
応募要領

番号 商品券名 有効期限 ご利用可能店舗等

1 エースワン商品券 3,500名様 令和5年 8月末まで エースワン、エーマックス各店舗

2 サニーマート商品券 3,500名様 なし サニーマート、毎日屋、県内TSUTAYA、県内ローソン、寿し一貫など

3 サンシャイン商品券 3,500名様 なし サンシャイン各店舗

4 イオン商品券 2,000名様 なし イオンモール高知、イオン高知旭町店、マルナカ等イオングループ各店舗

5 サンプラザ商品券 2,000名様 令和5年 8月末まで サンプラザ、業務用食品スーパー、ホームセンターリッチ各店舗

6 よさこいタウン商品券
（協同組合帯屋町筋）

2,000名様 なし 高知大丸を含む中心商店街の約100店舗

7 フジ商品券 1,500名様 なし フジグラン高知、フジグラン葛島、フジ桜井店

8 農協全国商品券レインボー
（JA高知県）

1,000名様 なし とさのさと、アグリコレット、ギフトガーデンルピナス、春の里 など

9 JCBギフトカード 500名様 なし

10 VJA（VISA）ギフトカード 500名様 なし

●抽選で以下の商品券が当たるキャンペーンを実施します。ぜひご応募ください。

●応募期間 令和４年12月22日（木）～令和５年２月28日（火）

●応募方法 応募方法は、3種類の中からお選びいただけます。

スマートフォンやパソコンからインターネットでご応募できます。

高知市ホームページ ⇒
通常版トップ ⇒ 右のバナーから

または右の
二次元バーコードから

専用の応募用紙にご記入いただき、郵送でご応募できます。

送付先：〒780-8571（町名・番地不要）
高知市役所中央窓口センター マイナンバーカード商品券キャンペーン係

専用の応募用紙にご記入いただき、窓口にてご応募できます。

市役所本庁舎、地域の窓口センターなどでご応募できます。
（詳細は応募用紙裏面をご覧ください）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットまたは郵送でのご応募にご協力をお願いいたします。
※応募に要する経費（封筒・切手・交通費・通信費など）は応募者のご負担でお願いします。

↑上の商品券10種類の中から１つだけ選び、こちらの番号を応募用紙に記入（インターネットの場合は選択）してください。

詳細は応募用紙裏面を
ご覧ください



●応募条件 応募時において、以下の条件を満たす方が応募できます。
①高知市に住民登録（住民票）があること
②有効期限内のマイナンバーカードを保有していること

注意事項
・ 記入漏れ・記入誤りにより個人が特定できない場合は、応募を無効とします。
※インターネット応募の場合は「記入」を「入力」と読み替えます。
・ 応募は１人１口までとし、同一人物につき複数の応募があった場合は、最新の応募情報を応募内容とします。
・ 高知市へ転入予定である場合でも、転入前に応募することはできません。
・ 応募いただいた時点で、マイナンバーカードの保有状況について本市が確認することに同意したとみなします。

●抽選対象者

●商品券 ・ １人あたり１種類１万円分の商品券を抽選によりプレゼントします。
・ 商品券により、1,000円券×10枚または、500円券×20枚となります。
・ 希望の商品券を一つ選んでご応募いただきます。

注意事項
・ 商品券の内容及び数量等は、応募状況その他の事情により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

●応募方法

・ インターネットの専用フォームまたは専用の応募用紙でご応募ください。

・ 応募用紙での応募は、郵送または応募窓口（応募箱）へお持ちください。

・ 応募に必要な事項は次のとおりです。

①郵便番号、住所

②氏名、カナ氏名

③生年月日

④マイナンバーカードの有効期限

※カードの表面に印字されています。（右図参照）

※有効期限が過ぎている場合は応募できません。

⑤右ページのアンケートへの回答（カード受け取り時において15歳以上の方が対象）

⑥希望の商品券（１つ）

⑦連絡先（任意） ※商品券の再配達のお問い合わせに使用します。

有効期限の印字位置

注意事項

・ 応募者氏名は、マイナンバーカード保有者ご自身の氏名をお書きください。

・ 住所は住民票の住所をお書きください。

・ 応募に際し、代筆・代理入力は差し支えありませんが、応募者本人からの依頼または同意の上でご応募ください。

（ただし、15歳未満は除きます）

・ １枚の応募用紙（１回のインターネット応募）で複数人の応募をされる場合は、同一住所の方に限ります。

・ ご自身の応募を含め、応募に関するお問い合わせには応じかねます。予めご了承願います。

・ いただいた個人情報は、当キャンペーンの抽選及び送付以外には使用しません。

応募後、令和５年３月１日（水）で応募条件を満たす方を抽選対象者とします。
・ 応募後、3月１日までに死亡届または市外への転出届を届け出られた場合は、応募を無効と
します。また、応募後に転出し、３月１日までに高知市へ再転入した場合でも、当初の応募は
無効となっているため、改めての応募が必要です。



●インターネットでの応募窓口

インターネットによる応募 応募可能時間

高知市ホームページ
↓

通常版トップ
↓

キャンペーンバナーから

24時間可能

●来庁による応募窓口

●郵送での応募窓口
〒780-8571
高知市役所 中央窓口センター

マイナンバーカード商品券キャンペーン係 行

右の送付先を切り取って
お使いいただくと便利です。

応募用紙の裏面をご覧ください。

●応募締切 応募方法 応募締切

インターネット 令和５年２月28日（火）23:59まで

郵送 令和５年２月28日（火）消印有効

窓
口

高知市役所本庁舎

令和５年２月28日（火）業務終了まで

※各窓口の業務終了時刻については、応募用紙の裏
面をご覧ください。

マイナンバーカード交付センター

地域の窓口センター

イオンモール高知特設窓口

または右の
二次元バーコードから

問１
マイナンバーカードを作った理由を
どれか１つ選んでください。（必須）

① 本人確認書類が必要だと思ったから
② コンビニ交付や確定申告が利用できるから
③ 職場・仕事で必要になったから
④ マイナポイントなどの特典があったから
⑤ 将来利用できる場面があると思ったから
⑥ その他

問２
マイナンバーカードを持ってみて、
最も不安に思うことを１つ選んでください。（必須）

① 紛失した後に悪用される可能性がある
② 使った時に自分の個人情報が漏えいするのではないか
③ 暗証番号を忘れた場合の対応が分からない
④ 持っていてカードが壊れてしまわないか
⑤ 更新手続きを忘れてしまわないか
⑥ ①～⑤の不安はない

問３

お持ちのマイナンバーカードが、将来どのようなことに使えると便利だと思いますか？（自由記載）

マイナンバーカードは、健康保険証としての利用ができるほか、オーテピアの図書館カードとしての利用
（令和５年１月予定）、運転免許証の機能の追加（令和７年予定）などが予定されています。

・ マイナンバーカードをご自身で受け取ることができる15歳以上の方を対象とさせていただきます。 ご協力をお願いいたします。
・ 回答は、応募用紙の「アンケートの回答」欄へご記入ください。（インターネットの場合にも同様の質問があります）
・ 問１及び問２は回答必須項目です。回答がない場合、応募が無効になる場合があります。

アンケートにお答えください

●高知市役所本庁舎（1階：総合案内）、マイナンバーカード交付センター（デンテツ・ターミナルビル）、地域の窓口センター、

イオンモール高知東館３階NOVA横「高知市マイナンバーカード特設窓口」

●高知市内各店舗（エースワン、エーマックス、サニーマート、毎日屋、サンシャイン、サンプラザ、業務用食品スーパー）、

フジグラン高知、フジグラン葛島、フジ桜井店、とさのさと、ギフトガーデンルピナス、春の里

【応募要領・応募用紙の配布場所】

※アンケートの回答は、当該キャンペーンの特設サイトにおいて、統計的又は個人が特定されない形で掲載することがあります。



マイナンバーカードに関する質問にお答えします

マイナンバーカードは、どんなこと
に利用できるのですか？

●本人確認書類として利用できます
●コンビニで住民票や印鑑登録証明書が
取得できます
●健康保険証として利用できます
●新型コロナワクチン接種証明書の電子交
付に利用します

マイナンバーカードは、紛失した
場合に悪用されませんか？

●顔写真付きのため、対面での悪用は困
難です
●利用時には暗証番号が必要なため、カー
ドだけでは悪用は困難です
●暗証番号の入力を一定回数以上間違
えるとロックがかかる仕組みになっています
●不正にカードの情報を読み出そうとすると、
ICチップが壊れる仕組みになっています

マイナンバーカードの暗証番号
が分からなくなった場合は？

●市役所で暗証番号の再設定手続きがで
きます
●暗証番号の入力を一定回数以上間違
えるとロックがかかる仕組みになっていますの
で注意が必要です

マイナンバーカードを利用すると
個人情報が漏洩するのでは？

●マイナンバーカードのICチップに記録されて
いるのは、券面に記載されている氏名・住
所・生年月日・性別と顔写真、マイナン
バー、電子証明書、住民票コードです
●税や年金、医療に関する情報は記録さ
れていません

住所や氏名が変わった時は手
続きが必要ですか？

●引越しや婚姻等で住所や氏名が変わっ
た時は、市役所の窓口で券面と電子証明
書の書き換え手続きが必要です

マイナンバーカードの更新手続
きはお知らせが届きますか？

●マイナンバーカードの有効期限の約３か
月前に更新のお知らせがご自宅に届きます
●顔写真をご用意の上お手続きください

マイナンバーカードを紛失した時
はどうすればいいですか？

●マイナンバーカードの一時利用停止手続
きは、24時間365日受け付けています

マイナンバー総合フリーダイヤル
０１２０ー９５ー０１７８

マイナンバーカードコールセンター
０５７０ー７８３ー５７８

●自宅以外での紛失等は、警察へ遺失物
の届出が必要です

無料

マイナンバーカードの申請方法
を教えてください

●以下のサイトをご覧いただくか、お電話に
てお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
０１２０ー９５ー０１７８

高知市コールセンター
０８８ー８２２ー８１１１

デジタル庁
ホームページ

高知市
ホームページ

無料

マイナンバーを人に見られても大
丈夫ですか？

●マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナン
バーだけでは情報を引き出したり、悪用す
ることはできません

●抽選方法 ・ 商品券ごとに抽選を行い、当選者を決定します。（一次抽選）
・ 全ての一次抽選終了後、当選枠数に応募者数が満たない商品券がある場合は、その当選枠残数について落選者
全員で抽選します。（二次抽選）。その場合、希望していない商品券が当選することとなりますが、あらかじめご了承
ください。

抽選のイメージ

●当選発表及び商品券の発送

・ 当選発表は、商品券の発送をもって代えさせていただきます。

・ 商品券は、住民基本台帳の住所宛にゆうパックで送付します。（対面でのお受け取りが必要です）

・ 商品券の発送は、令和５年３月下旬を予定しています。

・ 当選可否に関するお問い合わせには応じかねます。あらかじめご了承願います。

●当選の取り消し ・ 商品券発送後、対面でのお渡しができず郵便局での保管期間を超過した場合、
当選を取り消しさせていただきます。あらかじめご了承願います。

電話がつながりにくい場合は、高知市コールセンター ０８８－８２２－８１１１

問い合わせ先：キャンペーン専用コールセンター ０８８－８０３－５０６１
受付時間：平日８：30～17：15 ※土・日・祝及び年末年始（12月29日～１月３日）は休み


