製玩具

酒類、お米、食品、お菓子、飲料水

一ノ宮地区

OA機器等の保守田修理限定事務店舗用品、文具類

食料品、日用品

貝類のしぐれ煮、各種佃煮

肥料、農薬、資材｛家庭菜園周）、ベットボトル茶

肥料、農薬、資材｛家庭菜臨用）、ベットボトル茶

衣料品、服飾雑貨、寝具インテリア（軽寝具、クッション等）

家電

ケーキ、パン、焼幸菓子、ゼリー
ι........................門司時

協力店名

鈴鹿農協国府支店

精肉田中屋本店

セブンイレブン鈴鹿平野町店

チコーデンキV&V

マックスパリユ鈴鹿住吉店

ミニストップ国府店

もりもり食堂

ワカオ電装

ウイズちかざわ ひかり

鈴鹿大学内売店

鈴鹿農協磯山出張所

鈴鹿農協栄支店

ハセガワ園芸

鈴鹿農協庄内支店

取扱品目

国府地区

肥料、農謀、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

牛肉、豚肉、若鶏肉、ハム

コンビニエンスストア

家電販売、電気工事

生鮮食品、食品、酒等

コンビニエンスストア

鳥焼肉と島料理をメインにした飲食店で鳥以外のメニューも豊富

自勧車電張晶修理、販売、取付（ナピ、ETC等）

栄地区

家電、設備工事、パソコン関係

コンビニエンスストア

肥料、震薬、資材（家庭菜園用）、ベットボトル茶

肥料、農薬、資材（家庭菜園用）、ベットボトル茶

ガーデニング、園芸用品、草花・種菌類

庄内地区

肥料、農薬、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

庄野地区

ASBee 紙、靴周品

BLUE EAST 衣料

Bスター カフェ 喫茶メニュ一、オムライス、パスタ等食事メニュ一、ケーキのお持ち帰り等

DCMカーマ鈴鹿中央通店 日用品、工具、園芸用品など

DHCイオンモール鈴鹿直営店 健康食品、化駐品

drug store’s shop 洋服

earth music & ecology 衣服

EDGE PLUS 美容業 カット、力ラ一、パーマ、ネイル、まつ毛エクステンション、ヘアケア商品販売

fran de lingerie ランジエリー、インナ一、ルームウエア等

Free『SMart 洋服

grove アパレル、雑貨

HUSHUSH レディース、キッズアパレル、雑貨

ikka 紳士・婦人服＆雑貨（服飾）

KALOIコーヒーファーム コーヒー豆、輸入食品の販売

MUK アクセサリー、へアーアクセサリー、服飾雑貨

petit main キツズアパレル

semantic design 紳士衣料品

STARVATIONS 衣類、雑貨

STONE MARKETイオンモール鈴鹿店 天然石アクセサリー、雑貨

SYZ 眼鏡、サンタラス、眼鏡関連の雑品

VENCE-EXCHANGE アパレル、衣料品

ZERO 9 by Rogues シルバー製品、革製品

アクセサリーのわかさ ウィツグ、ヘアーアクセサリー

イオンコンパス鈴鹿店 旅行業

イオンベット鈴鹿店 ベットフード、ベット用品、ベットのトリミング

イオンリテールイオン鈴鹿店 衣料品、重品、住居余憤全般

エステール 宝飾品

王記厨房 中華料理

カフェケーキ LOOK 喫茶メニュー、ランチ等の食事、ケーキのお持ち帰り等

カブリチョーザ パスタ、ピッツァ

カメラのキタムライオンモール鈴鹿店 写真 及び関連商品カメラ

キクチメガネ メガネ

靴下屋 靴下

クレアーズ アクセサリー

グローバルワーク鈴鹿店 衣料品販売

コムサスタイル 洋服

サーティワンアイスクリームイオンモール鈴鹿店 アイスクリーム、ドリンヲ類、クレープ

サブ、ウェイ サンドイツチ、サラダ、ドリンク、ポテト他

しゃぶらく鈴鹿店 一人一舗のし守ぶしゃぶ食べ放題

鈴鹿農協庄野支店 肥料、農薬、資材（家庭菜園用）、ベットボトル茶

星光堂 イオンモール鈴鹿店 印章、印串j、文具
市・静闇 a’~、 企，..＿＿ド ・－一－ 4・ー

協力店名

みのや

宮村アルミサービス

ミルク

メガネ21鈴鹿店

メナードフェイシャルサロンソレイユレオ白子

洋久屋燃訟

らーめん四六時中

取扱品目

白子地区 ｜ 

住宅関連の殴備販売及びリフォーム

外構造園、エクステリア事業

洋菓子・バン・喫茶

眼鏡製造販売

フェイシャルエステ

LPガス、灯油、ガス器具、住宅世備機器

らーめん

「 云垣雇 ｜ 

ADI 
DCMカーマ鈴鹿店

MOTOM 
nel flower 
YOURSアサノ岸岡店

アカシア化被品店

イトウデンキ

魚伊

クスハラ自動車

サンメート

末広斎奉陪

鈴鹿厚生病院内売店

鈴鹿農協 桜島支店

鈴鹿農協 玉垣支店

セブンイレブン鈴鹿桜島5丁目店

セブンイレブン鈴鹿東玉垣町店

ダスキン森栄

東海醸造（株）

日進興業

ホンダブリモトリコ

マックスパリユ鈴鹿店

ミニストップ綴島店

ヤマザキファーム

ユニーアピタ鈴鹿店

沖植物園

鈴鹿農協樽支店

椿会館参集殿

拝啓かあさん本舗

鈴鹿農協深溝支店

Bibe Ludeピベルーデ

boutique里羅

ex-select鈴鹿ハンター店

hani come haniday(/1ニカωにヂイ）

M2 
MEN’S SHOP MON 
PIALA（ピアラ）

W-inds（ウインズ）

朝日楽器

居酒屋×ワイン友蔵

大阪モダン焼風月亭

大鯛寿司

割烹川太郎

木のおもちゃKUKKA
ぎゅーとら ラブリ一平田店

清芳園 ハンター店

リフォーム、外構エクステリア、総合建Ill:業

ホームセンター業、園芸、ベット、インテリア用品など

結婚相続所の相手紹介、交際相手探しのパーティ参加費

生花観葉植物

家電、住宅股備、オール電化

化粧品販売、エステ等

家電販売、オール電化工事、リフォーム工事等

魚、野菜、果物、菓子

自動車、車検、整備、極金

遠赤自家焔煎瑚！＃販売、モーニングコーヒー、ランチ、パンケーキ

葬祭会館

コンビニエンスストア

肥料、農薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

肥料、農薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ダスキン商品のレン:llル・小売業

味噌、醤；由、つゆ、たれ、ポン酢

ハンバーグ、ステーキ

新車・中古車販売、自動車整備・部品販売

生鮮食品、食品、酒等

コンビニエンスストア

豚肉、ハム、ウインナ一、｝＼ン，可ーグ

食料品・衣料品・住居関連品

椿地区 ｜ 

植木・進国資材

肥料、農薬、資材（家庭菜園用）、ベットボトル茶

とりめし

茶、菓子、乙んにゃく、しょうゆ、しぐれ煮等

深伊沢地区

肥料、厳薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

牧田地区

ジュース、ビール、酒類など、揚げ物、ピザ、パス:llなど

婦人服

婦人服衣料

婦人服、薮飾雑貨、生活雑貨、家具

婦人服

シャツ、ニット類、雑貨、スーツ、ジャケット（紳士卜－:l!Jレ）

衣料品、（ア膏ルト）洋品紳士物中心で婦人物も置いています．

婦人服

音楽全般（主にピアノ）、音楽教室、楽路、小物、ピアノ調律等

飲食

お好み鏡宮、モダン焼曹、焼きそば、から揚げ、アルコール、ソフトドリンク等

うどん、そば、井、翼手司

和食一般

知育玩具木製のおもちゃ

食料品

お茶、菓子、食品



山田無線

F1マートサーキット通り店
MADOショップ鈴鹿店

シャトル
鈴鹿農協稲生支店
鈴鹿農協果菜彩稲生店
大新工業

大徳慶長久（F1マー卜店）
ドミノ・ビザ鈴鹿サーキット通り店
プリマカフェ
まいどおおきに食堂鈴鹿稲生食堂
ライフデザイン HEAT

1SHIDA1098 
佐野庄若園

サンケー電機
杉浦薬局

杉浦薬局県道店

鈴鹿農協加佐登支店
鈴鹿農協西部営農・資材センター
鈴鹿みどりの大地
セブンイレブン鈴鹿広瀬町店
大徳屋長久（広瀬店）

とんかっとん太
八百勇

マックスパリュ加佐登店
ミニストップ加佐登店

家電販売、取付工事

稲生地区 ｜ 

食料品・日用雑貨品・花田園芸用品等

窓、水周り関連、エクステリア

家電、エコキュート、電気給湯器

肥料、農薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

肥料、農薬、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

リフォーム

小原木、かりんとう鰻頭など和菓子一般

ピザ店

飲食

食堂

アパレル、オートバイ

加佐登地区

へアーカット、エステ、女性お顔そり

鈴鹿のかぶせ茶

家庭電化製品

一般医薬品目用雑貨・化粧品

医薬品化粧品目用品・健康食品等

肥料、捜索、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

肥料、農薬、資材l家庭菜園周｝、ベットボトル茶

農産物、農産物加工品

コンビニ商品

小原木、かりんとう鰻頭など和菓子一般

とんかっエピフライから婦げ

食料品（野菜、果物、鮮魚、乾物）

生鮮食品、食品、酒等

コンビニエンスストア

L J河白地区

OK電気商会
イソズ電化センター十宮店
ウイズかわきた
オークワ鈴鹿木図店
鈴鹿農協河幽支店

大久保電気商会
大原屋

きっぽう

ぎゅーとら鈴鹿エース店

久保文具
ココス鈴鹿中央店
彩電館にしかわ

サクマデンキ
シューズ愛ランド鈴鹿店

スーパー名門神戸店
鈴鹿農協伊勢神戸支店
玉垣屋商店
寝袋・ギフトハットリ
治物屋（ひものや）
悌庄総窓店
lまでき事
まつげ工クステ Muse
マルモ・リピンザ
山城屋
山中メガネ店
やまやす長谷川商店

窪図モータース
久岡田石油店
鈴鹿農協久間回支店

T.Rショッブ

クラタ自販
サンリフレッシュサービス
鈴鹿電化住設

家庭用電気製品

家電商品

一般家電販売・修理・電気工事

食料品、酒、米

肥料、慶察、資材（簾庭菜園周｝、ベットボトル寮

神戸地区 ｜ 

家庭用電化製品

衣料品、化事E品

飲食

食料品

文具、事務用品、和紙、ゴム印印鑑

飲食全般

家庭用電化製品販売・修理

家電販売

靴・腫物一般

野菜・魚・肉・菓子・飲料・酒・練り製品、一般食品、雑貨等

肥料、農薬、資材｛家庭菜園周｝、ベットボトル茶

膏果物、7j(

寝具（健康布団、パジャマ等｝ギフト、婦人服

日用品、雑貨、暖房用品

仏壇・仏具、神具

旗、幕、のぼり、のれん、~オル、Tシャツなどの販売促進商品

まつげエクステ、まつげカール、アイブロウス責イリング（まゆげ手入れ）

家具・ジュ－世ン・カーテン

ガラス、サッシ、額縁

眼鏡専門店

米、豆類雑穀・小麦粉類・はちみつ、自家製きな粉、そば粉、灯油

久間田地区

新車、中古車、販売修理

ガソリンス世ンド

肥料、贋薬、資材（家庭菜聞用）、ベットボトル茶

国府地区 ｜ 

デントリペア

車検整一般墜備用品

布団、毛布、コ責ツ、マットレス、じゅうたん、カーベット、ぬいぐるみ等のクリーニング

家庭電化製品、住宅股備繊器

たいやきわらしベ
タカキュー
たくみ
築地銀だこ イオンモール鈴鹿店
ノーブルコート
花あかり
ひかり屋
ヒマラヤアクロス鈴鹿店

プランシエス
ベリテ
真一刻

ミスタードーナツイオンモール鈴鹿ショッブ

無印良品
メゾン・ド・ビュッフェ
麺の匠

リンガーハットイオンモール鈴鹿店

レピピアルマリオ
ローリーズファーム鈴鹿店
ロベピクニック

Prism 
TSR自子
アイデン
赤ちゃんデパート水谷鈴鹿店
味の店四季彩
彩 cafe
イオン白子店
イオンベット自子店
伊藤電器店
ウイズよしむら
ヴィナテリーアタルヤス
員新

加藤清芳園サンズ店
キャン女ドウ

クリーニングかわぎし
クレイジーダンス
コ・コ・ロ
翼手がきや

こりとりふあーむ
ザ・ピック‘エクスプレス鈴鹿ユーズ店
しがせ
シャーンス
白銀屋辻呉服店

四六時中
自子斎奉閤

自子ストーリアホテル
スギノ
鈴鹿農協 自子支店
す草しろ
好古堂

セブンイレブン鈴鹿東旭が丘店
セブンイレブン中旭が丘1丁目店
相互プロパン
大徳屋サンズ店
大徳屋長久｛本店）
たんす屋 by和楽

ティー・ジェイ
手打うどん四国大名
目旅サービス
はぐくみ治療院
長谷川建装
服部美装

花だより
灯お木（ひおき）
ひもの処とみや食堂
平野カーテン
平野製畳

ヒロモリ
婦人服の矢田

ぷろんそん
ペットケアサービスポチのお留守番
まるかっ
ミシンと手作り教室はやさき
ミツワクリーニング
ミニストップ鈴鹿自子店

たい焼き、野菜

紳士服 スーツ等のビジネスアイテム、普段着（休日）カジュアルアイテム

リラクゼーション錫灸等の施術

たこ焼

宝石、賃金属

麺類、和食

天ぷら和食

スポーツ用晶

子供服

宝飾品

ラーメン‘チャーハン、ギョーザ

ドーナツ、パイ、欽茶、ソフトドリンク

衣料品、生活雑貨、食品、無印良品ブランド取級い

バイキングレストラン（和食・洋食・中華・デザート等）

うどん、惣菜、天ぷら

めん類

衣服、雑貨

洋服、パッグ、シューズ、アヲセサリー

洋服

白子地区

バラエティ

オートバイ、新車、中古車販売、修理

電化製品

ベビー用品の販売

食品、弁当

喫茶、軽食

衣料品、食料品、住居余畷商品

ベット

家電製品

家電販売

ワイン主体（90%）ワイングラス＆グツズ、日本酒、焼酎、ビール

志ぐれ煮

お茶

100円均一

クリーニング

雑貨

化粧品

ラーメン

リラクゼーション

生鮮食料品、食品、日開雑貨品

フルーツ

婦人風

和製呉服

たこ焼

葬祭会館

宿泊

メガネ、時折、宝石

肥料、農薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

呉服

印鑑

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

プロパンガス、ガス機器販売、ガス工事修理

和菓子

小原木、かりんとう鰻碩など和菓子一般

呉服

宝石

うどん・そl;I'.・おでん

旅行サービス

施術

リフォーム

カーテンブラインド・クロス張り替え等・インテリア商品、リフォーム工事

花

家具、リフォーム、雑貨、照明器具

ひもの食堂

カーテン、カーペット、ブラインド

畳｛新畳・l!!普l
人形

婦人服

理容

ベットシツ膏ー

伊勢こうなご、伊野ちりめん、煮干．干物

家庭用職業ミシン、修理、販売、ニット洋裁教室

クリーニング

コンビニエンスストア

靴のHACHIRO
クリーニングかわざし鈴鹿ハンター店
グリーンハウス
毛糸のツジ
化粧品のふじゃハンター店
コスメティックハウス388

コパヤシ
コンフエツ卜鈴鹿平安閑

彩電館へいわむせん

阪国新聞
ジェイワントラベル
シティツアーズ鈴鹿店
白揚鈴鹿店

シンコーデンキ
スーパー名門自闘が丘店
寿司うなぎ加根古
翼手し安
鈴鹿ストーリアホテル
鈴鹿セントラルホテル
鈴鹿股協平田駅前支店
鈴鹿農協牧田支店
鈴鹿ハンターインフォメーション
ステップ
ストロベリーティアラ
セブンイレブン鈴鹿阿古曽町店
セブンイレブン鈴鹿岡田1丁目店

茶飯事
ドコモショッブ鈴鹿店
豊天商店 UNIZ
ナカノ

パックコレクションハチロ
花KINU
花の聖花園ハンター店

ハヤカワ商会
はんこ屋さん21
平田石油
ファサド里羅
ファッションの森 エンゼル

ベイリービーズ
ベビー＆マタニティサカタ
ポンブックス
まいどおおきに食堂鈴鹿岡田食堂
マックスパリユ岡田店

ミズ
ミニストップ鈴鹿平図店
洋服の青山鈴鹿店
レディースファッションツジ
わかKARA
わかば整体院鈴鹿ハンター院
ワタオ卜鈴鹿ハンター店
ゑびすや

YOURSアサノ
鈴鹿農協箕田支店

ヤダ電化センター

F1マー卜鈴鹿インター店
近藤けいこNaturalVegetable 
鈴鹿農協深伊沢購買店
林電気商会

らーめん門蔵鈴鹿本店
鈴降ゴルフ倶楽部鈴峰企業

内山ラジオ店
北野米菓

鈴鹿農協若松支店

津坂

花あい
ベターハウジング
マックスパリュ若松店
活あなご料理海の幸魚長

靴

クリーニング

自然食品

婦人服小売り

化経晶、健康食品

化粧品、健康食品

家電製品販売、工事、修理

結婚式場宴会・貸衣装・貸会場

家電製品一般、健康器具、補聴器、パソコン、トイレ・洗面キッチン等リフォーム

新聞、取り寄せ商品販売

旅行（園内・海外）

旅行

本、TVゲーム、CD.DVD，文具

家電品

野菜・魚・肉・菓子・飲料・酒・練り製品、一般食品、雑貨等

寿司、うなぎ

寿司、刺身、うなぎ、季節の御料理等

宿泊

宿泊

肥料、農業、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

肥料、農業、資材（家庭菜園周）、ベットボトル茶

喫煙具

衣料品・肌着・ffl:下・シング・インテリア・服飾

婦人服（カットソ一、セ－~一、スカート、パンツ）

食料品、酒、雑貨、書籍

コンビニエンスストア

スパゲッティ・コーヒー

ケ一世イ電話、関連商品

衣類、カバン、財布、時計、アクセサリー、雑貨

米般、灯油、プロパンガス、給水給油股備工事一式

各種カバン、サイフ、スーツケース、キャリーパック ・
呉服の販売・レン~ル

観葉植物（大鉢、中鉢．小鉢）、洋ラン（コチョウランJンピγ1-b）、プリザーブドフラワー、

生花（フラーアレンジメン卜、花束、一本売切り花）、季節の鉢花、季節の花箇

事務用品、文房具、OA樋器

印鑑、ゴム印等の製造販売

ガソリン、灯油．軽油、洗車、カーコーティング、安イヤ、オイル

婦人服

婦人服の販売（婦人服、礼服）

婦人服、雑貨他

＂宮ニテ ィ用品目ベビー子供服・健人形・ベビー用品

書籍（雑誌含む）、TVゲーム関連商品、トレーディングカード他

まいどおおきに食堂

生鮮食品、食品、酒等

婦人服

コンビニエンスストア

紳士服、婦人服

ミセス婦人服

焼き鳥・鳥鍋

施術

寝具、インテリア、家具、ベッド

麺類（うどん、そl;I'.、どんぶり、弁当）

箕困地区 ｜ 

家電、住宅股備、オール電化

肥料、農襲、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

家電販売一式

鈴蜂地区 ｜ 

食料品・日用雑貨品目花・園芸用品等

生鮮野菜

肥料、農薬、資材（家庭菜園周｝、ベットボトル茶

給湯器エアコン一般家電製品キッチントイレ

らーめん

ゴルフプレー代、食事代

若松地区 ｜ 

京電

米禁｛あられ）

肥料、農薬、資材｛家庭菜園周）、ベットボトル茶

飲食、宝石、貴金属、販売

生花・鉢花・花菌・園芸閉品等

リフ才一ム築、鮫備機器

生鮮食品、食品、酒等

魚長本店での飲食等（関ドライブイン催事では使用不可）



地域消費喚起商品穆（鈴鹿市・2レミア色付き商品

券） （；）利回実態に閉する？シケート結果

・目的

「地域消費喚起商品券（鈴鹿市プレミアム付き商品券 （以下、商品券））」 の利用の実態等

を調査し、地域経済に対しどの程度の影響・効果があったのかを把握する目的で、利用者向

けにアンケート調査を実施した。

調査時期 ｜平成 28年 1月 25日～平成 28年2月 12日

調査数 11. 000件（郵送による発送・回収）

回答者数 I 521件（回収率52.1%) 

・調査結果

関1.ご自身について

①性別

性別は、女性が 336人（64.5%）、男性が175人（33.6%）となっている。

無回答

1.9 

②年齢

年齢は、 60歳代以上が 224人（43.0%）で最も多く、50歳代が 97人 (18.6%）、 40歳代が

80人（15. 4%）などとなっている。

奇襲回答。.4

11.3 



③居住地域

居住地域は、 「鈴鹿市」が497人（95.4%）となっており、9割以上を占めている。鈴鹿市

以外では、 「四日市市」が 10人（1.9%）、津市が8人（1.5%）となっており、いずれも 1%

台にとどまっている。

亀山市

0.0 
四日市市

1.9 

④世帯人数

世帯人数は、 「2人Jが 164人（31.5%）で最も多く、「4人」が 124人（23.8%）、 「3人」

が 109人（20.9%）などとなっている。

7.5 

間2.商品券の購入冊数

商品券の購入冊数は、「5間Jの回答が298人（57.2%）と最も多く、次いで「3冊Jの回

答が57人 (10.9%）、 「2冊Jの回答が54人 (10.4%）となっている。

悶2 プレミアム付商品券の賂入冊数

15冊
無回答

8冊
6.1 

0.6 

2 



間3.商晶券の利用方法

商品券の利用方法は、 「世帯でまとめて利用した」の回答が346人（66.4%）、「個人として

利用した」の回答が 152人（29.2%）となっている。

無 間3 プレミアム商品券の利用方法

回 N= 521 
信E

4.4 

問4.商晶券を主に利用したお店（複数回答）

商品券を利用した店は、「スーパー（マックスバリュなど）」の回答が406人（77.9%）と

最も多く、次いで「大型店（イオンなと、）」の回答が 290人（55.7%）、「ホームセンター」の

回答が 143人（27.4%）となっている。

問4 ブレミアム付商品券を主に利用したお店

N=521 

スーIく－（マックスパリュなど）

コンビ二

大型店（イオンなど）

飲料・食料品店

衣料・身の回り品取扱店

家具店

家電販売店

ホームセンター

ドラッグストア

化粧品店

飲食店

旅館・ホテル

旅行代理店

クリー二ング店

理容・美容店

その｛也の小売店

その他のサービス店

その｛也

無回答

。% 20% 

27.4 

25.0 

24.2 

40% 60% 

3 

77.9 

800も 100% 



間5.商品券の販売を何で知りましたか（複数回答）

商品券の販売を何で知ったかについては、「広報すずかの折込チラシJが397人（76.2%) 

と最も多く、次いで「テレビ ・新聞記事等Jが 102人 (19.6%）、「友人・知人からの情報」

が98人 (18.8%）となっている。

悶5 プレミアム付商品券の販売を何で知ったか

N=521 

広報すずかの折込チラシ

商工会議所の会報誌

テレビ・新聞記事等

ホームページ等インターネット

友人・知人からの情報

商工会議所のポスター

商店・スーパ一等のポスター

その他

無回答

0% 

19.6 

18.8 

20"A, 

間6.商晶券を購入・利用しての評価

40% 60¥弘

76;2 

80",.{, 100% 

①～⑦の項目のうち、 【③地元の店舗や商店街等を積極的に活用した］では、『そう思う（「そ

う思うJと「ややそう思う」の合算。以下同じ）』の回答が337人（64.7%）、 ［②今まで市外

で買っていた物を、市内で買うようになった】では、265人（50.9%）となっており、商品券

の発行によって、 他市への消費流出の抑制や、地元での利用促進につながっていることがわ

かる。

また、 【④今までより買物に行く回数が増えた】、［⑤普段より高価なものを購入した】では、

『そう思う』の回答がそれぞれ212人（40.7%）、213人（40.9%）、 ［⑦衝動買いした商品が

あった］では、 167人（32.1%）となっており、買い物機会や高額商品の購入機会の増加な

ど、消費喚起につながる効果も一部みられたと考えられる。

間6 プレミアム付商品券を賭入・利用しての評価
N=521 

①今まで利用していなかった店舗の利用につながった

②今まで市外で買っていた物を、市内で買うようになった

③地元の店舗や商店街等を積極的に活用した

④今までより買物に行く回数が増えた

⑤普段より高価なものを賂入した

⑤プレミアム付商品券の取り扱いに合わせて、

店舗で特別なサービスやイベン卜が行われていた

⑦lli動貧いした商品等があった

0% 20% 40% 6切4

・そう思う ・ややそう思う ・あまりそう恩わない ・そう思わない ・無回答

4 

80% 100% 



間7.商品券の利用目的と金額

( 1 ）アンケート結果にみる消費喚起額

地域消費喚起商品券（鈴鹿市プレミアム付き商品券）の利用実態に関するアンケート結果

（回答者数 521件のうち、利用内訳が明確な分 513件）によると、消費喚起額は、商品券の

利用総額（③）30, 768千円で、そのうち普段の買い物による消費（①）は21,722千円（70.6%）、

商品券の入手をきっかけとした商品・サービスの購入による消費（②）は9,046千円（29.4%) 

となりました。

なお、商品券の入手をきっかけとした商品 ・サービスの購入による消費（②）と、それに

伴い追加支出された現金等（④）を合わせた、商品券の入手をきっかけとした新規消費喚起

額（B：②＋④）は、 13,019千円となりました。

項 目
消費金額 回答数※

金額 構成比 件数 構成比

普段の買物での利用（①） 21. 722千円 70. 6% 475 92. 6% 
”町一一，……一一個…・・－・……....・H・，.. H .. Hm・H甲山園田山四四四一山田町田町山町一一一”山田町田川町田田町田甲山山圃…ー…一………田町山一一一－ー…・…..._ ..一一一一一一一一………”…－．． 可申叫ーー一一四四四回目・H・H・－叫時，＿...・・
商品券の入手がきっかけの消費（②） 9, 046千円 29. 4% 299 58. 3% 

商品券の利用総額（③）＝①＋② 30, 768千円 100. 0% 513 100. 0% 

（②）に伴い追加支出した現金等（④） 3, 973千円 12. 9% 177 34. 5% 

消費喚起額（A：①＋②） 30, 768千円

新規消費喚起額（B：②＋④） 13. 019千円

※回答件数・構成比は、商品券の利用総額（③）の件数に対する値で、複数回答を含むため合計が 100%に

はなりません（具体例：購入した商品券のうち、「普段の買物での利用（①）Jに商品券eの一部を利用し、かっ

f商品券の入手がきっかけの消費（②）」にも商品券の一部を利用した場合など。④についても同様）。

( 2）アンケー卜結果から類推される新規消費喚起額

上記 （1 ）の結果にもとづき、国が示している計算式を利用して、商品券の発行総額（7

億8千万円）のうち、実際の利用総額（取扱店を通じて換金があった総額： 778,543千円）か

ら新規消費喚起額を類推すると、以下のとおりとなります。

。新規消費喚起額の計算式

｛一一手五五 両 両 元 信一一一一一一一一説画面記瓦万ヲ亨二下傾ゐ工⑤）一一一一！
1 × i 
I （未換金額は除く） 消費喚起額（アンケート結果の①＋②） ！ 
これに基づき、本事業における新規消費喚起額を計算すると、

778, 543, 000円 × 
13,019,000円

30, 768, 000円
329, 428, 344円 となります。

以上のことから、 地域消費喚起商品券発行事業 （発行総額7億8千万円、 うちプレミアム

相当分1億3千万円） による、新規消費喚起額は約3億2千9百万円であったと推測されま

す。



間8.商品券の入手がきっかけとなった商品・サービスの購入の消費額の内訳

商品券の入手をきっかけとした商品 ・サービスの購入において支払った商品券、および商

品券に追加して支払った現金等による消費額（合計額）について、商品 ・サービスごとに分

類すると、「家電製品」 が 4,093千円と最も高く、次いで 「衣類、寝具J(1, 336千円）、「家

具、建具等J(1, 055千円）となっている。

合計額からみると、「家電製品Jの消費額が際立つて高くなっている。

購入金額合計
（千円）

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 

生鮮食品

加工食品、飲料等

衣類、 寝具

家具、建具等

家電製品

宝飾品、かぱん、革製品

時計、眼鏡

化粧品、医薬品

娯楽、レジャー
外食

美容、 エステ等10,10

教養、教育O 0 

燃料等2315 

その他901・90

4 

・②商品券で、の支払 ・④商品券以外での支払

※購入金額合計は、②商品での支払い欄に記入された金額、④商品券以外での支払い欄に記入

された金額をそれぞれ積み上げたものである。



回答数をみると、 「家電製品」の人数が最も高く、次いで 「衣類、寝具J、「外食」の人数が高

くなっており、これらの商品・サービスに対して、商品券を活用した人が多くなっている。

0 

生鮮食品

加工食品、飲料等

衣類、寝具

家具、建具等

家電製品

宝飾品、かぱん、革製品

時計、眼鏡

化粧品、医薬品

台所用品 圃圏圃

自転車等

自動車関連部品

玩具、娯楽用品

住宅関連

娯楽、レジャー

外食

美容、エステ等

教養、教育O

燃料等

その他

掴 2

圃圏・・

．圃圃園。
圃1

E・圃

回答数

20 40 60 80 

・②商品券での支払 ・④商品券以外での支払

100 120 

（人）

140 

※回答数は、②商品券での支払い欄に金額を記入した人、④商品券以外での支払い欄に金額を

記入した人をそれぞれ積み上げたものである。そのため、該当設問の回答者の数とは一致し

ない。

7 



商品券の入手をきっかけとした商品 ・サービスの購入において支払った商品券、および商品

券に追加して支払った現金等による一人あたりの消費額（平均購入額）について、商品券での

支払い金額の一人あたりの平均額は、「住宅関連」が 69.6千円と最も高く、次いで「自動車関

連部品」（40.0千円）、「自転車等」（36.2千円）となっています。また、商品券以外での支払い

金額の一人あたのの平均額は「自動車関連部品」が52.5千円と最も高く、次いで「娯楽、レジ

ャーJ(45. 6千円）、 「家電製品」（33.8千円）となっています。

平均購入額
（千円）

0 10 20 30 40 so 60 70 80 90 100 

生鮮食品

加工食品、飲料等

衣類、寝具

家具、建具等

家電製品

宝飾品、かぱん、革製品
時計、眼鏡

化粧品、医薬品
台所用品

自転車等

自動車関連部品

玩具、娯楽用品

住宅関連

娯楽、レジャー

外食

美容、ヱステ等

教養、教育0.00.0 

燃料等

その他

・②商品券での支払 ・④商品券以外での支払

※平均購入額の求め方は、各分類項目の「②商品券での支払」、「④商品券以外での支払」のそ

れぞれにおいて、「購入金額合計Jの値を「回答数Jの値で割ったものである。

つまり、商品券での支払い金額を商品券で支払った人数、商品券以外での支払い金額を商品

券以外で支払った人数でそれぞ、れ割ったものであり、「②商品券での支払」における平均額、

「④商品券以外での支払」における平均額をそれぞれ求めている。よって、これらの平均額

の合算が各分類項目における平均購入額になるわけではない。

例： 生鮮商品の商品券での支払い金額の平均値は 508/40=12.7 

生鮮商品の商品券以外での支払い金額の平均値は 225/23=9.8 



.問6と問7のクロス集計＜参考＞

問7で購入した商品券の全額を“普段の買物を商品券で支払った”と回答したものについ

て、「問6.商品券を購入・利用しての評価（項目①～⑦）」を、回答数及び消費金額に基づ

いて集計を行った結果、約 1割～6割の方がフレミアム商品券の入手をきっかけとして、他

市町への消費流出の抑制や消費喚起につながる効果を感じていることがわかります（グラフ

上の青色部分）。

これらの回答結果を踏まえると、問7における消費喚起効果はより大きなものであったと

推測することが出来ます。

問7①普段の買い物を商品券で支払った×悶6商品券を利用して感じたこと

｛金額構成比）

①今まで利用していなかった店舗の利用につながった

②今まで市外で買っていた物を、市内で買うようになった

③地元の店舗や商店街を積極的に活用した

④今までより買物に行く回数が増えた

⑤普段より高価なものを賂入した

⑥プレミアム商品券の取り扱いに合わせて、店舗で

特別なサービスやイベン卜が行われていた

⑦衝動買いした商品等があった

0% 10% 20% 30"!., 40"!., 50"!., 60"!., 70"!., 80"!., 90% 100% 

・そう思う ・ややそう思う ・あまりそう恩わない ・そう思わない ・無回答

悶7①普段の貰い慨商品券で支払った × 問6 商品券を利用して感じたこと

（回答粉

。今まで利用していなかった店舗の利用につながった

②今まで市外で買っていた物を、市内で買うようになった

③地元の店舗や商店街を積t霊的に活用した

③今までより買物に行く回数が増えた

⑤普段より高価なものを購入した

⑤プレミアム商品券の取り扱いに合わせて、店舗で

特別なサービスやイベン卜が行われていた

⑦衝動買いした商品等があった

0% 10% 20% 3ゆ~ 40% SO"!., 60"!., 70"!., 80% 90% 100% 

・そう恩う 圃ややそう思う ・あまりそう思わない ・そう思わない ・無回答



間9.購入した商晶・サービスのうち、 10,000円程度以上のものの具体的な晶名

10. 000円程度以上のものの具体的な品名は、「家電」が 64件（29.8%）と特に多くなって

おり、具体的にはエアコンや掃除機、冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、電子レンジ、ファンヒータ

ーなと、多岐に渡っている。家電に次いで、 「衣料品」が 18件（8.4%）、食料品が 17件（7.9%) 

となっている。

分野 回答件数 割合（%）

家電 64 29.8 

衣料品 18 8.4 

食料品 17 7.9 
一一一 一一一一一一ド一一一一一一－・－一一一

家具 13 6.0 

外食 13 6.0 

眼鏡 13 6.0 

照明器具 13 6.0 

自転車 12 5.6 
F ー 一

布団・マットレス 12 5.6 

化粧品 11 5.1 

旅行代 10 4.7 

住宅関連 7 3.3 

玩具 6 2.8 

スポーツ用品 6 2.8 
一一一

鞄 6 2.8 

こたつ 5 2.3 

カーペット・敷物 4 1.9 

カーテン 3 1.4 

パソコン関連商品 3 1.4 

時計 3 1.4 

タブレy卜端末 2 0.9 

車検代 2 0.9 

車のタイヤ 2 0.9 

美容院代 2 0.9 

ランドセル 2 0.9 

その他小売 18 8.4 

その他サービス 3 1.4 

回答者総数 215 

※複数回答のため、回答件数の合計と回答者総数は一致しない。

間10.鈴鹿市プレミアム付商品券についてのご意見

別紙参照

以 上

n
H
U
 

l
 



『地域消費喚起商品券』

（鈴鹿市ヲレミア心付商品券）

アンケートに答え乞、
地域椅産畠 CB鹿τ弓シ
ド畠）奄当乞ょう II 

利用実態に関するアンケート調査
平素は、鈴鹿商工会議所の活動にご理解、ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。このアンケー卜調

査は、鈴鹿市内の消費喚起と地域経済の活性化を目的とレて発行しました『地域消費喚起商品券』をご

購入された方に苅レまレて、商品券利用に伴う市内への経済刻果を棟証することを目的として、鈴鹿商

工会議所が（槻百五経済研究所に委託して実施するものです。

調査の趣旨をご理解いただき、是非ご協力いただきますようお願い申し上げます。

締切日までに有効回答をいただきましだ方の中から、抽選で300名の方に地域特産品（鈴鹿プラン

ド品〉をプレゼント致します。尚、当選者の発表は、地域特産昂の発送をちってかえさせていだだきま

すのでご了京ください。※アンケー卜調査の回答締め切りは、「平成28年2月12日（金〉」です。

地域消費喚起商品券事業事務局 調査実施主体

鈴鹿商工会議所 株式会社百五経済研究所

干513-0802鈴鹿市飯野寺家町816 干514-8666津市岩田 21番 27号

TEL (059) 382-3222 TEL(059)228-9105 

《ご回答にあたって》

C 1 ）ご回答は設問の指示に従い、該当する数字をOで囲むか、（ 〉内にご記入ください。

(2）ご回答いただいた調査票は、上記の締切期日までに、同封の返信用封筒にてご返送ください。

(3）調査結果は、統計処理のみに使用し、住所 ・氏名等の個人情報に闘しましては、当選者へのプレ

ゼン卜送惜の目的以外には使用致しません。

一一ーーー ーー一一一一一一一ー ーーーーー一一ー一一一一一ーーー ーーーーーーーーーーーーーー一一一一ーーーーーーー

問1.あなたご自身のことについて、おたすねします。coは、それぞれ1つだけ）

①性別 1.男性 2.女性

②年齢 1. 20歳代以下 2. 30歳代 3. 40歳代 4. 50歳代 5. 60歳代以上

③居住 1 .鈴鹿市 2.四日市市 3.亀山市 4.津市

I也I或 5.その他（市町村名：

④世帯 1 . 1人 2. 2人 3. 3人 4. 4人 5. 5人

人数 6. 6人以上（具体的に 人）

間2.地域消費喚起商品券（以下「プレミアム伺商品券」）を伺問購入されましたか。

間 ※1問あたりの購入金額は 1万円です。

※O問とご回答いただいた万へのアンケー卜調査は、以上で終了となります。ご協力をいただきあり

がとうございました。尚、地域特産昂（鈴鹿ブランド昂〉にご応募いただく方は、最終ページの「応

募欄」にご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。



． 

問3.プレミアム｛寸商品券の利用方法をおたすねします。

1 .個人として利用した

2.世帯でまとめて利用した ＝今 以下の問4からの質問には世帯単位でご回答ください。

問4.プレミアム｛寸商日券を利用したのは、どのようなお店ですか。 coはいくつでも〉

大型店内のテナント・専門店等を利用した揚合は、それぞれの該当先にOをつけてください。

1 .スーパー （マックスパリュなど〉 2. コンビ二 3.大型店（イオンなど〉

4.飲料・食料品店 5.衣料・身の回り昂取扱店 6.家具店 7.家電販売店

8.ホームセンター 9. ドラッグストア 1 0.化粧昆店 1 1 .飲食店

1 2.旅館 ・ホテル 1 3.旅行代理店 1 4.クリー二ング店 1 5.理容・美容店

1 6.その他の小売店 1 7.その他のサービス店 1 8.その他 （ 〉

問5.プレミアム惜商品券の販売を何で知りましたか。 coはいくつでも〉

1 .広報すずかの折込チラシ 2.商工会議所の会報誌 3.テレビ・新聞記事等

4.ホームページ等インターネット〈鈴鹿市・商工会議所等〉 5.知人・友人からの情報

6.商工会議所のポスター 7.商店・スーパー等のポスター 8.その他（ 〉

問6.プレミアム付商日券を購入・利用して、下記項目をどのように感じましたか。 coはそれぞれ1つだけ）

質問（①～⑦） そう思う
ややそう あまりそう そう思わ

思う 思わない ない

①今まで利用していなかった店舗の利用につながった 2 3 4 

②今まで市外で買っていだ物を、市内で買うようになった 2 3 4 

③地元の店舗や商店街等を積極的に活用した 2 3 4 

④今までより買物に行く回数が増えた 2 3 4 

⑤普段より高価なものを購入した 2 3 4 

⑥プレミアム商昂券の取り扱いに合わせて、店舗で特別な
2 

サービスやイベントが行われていた
3 4 

⑦衝動買いした商品等があった 2 3 4 

聞7.プレミアム位商品券を使った店舗では、 実際にどのような目的で商昂・サービスを購入されまし

だか。以下にあてはまるおおよその金額（干円単位〉をそれぞれ類字でお書きください。

商品券での支払いLあわせ
商品券の使用目的 商昆券での支払い

て追加支出した現金等

a.普段の買物を商品券で支払った ① 千円 一一一一一一b.商品券の入手がきっかけとなった
④ 千円② 千円

商晶・サ ピスの購入（・）

／／／／  
③（①＋②〉※

.6,. 言十
干円

Eコ

・商品券の入手がきっかけとなった、以下のケースでの商品 ・サービスの購入金額を合計してください。

・これまで欲しかった商品 ・サービスを購入した揚合 ・いつもより多めに購入し疋揚合

－いつもより多少高価な商昂 ・サービスと購入した揚合 等



＝今 問7で「b」に金額を記入された方は、「問8」にお進みください。

間8.問7の 「b.商昂券の入手がきっかけとなつだ商昂・サービスの購入（②及び④〉」について、

該当する項目ヘ分類し、内訳金額（千円単位）をそれぞれ数字でお書きください。

※分類出来ない商品等があれば、金額の高い順に2つまで「その他（ )Jにご記入ください。

商品券での支払い 商品券以外での支払い

番号 分類 ②商晶券の入手がきっかけとな ④商品券での支払に合わぜて

った商昂・サービスの購入 追加で支払った現金等

生鮮食料品 干円 千円

2 加工食品・飲料等（酒類書む〉 千円 千円

3 衣類、寝具 千円 千円

4 家具、建具等 千円 千円

5 
家電製晶（テレビ、携帯電話、パソコン、

電子レンジ、エアコン等〉
千円 千円

6 宝飾昂、かぱん、革製昂（財布や靴等〉 千円 千円

7 時計、眼鏡 千円 千円

8 化粧呂、医薬昂 千円 千円

9 台所用品（陶器、鍋、包丁等〉 千円 千円

10 自転車等 千円 千円

11 自動車の関連部昂 千円 千円

12 
玩具 ・娯楽用品（おもちゃ、楽器、スポー

干円 千円
ツ用品（靴や衣類を除く〉、書籍等〉

13 住宅関連（リフォーム、 電気工事、造園等） 千円 千円

14 
娯楽 ・レジャー （映画、アミューズメント

千円 千円
｝＼ーク、旅行等〉

15 外食（レストラン、喫茶店、出前等〉 千円 千円

16 美容、工ステ等（理美容、マッサージ等） 千円 千円

17 教養、教育（カルチャー、塾、 習い事等） 千円 千円

18 燃料（ガソリン・灯油等〉 千円 千円

19 その他（ 千円 千円

20 その他（ 千円 千円

合計 ② 千円 ④ 千円

※上記の合計②と④の金額と、間7で記入した②と④の金額が合っていることを確認してください。



問9.購入した商品・サービスのうち、 10,000円程度以上のものがあれば、具体的な品名をお書きください。

（記入例〉液晶テレビ、ソファ一、自転車など

・プレミ7フム付商品券についてご意見がありましたら、ご自由にご記入ください。

地域特産昂（鈴鹿ブランド昆〉に応募されない万は、アンケート調査は以上で終了です。

アンケート調査にご協力をいだだき、ありがとうございました。

お手数をおかけしますが、アンケー卜用紙を平成28年2月12日（金〉に、同封の返信用封筒にて

ご返送ください。

ー一一一一一ーーーー一一一一一一ーー一一一一一ーーー一一一ーーーーー一一一ーーーーーー一一ーー一一ーーーー一一ー。。 抽選で当たる「鈴鹿ブランド昂」応募のご案内 。。
・上記のアンケート調査にご協力いただいた方の中から、抽選で300名の方に地域特産品〈鈴鹿ブラ

ンド〉をプレゼントいたします。

・ご希望の万は、以下の応募欄に住所・氏名・電話番号をご記入の上、周到の返信用封筒にてご返送

ください0

・当選者の発表は、地域特産品（鈴鹿ブランド品〉の発送をちって代えさせていただきます。（発送は

2月下旬頃の予定です。〉

応

募

欄

T 

住 所

ふりがな

氏 名
電話番号

・・・提出・問合せ先・・・

鈴鹿商工会議所 干513-0802鈴鹿市飯野寺家町 816

TE L059-382-3222 FAX059-383-7667 



自 情報館＠ 住宅りフォーム商品券購入申込受付

｜資料3 （補足）

産業政策課 む382-8698 面382-0304
ss an g yo s e is a k u@ city. s u z u k a. I g. j p 

~· ・__; .. ・k「 a’
鎗 凶 ！

i住宅リフォーム用プレミアム商品券発行事業（地域消費喚起型住宅リフォーム等商品券発行事業）とは ｜ 
市内産業活性化と建設業界の雇用安定を図るため、国の交付金を活用して地域消費を喚起するもの

です。事前に登録した市内施工業者を利用して自宅の修繕・補修工事などを行う際に使えるプレミアム

付きの商品券を、予算の範囲内で発行します。

プレミアム付きの商品券

販売価格5万円に対し、5,000円のプレミ

アムを付加した額面5万5,000円の商品券

(1枚）です。1人につき最大20枚まで購入で

きます。
－購入寸る｜こは、 5月1日から6月30日まで｜こ「商
品券購入仮申込書Jの提出ガ、必要です。購入申込

者多数の場合は、拍選となります0

・購入後の返金ゃあ釣りは出ません。
・工事代金が商品券額を下回らないようlこ計画し

ていだ芝＜必要があります。
－申請書｜こ記載し左工事内容｜このみ使用できます0

．申請書｜こ記載しだ事業者（商品券取扱事業者）へ

の支払いlこのみ使用できます。
－工事完ゴ時、？ンケート｜ここ、回答いをたさきます。

商品券購入申込みができる方

次のすべてを満たす方です。

O本市に住民登録がある方

。ご自身とその同一世帯全員が市税を滞納し

ていない方

Oご自身が今住んでいる住宅をリフォー

ムする方

商品券を使える事業者（商品券取扱事業者）

事前に市に登録した市内施工業者です。

市ホームページをご覧いただくか、産業政策

課にお問い合わせください。

罰 則日・5

対象となる住宅

次のすべてを満たす住宅です。

O市内にある住宅

0ご自身または同居する直系2親等以内の親

族が所有する住宅

O現在ご自身が住んでいる住宅

※借家・賃貸アパートなどは除く
※事務所や店舗などとの併用住宅の場合｜こは住

居部分

※分譲マンションなど共同住宅では、個人の専有
部分

次のすべてを満たす工事です。

0商品券購入後に着工し、平成28年1月30日

まで、に完了する工事（支払いも同日までに

終わるもの）

0経費が税込み11万円以上の工事

Oリフォーム工事

リフォーム工事の一例

・屋根の葺き替え、塗装
・畳の表替え、障予・ふすまの張り替え
・トイレ、洗面台、システムキッチン、ユニットr.：ス、
サッシ、建具、システム家具の設置 ・取り替えな
ど事業者の手間工事が伴うもの

※同ーの工事lこついて、国 ・県・市芯どか、実施す

るほかの補田制度を利用している工事は除く
（省エネ住宅ポイン卜は併用可）。

※詳しくは、産業政策課へお問い合わせく芝

し さい。



事業の流れと手続方法
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「商品券購入仮申込書」と、「商品券取扱事業者の

見薦書」を産業政策課窓口へ直掻扮寺ちくたささい。
※代理人でも申し込めます。

5月1日～ 購入希望者 ※郵送での申し込みはできまぜん。
6月30日 仮申込書の提出 市 ※仮申込書を市が受領しだ後、受付番号をお渡し

、 します。これは、抽選時｜こ当選し定かどうかを判
別するだめのものです。申込当日！こお渡しできな

い場合は、後日郵送します。

7月3日
仮申込者多数の 抽選の有無や、抱選し芝場合の結果｜手、市ホー

場合は抽選 ムページLヒで公表します。
ド一一

①商品券購入本申請書、②世帯全員の住民票、

③世帯全員の納税証明（完納証明）まだは市

｜こよる納税状況確認の定めの同意書、④平成

27年度固定資産税納税通知書及び課税明細

7月6日～ 本申請書の提出 購入希望者
書の写しま芝は登記事項証明書など所有者が

わかる書類、⑤工事施工内容がわかる見積明
7月21日 ＝今市

細書や図面など写し、⑥その他市長が必要と

認める書類を産業政策課窓口へ直接お持ち

くたささい。
※代理人でも申し込めます。
※郵送での申し込みはできません。

申請書受付後 承認書の送付
市二今

本申請書の内容確認後、郵送します。
購入希望者

7月31日～ 商品券の購入 購入希望者今 「商品券購入J誌記書」を持参して、北伊勢上里判言用

8月21日 信用金庫 金庫鈴鹿支店窓口で購入してください。

商品券購入後～
工事期間

購入者仲 この期間内｜こ必ず工事を完3し、支払いまで

平成28年1月30日 事業者 済ませてくだ、さい。
」

一－－－－，－－

「契約書の写し」、「領収書の写し」、「工事着工

工事完3後 実績報告書の
事業者＝今市

前・中・後写真」、「請求明細書」、「支払いに使

30日以内 提出 用され疋商品券」、「？ンケ－卜」を、商晶券取

扱事業者が提出します。

実績報告書の 換金承諾書の
市＝今事業者 商品券取扱事業者lこ交付します。

提出後 受付

換金承諾書の受領後～ 口 事業者＝今 「商品券換金承諾書」を北伊勢上野信用金庫
平成28年3月11日 商。。券の換金 信用金庫 窓口ヘ持参して換金（口座振込）します。

商品券購入仮申込方法

「商品券購入仮申込書」と「商品券取扱事業者の見積書」を次のとおりお持ちください。

受付期間 5月1日幽～6月30日ω8時30分～17時15分（土・日曜日・祝日を除く）

受付場所 産業政策課窓口（市役所本館7階 74香窓口）
※「商品券購入仮申込書」は産業政策課窓口でお渡しするほか、市ホームページから入手できます。
※代理人でも申し込めますが、必ず産業政策課窓口へ直接お持ちく芝さい。郵送での申し込みはできません。

※申込者多数の場合は、抽選巴なります。

問合せ 産業政策課（市役所7階74番窓口） む382-8698 面382・0304

間 ・5・5岡
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住宅リフォーム等商品券の

利用実態に関するアンケー卜調査結果

・目的

「住宅リフォーム等商品券」の利用の実態等を調査し、地域経済に対しどの程度の

影響・効果があったのかを把握する目的で、利用者向けにアンケート調査を実施した。

’調査時期 ｜平成 27年 8月1日～平成 28年 1月30日

調査数 ¥ 142件（全件調査）

回答者数 142件（回収率 100%)

・調査結果

はじめに．ご自身について

①性別

性別は、男性が 112人（79%）、女性が 30人（21%）、となっている。

性別

②年齢

年齢は、60歳以上が 89人（63%）で最も多く、 50歳代が 26人（18%）、40歳代が

21人（15%）などとなっている。

年齢
30歳代

29歳以下 5 

’て

63% 



問1.何枚購入したか？ (5万 5000円／枚で、購入上限20枚／人）

1人あたり、平均 14枚購入（ 1 9 8 8枚／ 1 4 2人）

問2.商品券が無くても、リフォーム工事を実施していたか？

「実施していた」の回答が103人（73%）、「実施していなかった」の回答が39人（27%)

となっている。

商品券が無くてもリフォームエ

事を実施したか

実B札て
いなかっ

た
39 

27% 

実施して

し、fこ
103 

73% 

参考）「実施していた」人と「実施していなかった」人の 1人あたりの平均購入枚数

「実施していた」・・ 1人あたり、平均 14. 4枚購入（ 1 4 8 6枚／103人）

「実施していなかったJ.. 1人あたり、平均 12. 9枚購入（5 0 2枚／39人）

問3.問2で「実施していたJを選択した方は、商品券が使用できるように事業者を変

更したか？

市内の利用可能な事業者へ「変更したJとの回答が 10人（10%）となっている。

商品券が利用可能な業者に変更

したか
変更した



、

問4.商品券を使ったりフォーム等工事の商品券の金額と、商品券以外での支払金額に

ついて（商品券の実施に伴う消費喚起額）

アンケー卜調査結果より、消費喚起額は、商品券での支払い（①＋③）と、「商品

券があったので、リフォームを実施した」場合の商品券の支払いに伴い追加支出した

現金等（②）の合計額で、 117.232千円となっている。

また、新規の消費喚起額は、「商品券があったので、リフォームを実施した」場合

の、商品券での支払い（①）と、それに伴い追加支出した現金等（②）の合計額で、

35, 502千円となっている。

消費金額 ｜ 回答数※

金額 ｜構成比｜ 件数 ｜構成比
項目

商品券での支払い（①） I 27, 61 o千円 ｜ 16% I 39 
--(-G)）－－ーとi記長；a－孟山一辰五会言－－－－（R＿）＿＿＿＿＿＿＿一一一ーー一｜一一－－7.-892チ丙｜一一一－5－：五－－r---------4:;-r－－－－－－一主主

Ii［~；与ムムιぷゴJ,~.>; ＞，！＂：ι：， J ＼~.， ，：： 1 
商品券での支払い（③） I 81, 730千円 ｜ 48% I 103 
－－（－＠）ーi三件己主－；a－三瓦長司会言－－｛蚕＿）＿＿＿一一一＿＿l ____ i2－’－－454干円一1------3-1玄｜一一一ーー而 －－r一一一吉弘

消費喚起額（A ：①＋②＋③）

新規消費喚起額（B：①＋②）

3 

117, 232千円

35, 502千円

以上



竜彦考資料

「住宅リフォーム等商昆券」

利用実態に関するアンケート調査

このアンケート調査は、「住宅リフォーム等商品券」の利用の実態等を調査し、

地域経済に対しどの程度の影響・効果があったのかを把握することを目的としてお

ります。

この調査票に記入された内容は、コンビュータ集計により統計的に処理し、本調

査目的以外には使用いたしません。個人にご迷惑が掛かることは一切ございません

ので、率直なご意見をお聞かせ下さい。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご協力の程、よろしくお願い致します。

※アンケートについては、リフォーム等工事完了後，商品券を使用した支払い時

に，商品券と一緒に施工事業者に提出してください。

くアンケートについてのお問い合わせ先＞

干513-8701

＜記入要領＞

住所 ．鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号

鈴鹿市産業振興部産業政策課総務グループ

連絡先： 059-382-8698 

選択式の場合、お答えは、当てはまる番号にOをつけて下さい。なお、「その他」

を選択された場合は、（ ）内に具体的内容をご記入下さい。

直接回答を記入していただく場合は（ ）などの記入欄にご記入下さい。

平成27年7月

4 
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はじめにあなたご自身のことについておたずねします。

性別 ｜ ①男性 ②女性

年齢 ｜① 29歳以下 ② 30歳代 ③ 40歳代 ④ 50歳代 ⑤ 60歳以上

問 1. 『住宅リフォーム等商品券（以下、商品券）』を何枚購入されましたか。

枚

問2.商品券が無かった場合でもリフォーム等工事は実施していましたか。

実施していた ＝争問3へ 実施していなかった訪問4へ

問3.問2で「実施していた」を選択した方は、商品券が使用できるように事業者を変更しまし

たか。

変更した 変更なし

問4.商品券を使ったりフォーム等工事の商品券の金額と、商品券以外での支払金額をご記入く

ださい。

また、リフォーム等工事に付随する今回の商品券では対象外であった工事 （門扉等の外構

工事）や他の物品（家具や家電製品）の購入、あるいはその他の支出はありましたか。

ある場合は，金額をそれぞれ数字でお書きください（詳細が不明な場合は，大まかな金額

(00千円）で結構です）。

高品券での支払い金額 商品券以外での支払い金額

a.対象工事 円 円

b.対象外工事

~ 円
（外構工事等）

C.購入物品 ~ 円
（家異・家電製品等）

d.その他 ----------- 円

合計 円 円

これでアンケート調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。
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