
SHOP  LOCAL®  プロモーションプログラム

説明書

この度はショップローカル プロモーションプログラムにご参加いただき誠にありがとうございます。

2010年、アメリカン・エキスプレスは中小企業を支援し、個人商店での買物を推奨する「SHOP SMALL」

というプログラムをアメリカで始めました。日本では2017年から「SHOP LOCAL」として、地元のお店を

応援する活動をスタート。2018年にはJCBも参加し、全国で展開するプログラムとなっています。

このプログラムを通して、参加店の皆さまのビジネスに少しでも貢献したいと思っています。ぜひ一緒に

ショップローカルを広めていきたく、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

＜本説明書に記載されている内容＞

カード会員様向け特典

加盟店様向け特典

アメリカン・エキスプレスのカード、JCBカード、QUICPay取引の見分け方

FAQ

参加規約



＜カード会員様向け特典＞

キャンペーン期間中、

アメリカン・エキスプレスのカード、 JCBカード（クレジット・デビット・プリペイド）、QUICPay の

いずれかにより1,000円（税込）以上お買物いただいたカード会員様 に

以下のものを両方プレゼントしてください。

※トートバッグの配布が終了した後は抽選券のみお渡しください。
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トートバッグ

同梱しているトートバッグを

先着20名様にプレゼントしてください。
（カード会員1人につき1個）

注意・本抽選の応募資格はカード会員様のみに限定されます。加盟店様による不正な応募が発覚した
　　  場合、本プログラムへの参加を終了させていただく場合がございます。
       ・本抽選券はQRコードを読み込むとすぐに当落が確定いたします。
　　  一度当落が確定した抽選券は無効となりますので、加盟店様における試用はお控えください。

*抽選券とは？

抽選券には券毎に異なるQRコードが印刷されています。QRコードをスマートフォンで読み込むだけ

で簡単に抽選に参加できます。総勢2,000名様に最高9,000円相当のカタログギフトが当たります。

当選者はデジタルカタログギフト「Made in  Japan wi th日本のおいしい食べ物」にて日本全国

の名産品をお選びいただけます。

抽選券

同梱している抽選券*を

先着100名様にプレゼントしてください。
（カード会員1人につき1枚）

キャンペーン期間：2019年9月3日（火）～10月31日（木）

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

キャンペーン期間中、アメリカン・エキスプレスのカード、JCBカード（クレジット・デビット・プリペイド）、QUICPayの
いずれかで1,000円（税込）以上お買物されたお客様に特典をご用意。1回のお買物につき抽選カードは1枚まで。

SHOP LOCAL®    抽選カード

2019年9月3日（火）～10月31日（木）実施期間

「Made in Japan with日本のおいしい食べ物」*
4,000円相当のギフト

B賞／1,500名様
「Made in Japan with日本のおいしい食べ物」*

9,000円相当のギフト

A賞／500名様

合計2,000名様に当たる

＊「Made in Japan with日本のおいしい食べ物」とは、日本全国の名産品が選べるデジタルカタログギフトです。



＜加盟店様向け特典＞

同梱されているプロモーションキット一覧

プロモーションキットをお届け

キャンペーン期間中にプロモーションキットを飾ったお店の写真を

「＃ショップローカル参加店」「＃ショップローカル」「＃(加盟店様の店名）」の

3つのハッシュタグをつけてTwitterまたはInstagramに投稿してください。
　　　　　　　　　　　　　　　    ハッシュタグ

  　　　

投稿いただいた方に抽選でスペシャルな特典が当たります。

 1等：   3店舗様           プロのCMクリエイターがお店のプロモーションビデオを制作

 2等：300店舗様       日本全国の名産品　2万円相当のギフト*

＊当選者はデジタルカタログギフト「Made in Japan with日本のおいしい食べ物」にて日本全国の名産品をお選び
　いただけます。
＊アカウントに閲覧制限を設けている場合は対象外となります。
＊抽選の結果はご当選者様のみにご連絡いたします。

SNSの投稿でスペシャルな特典が当たるチャンス

参加加盟店様は、ショップローカルのウェブサイトの地図機能で紹介させていただきます。　
※ショップローカルのウェブサイトは9月3日前後に更新予定です。

ショップローカル　ウェブサイトでのご紹介
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 で検索　amex.jp/shoplocalショップローカル

※お客様にショップローカルのキャンペーンを告知いただくフライヤーとしてお使いください。

・キャンペーンステッカー　・ショップローカルのロゴシール　・横帯ポスター
・スイングPOP　・フォトフリップ　・風船（4個）　
・フライヤー 

キャンペーン期間：2019年9月3日（火）～10月31日（木）

キャンペーン期間中、ぜひこれらのプロモーションキットでお店を飾ってください。お店を装飾

いただくことで、ショップローカルの参加店であることをお示しいただけます。ショップローカルの

ロゴを活用したオリジナルのPOPの制作を希望される場合は、ショップローカルのウェブサイト

からロゴデータをダウンロードいただけます。

＃ショップローカル ＃ショップローカル参加店 ＃（加盟店様の店名）



アメリカン・エキスプレスのカード、 JCBカード（クレジット・デビット・プリペイド）、 QUICPay取引の見分け方

加盟店様向けキャンペーン問い合わせ窓口

本キャンペーンに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

カード会員様特典の提供条件は、  アメリカン・エキスプレスのカード   、    JCBカード（クレジット・デビット・プリペイド）  、   

  QUICPay   のいずれかで1,000円（税込）以上お買物いただいた場合となります。

カード券面の表面か裏面にアメリカン・エキスプレスのロゴが印刷されている
カードが対象です。

表面にロゴが印刷されている例 裏面にロゴが印刷されている例

カード券面にJCBのロゴマーク「JCBエンブレム」※が表示された
カードの場合、キャンペーンの対象となります。

※「JCBエンブレム」には、３色カラーのものの他、箔素材で印刷されたロゴ（ゴールド、シルバー）、単色ロゴ（ホワイト、シルバー）、および
　デビット・プリペイドのロゴがあります。
※一部カードでは「JCBエンブレム」は裏面に表示がある場合もございます。

※今回のキャンペーンは、アメリカン・エキスプレスやＪＣＢが自社で発行するカードのみでなく、両社のブランドマークが入った国内外の全てのカードが
　特典提供対象となります。
※JCBデビットカード、JCBプリペイドカード、QUICPayのお取り扱いがない加盟店様においては、アメリカン・エキスプレスのカード、JCBクレジットカードの
　取引のみが特典提供対象となります。

QUICPay取扱い店舗の場合、クイックペイでのお支払いも特典の対象となります。
カード会員様が「クイックペイで」と指定した場合、特典対象とみなしてください。

箔素材で印刷されたロゴ（ゴールド、シルバー）

デビットカード プリペイドカード

単色で印刷（ホワイト）単色で印刷（シルバー）

アメリカン・エキスプレスのカード 

JCBカード（クレジット・デビット・プリペイド）

QUICPay
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ショップローカル事務局
0120-933-572（通話料無料/10:00～19:00 /土日祝休）電 話 番 号

SHOPLOCAL@aexp.com
※メールでのお問い合わせの場合、回答までに数日かかることがございます。
メールアドレス



F A Q

I D Question Answer

1 ショップローカルとは何ですか？ オンラインショッピングが主流になる中、街のお店でのお買物を推奨し、お店・街の活性化を
支援するプログラムです。アメリカン・エキスプレスが2010年にアメリカで始めた活動で、
アメリカでは社会運動として定着しています。日本では2017年に横浜で開始しました。
2018年よりJCBも参加し、日本全国で展開しています。

2 なぜアメックスとJCBが
組んでいるのですか？

アメリカン・エキスプレスとＪＣＢの関係は長く、加盟店業務において提携をしています。
日本では、キャッシュレスや、地方創生が叫ばれている中、両社のカード会社の問題意識が
一致し、ブランドの垣根を超えて、街のお店を応援するショップローカルを通じた共同
マーケティングを展開することとなりました。

3 他のお店に紹介したいのですが、
今からでも参加申込はできますか？

ご関心ありがとうございます。恐れ入りますが今年のショップローカルプログラムの参加
申込は締め切らせていただきました。

4 参加規約とはどのような
内容ですか？

本キャンペーン参加にあたってのキャンペーン主催者と参加加盟店様との権利義務を定めた
ものになります。主な内容として、特典内容の通りに、確実に特典を提供いただくことについて
確約いただくこと、また加盟店様の商標や申込情報をアメックスやＪＣＢのショップローカル
のマーケティング活動に活用させていただくことに同意いただくことを前提としています。
参加規約は本説明書の最後のページに記載しています。
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9 トートバックや、抽選券の
補充はありますか？

恐れ入りますが補充は予定していません。ストックがなくなった時点で特典提供を終了して
ください。

8 カード会員から何か質問があった
場合、どうすればよいですか？

カード会員様には以下の問い合わせ先をご案内ください。
【ショップローカルのキャンペーン内容およびカードのご利用等における一般的なご質問】
会員様がお持ちのカード裏面に記載されている電話番号

【ショップローカルの抽選に関するご質問】
抽選カード裏面に記載されているキャンペーン事務局の電話番号

トートバックや、抽選券が
余ったらどうすれば良いですか？　
またプロモーションキットなど、
キャンペーン終了後は
どうすればよいですか？

キャンペーン期間が過ぎてトートバッグが余ったら、貴店の別の販促のためにご利用頂くなど、
自由にお使いください。ただし、トートバッグやプロモーションキットなどを転売することは固く
禁じます。抽選は10月31日で終了するため、11月以降無効となります。抽選券は余ったら破棄
をお願いします。プロモーションキットも返却いただく必要はありません。キャンペーン情報
が掲載されていないステッカーやフォトフリップなどはそのまま掲載いただくことも歓迎
です。

7 Amex/JCBカード会員は
どのように参加店舗を
知ることができるのですか？

参加頂いた加盟店様は、ショップローカルのウェブサイトのマップ上に掲載されます。（9月3日
前後より掲載開始予定）このマップでカード会員様は、参加店舗を確認することができます。
また貴店でも本キャンペーンについてSNSや、口コミで拡げて頂けると嬉しいです。一緒に、
ショップローカルを盛り上げましょう。

6 お店にて、アメリカン・エキスプレスのカード、JCBカード（クレジット・デビット・プリペイド）、
QUICPayのいずれかで1,000円（税込）以上のお買い物があった場合にトートバッグ1個と
抽選券1枚をお渡しください。1,000円毎ではございません。仮に3,000円の買い物があったと
しても、ご提供いただくのはトートバッグ1個と抽選券1枚になります。

5 キャンペーン期間はいつですか？ キャンペーン期間は2019年9月3日（火）から10月31日（木）までです。

１,０００円（税込）以上でトートバック１
個と抽選券１枚を提供とのことですが、
１,０００円毎ではないのですか？例えば
３,０００円の買物があった場合はどうす
ればよいですか？
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SHOP LOCAL® プロモーション  参加規約

記

1.  審査

本参加規約は、アメリカン･エキスプレスおよびJCBのカードを取り扱う加盟店（以下「加盟店」）が、アメリカン・エキスプレス･
インターナショナル･インコーポレイテッド日本支社（以下「当社」）が主催し、株式会社ジェーシービー（以下「ＪＣＢ」）が共催
するSHOP LOCAL®プロモーションプログラム（以下「本プログラム」）に参加するに際して適用される条件を定めるものです。
本プログラムの概要は下記に記載します。

当社は本プログラムへの参加申込を行った加盟店について、
下記の「参加条件」やその他当社が設定する条件により審査を
行います。当社が承認した加盟店（以下「参加加盟店」）が本
プログラムに参加できるものとします。当社は審査の経過ま
たは内容について加盟店に伝える義務はないものとします。

参加加盟店は、別に定める「特典内容」に記載されている内容
に従い、当社が定める対象者に特典を提供することについて
責任を負います。参加加盟店は、その従業員等への告知・教育
を継続しておこない対象者が確実に特典を受けることができ
るようにする責任を負います。

3.  マーケティング
参加加盟店は、自己の商号、ロゴ、ＵＲＬ、店舗の所在地や電話
番号、地図情報あるいは自己が提供するキャッチ・コピー、写真、
映像等を、当社または当社の提携先企業が適当と判断する
コミュニケーション媒体（テレビ、ラジオ、印刷物、インターネット、
電子媒体などを含む）において、本プログラムの告知・広告
および販促活動を目的として使用することに同意するものと
します。　参加加盟店は、自己の商号、ロゴ、ＵＲＬ、あるいは自
己が提供するキャッチ・コピー、写真、映像等が、第三者のいか
なる商標、著作権、またはドメイン・ネームも侵害するものでは
ないことを保証するものとします。

4.  届出事項の変更と報告
参加加盟店は、店舗の所在地や電話番号等、当社に届け出た
事項に変更があった場合には、ただちに当社または当社の指
定する代理店に届け出ていただきます。また、参加加盟店は、
特典の提供に関わる報告を、当社が求めた場合、それに応じる
ものとします。

1.  アメリカン・エキスプレスおよびＪＣＢの両カードの取扱いを行っている加盟店であること。
2.  展開している店舗が特定の地方、地域に限定または集積されていること
3.  店頭販売の形態であること
4.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象外である業種であること
5.  病院、医療、クリニック以外の業種であること。また取扱商品が保険ではないこと
6  その他当社が適格と定める条件に合致すること

本プログラムの概要
‐アメリカン・エキスプレスおよびＪＣＢのカード会員もしくは支払い機能利用者に対して、本プログラムの参加加盟店での利用を促進する
ことにより、当該加盟店の売上促進を目指すとともに、当該地域の活性化に資することを目的とする。
‐プログラム期間： 2019年9月3日から2019年10月31日まで

参加条件

失った場合、参加加盟店および当社は、あらゆる形態の相手方の機
密情報および相手方の商標その他の知的財産物を、速やかに返却
または破棄（相手方の選択による）し、また、当該機密情報および知
的財産物の使用を直ちに中止することとします。ただし、商習慣上
慣例となっている範囲で、相手方の情報を保持することは認めるも
のとします。

5.  機密保持
参加加盟店および当社は、本参加規定の遂行に際して相手方よ
り入手するいかなる情報も、その機密を保持しなければならな
いものとします。本参加規定が効力を失った場合も、本条の定
めは引き続き効力を有するものとします。本参加規定が効力を

6.  変更と中止
当社は本参加規定の変更について随時行う権利を有することとし
ます。また当社は参加加盟店に事前に予告することなく、本プログ
ラムを中止できるものとします。

8．個人情報ならびに加盟店の情報について

当社は本プログラムの運営において、加盟店から得た、担当者の
氏名、電話番号、電子メールアドレス等の個人情報（以下「加盟店
の個人情報」といいます。）ならびに加盟店に関する情報につい
て、本プログラムの遂行に必要な範囲内において、当社の関係会
社ならびに、共催者であるＪＣＢならびにその関係会社に共有で
きるものとします。

9．準拠法
本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。

10．紛争等の解決方法
本契約に関する紛争については、当事者が誠実に協議することにより
その解決にあたるものとしますが、かかる協議が調わない場合には、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として裁判により
解決するものとします。

7.  プログラム期間と参加の終了

2.  特典の提供

2.1カード会員特典

7.1本プログラムの期間は下記の通りです。

8.1

当社は、当社のクレジットカード事業における営業活動に関する
印刷物の送付、電話および電子メールの送信の目的のため、加盟
店の個人情報および加盟店に関する情報を利用できるものとし
ます。

8.2

（ア）参加加盟店に、特典提供義務を怠る等の重大な違反があり、
　　当社の警告に関わらず契約違反がある場合。
（イ）加盟店契約が終了した場合。

7.2次のいずれかの場合には、当社は参加加盟店の本プログラム
　  への参加を直ちに終了させることができるものとします。参加加盟店は、別に定める「特典内容」に記載されている内容

に従い、参加加盟店自身が特典を受領する場合があります。

2.2参加加盟店特典
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