
めぐろ商品券アプリ利用ガイド
(デジタル商品券 )

目黒区商店街
公式キャラクター
「スマにゃん」

めぐろ商品券アプリ

内容が変更となる場合がございます
目黒区商店街連合会

めぐろ生活応援券専用ホームページ
URL : https://meguropretkt.com/

めぐろ生活応援券コールセンター
ご不明な点はお問い合わせください。
受付時間
平日：午前 8時 30分から午後 5時 15分
土曜日・日曜日・祝日：午前 10時から午後 6時（年末年始を除く）
TEL : 0120-429-245　　　FAX : 03-5715-0933
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めぐろ商品券アプリ利用方法

めぐろ生活応援券専用
ホームページに掲載し
ているQRコードをス
マートフォンのカメラ
で読み取る、または
App Store / Google 
Play のボタンをクリッ
クして、「めぐろ商品券
アプリ」をダウンロー
ドします。

アプリを
ダウンロードする

めぐろ生活応援券
専用ホームページ

スマートフォン画面の
「めぐろ商品券アプリ」
のアイコンを押して、
アプリを立ち上げます。

「めぐろ商品券アプリ」
が立ち上がるとログイ
ン画面が表示されます。
新規登録のため、「こち
らから」を押します。

ユーザー ID( 任意の英数字 3桁
以上 )、パスワード (任意の英
数字 6桁以上 )、申し込み時に
入力した電話番号を入力し
ます。利用規約及びプライ
バシーポリシーを確認の上、
「利用規約とプライバシーポ
リシーに同意する」にチェッ
クを入れます。
「次へ」を押します。

メールアドレスを入力
して、「メールを送信し
て登録を完了する」を
押します。

アカウント登録が完了
すると、商品券の購入
手続きが行える画面が
表示されます。

アプリ名：めぐろ商品券アプリ
サブタイトル：「めぐろ生活応援券」（目黒区商店街連合会）

  01   02   03   04   05   06アプリを
立ち上げる

新規登録する 必要項目を
登録する

メールを
送信する

アカウント
登録完了

step1
アカウントを登録する

＊当選者に後日郵送される購入ハガキに記載される
デジタル商品券を有効化するための PIN コードは、
申し込み時の電話番号に紐づけて発行します。上記
アカウント登録では、申し込み時に入力した
電話番号を登録してください。

登録

＊めぐろ商品券アプリは、9月 15 日午前中にリリースします。
＊対応OS：iOS 14 以降、　Android 12 以降

＊登録したメールアドレスにユーザーIDおよび復元パスフレーズ(セ
キュリティを強固にするための 24 語からなる文章 )が届きます。復
元パスフレーズは、スマートフォンの機種を変更した際やアプリを再
インストールした際に、デジタル商品券情報を引き継ぐために必要で
す。届いたメールを大切に保管してください。
＊ユーザー IDおよび復元パスフレーズを忘れた場合は、
再発行できませんので、届いたメールを
大切に保管してください。

商品券商商品券商品券商



ユーザー IDとパスワー
ドを入力して、「ログイ
ン」を押します。

「商品券を購入する」を
押します。

購入ハガキ (当選者の
みに郵送 )に記載され
た 2種類の「8桁の
PINコード」を入力し
ます。
「次へ」を押します。

セット数と金額を確認
の上、「支払い方法を選
ぶ」を押します。

決済方法を選びます。
「クレジットカード
(＊1)」または「コン
ビニ支払い (＊2)」を
押します。

支払い金額を確認の上、
「クレジットカードで支
払う」または「コンビ
ニで支払う」を押しま
す。

アプリに
ログインする

  01   02 商品券を
選ぶ

  03 PIN コードを
入力する

  04 商品券を
購入する

  05 決済方法を
選ぶ

  06 購入を
確定する

めぐろ商品券アプリ利用方法

  07 購入完了

購入が完了するとプレ
ミアム 30%が付与され
た金額が表示されます。
「完了」を押します。

02
＊PIN コードの最初の 2桁
は半角英字 (大文字 )、続く
6桁は半角数字です。
（例：AB123456）
＊2種類ある PIN コードを
上下どちらに入力しても
有効です。

＊小・中規模店舗のみで利
用できる限定券と大規模店
舗でも利用できる共通券の
2種類セットでの購入とな
ります。

＊各決済方法の詳細につい
ては、3ページから 7ペー
ジに記載しています。

step2
デジタル商品券を購入する

購入

＊1 クレジットカードは
Visa、Master Card、アメリ
カンエクスプレス、JCB、ダ
イナースクラブ、Discover
が使用できます。
＊2 ファミリーマート、ロー
ソン、ミニストップ、セイ
コーマートで支払いができ
ます。

＊デジタル商品券の利用方
法については、8ページに記
載しています。

＊3 まれに通信障害等のた
め、決済完了後アプリに残
高が反映されるまで、最大 2
日ほどかかる場合がござい
ます。



03
決済方法を選びます。
「クレジットカード」を
押します。

決済方法を
選ぶ

上段の枠に「カード番
号」「有効期限MM(月 )
/YY( 年 )」「セキュリ
ティコード (CVV)」を
入力します。枠内の各
入力エリアは自動で遷
移します。
中段の枠にローマ字の
「名前」を入力します。
下段の枠に、「メールア
ドレス」を入力します。
最後に、「登録する」を
押します。

支払い金額を確認の上、「ク
レジットカードで支払う」
を押します。

購入が完了するとプレミア
ム 30%が付与された金額
が表示されます。
「完了」を押します。

購入した 2種類の商品
券の残高を確認します。

  01   02   03   04   05新規カードを
登録する

購入を
確定する

購入完了 残高を確認
する

めぐろ商品券アプリ利用方法（クレジットカードの登録・支払い方法）

＊クレジットカードは Visa、
Master Card、アメリカンエク
スプレス、JCB、ダイナースク
ラブ、Discover が使用できます。

＊小・中規模店舗のみで利用で
きる限定券と大規模店舗でも利
用できる共通券のそれぞれに金
額が表示されます。

meguro@XXXX.XX

＊メールアドレスは、1ページ
のアカウント登録で入力した
メールアドレスを設定してくだ
さい。

1234         09/23            567

カード番号：16桁数字
有効期限：MM(月 )/YY( 年 )：数字
　記載例：12/23（12 月 2023 年の場合）
セキュリティコード (CVV)：3または 4桁数字

カード記載の名前：半角ローマ字

メールアドレス

登録内容

＊登録したメールアドレスに、
決済代行会社からの連絡事項が
届く場合がございます。
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画面下の「アカウント」
を押し、　　の右側にあ
る「編集」を押します。

編集を選ぶ

設定完了です。
アカウント画面に戻りま
す。

  01   02   03新規カードを
登録する

登録完了

めぐろ商品券アプリ利用方法（クレジットカードの登録・変更方法）

　
集

アカウント画面からもクレジットカードを登録・変更できます。
登録済みのクレジットカードを変更する場合も、以下の 01から 03 の手順で行います。

＊登録したメールアドレスに、
決済代行会社からの連絡事項が
届く場合がございます。

XXXXXXXXXXXX

meguro@XXXX.XX

1234         09/23            567

上段の枠に「カード番
号」「有効期限MM(月 )
/YY( 年 )」「セキュリ
ティコード (CVV)」を
入力します。枠内の各
入力エリアは自動で遷
移します。
中段の枠にローマ字の
「名前」を入力します。
下段の枠に、「メールア
ドレス」を入力します。
最後に、「登録する」を
押します。
＊メールアドレスは、1ページ
のアカウント登録で入力した
メールアドレスを設定してくだ
さい。

カード番号：16桁数字
有効期限：MM(月 )/YY( 年 )：数字
　記載例：12/23（12 月 2023 年の場合）
セキュリティコード (CVV)：3または 4桁数字

カード記載の名前：半角ローマ字

メールアドレス

登録内容
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決済方法を選びます。
「コンビニ支払い」を押
します。

決済方法を
選ぶ

コンビニ支払い準備完
了です。
「完了」を押します。
コンビニに設置された
端末の画面表示に応じ
て、番号を入力し、支
払いを行います。

アプリの左下の「商品
券」を押し、購入した
商品券の残高を確認し
ます。

  01   02   04   05コンビニを
選ぶ

ファミリーマートのマルチコピー機の操作

ファミリーマートのマルチコピー機をご利用の場合

残高を確認
する

めぐろ商品券アプリ利用方法（コンビニ支払い方法）

＊小・中規模店舗のみで利用で
きる限定券と大規模店舗でも利
用できる共通券のそれぞれに金
額が表示されます。

＊コンビニ端末の操作に必要な
番号の有効期間は、3日間です
ので、早めに手続きをお願いし
ます。

①マルチコピー機のトップ画面から「代金支払
い (コンビニでお支払い )」を押してください。

②「次へ」を押してください。

③「番号入力」を押してください。

④アプリに表示された第 1番号を入力して、
「OK」を押してください。

⑤アプリに表示された第 2番号を入力して、
「OK」を押してください。

⑥注意事項が表示されるので、確認後「同意し
て進む」を押してください。

⑦内容を確認後、「了解」を押してください。

⑧レシート (申込券 )が印刷されます。

⑨印字されたレシートをお持ちいただき、有効
期限までにレジにてお支払いください。

  03 支払い準備
完了

利用するコンビニを選
ぶと、支払いに必要な
番号が表示されます。

＊表示された 2つの番号は、メモする、画面の
スクリーンショットを取って写真として保存す
る、画面下のリンクをコピーして保存するなど
の方法で、大切に保管してください。

＊レジで支払い後、通常は 10
分程度でアプリに商品券が反映
されます。

2 つの番号を保管後、
コンビニでのお支払い
の文字の右にある「>」
を押すと次の画面に移
ります。
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決済方法を選びます。
「コンビニ支払い」を押
します。

決済方法を
選ぶ

コンビニ支払い準備完
了です。
「完了」を押します。
コンビニに設置された
端末の画面表示に応じ
て、番号を入力し、支
払いを行います。

アプリの左下の「商品
券」を押し、購入した
商品券の残高を確認し
ます。

  01   02   04   05コンビニを
選ぶ

ローソン・ミニストップの Loppi の操作

ローソン・ミニストップの Loppi をご利用の場合

残高を確認
する

めぐろ商品券アプリ利用方法（コンビニ支払い方法）

＊小・中規模店舗のみで利用で
きる限定券と大規模店舗でも利
用できる共通券のそれぞれに金
額が表示されます。

①Loppi のトップ画面から「各種番号をお持ちの
方」を押してください。

②アプリに表示された支払い番号を入力して、
「次へ」を押してください。

③アプリに表示された確認番号を入力し「次へ」
を押して下さい。

④内容を確認後、「了解」を押してください。

⑤レシート (申込券 )が印刷されます。

⑥印字されたレシートをお持ちいただき、有効
期限までにレジにてお支払いください。

  03 支払い準備
完了

＊レジで支払い後、通常は 10
分程度でアプリに商品券が反映
されます。

＊コンビニ端末の操作に必要な
番号の有効期間は、3日間です
ので、早めに手続きをお願いし
ます。

利用するコンビニを選
ぶと、支払いに必要な
番号が表示されます。

＊表示された 2つの番号は、メモする、画面の
スクリーンショットを取って写真として保存す
る、画面下のリンクをコピーして保存するなど
の方法で、大切に保管してください。

2 つの番号を保管後、
コンビニでのお支払い
の文字の右にある「>」
を押すと次の画面に移
ります。



07
決済方法を選びます。
「コンビニ支払い」を押
します。

決済方法を
選ぶ

コンビニ支払い準備完
了です。
「完了」を押します。
コンビニに設置された
端末の画面表示に応じ
て、番号を入力し、支
払いを行います。

アプリの左下の「商品
券」を押し、購入した
商品券の残高を確認し
ます。

  01   02   04   05コンビニを
選ぶ

セイコーマートの端末の操作

セイコーマート端末をご利用の場合

残高を確認
する

めぐろ商品券アプリ利用方法（コンビニ支払い方法）

＊小・中規模店舗のみで利用で
きる限定券と大規模店舗でも利
用できる共通券のそれぞれに金
額が表示されます。

①レジでインターネット支払いをしたい旨を店
員に伝えてください。

②レジのディスプレイで、アプリに表示された
支払い番号を入力して、「登録」を押してくださ
い。

③アプリに表示された「確認番号」を入力し「登
録」を押して下さい。

④内容を確認後、「OK」を押してください。

⑤代金をお支払いください。

  03 支払い準備
完了

＊レジで支払い後、通常は 10
分程度でアプリに商品券が反映
されます。

＊コンビニ端末の操作に必要な
番号の有効期間は、3日間です
ので、早めに手続きをお願いし
ます。

利用するコンビニを選
ぶと、支払いに必要な
番号が表示されます。

＊表示された 2つの番号は、メモする、画面の
スクリーンショットを取って写真として保存す
る、画面下のリンクをコピーして保存するなど
の方法で、大切に保管してください。

2 つの番号を保管後、
コンビニでのお支払い
の文字の右にある「>」
を押すと次の画面に移
ります。



購入した商品券を確認
して、利用するデジタ
ル商品券を押します。

商品券を選ぶ

利用するデジタル商品
券の残高を確認します。
金額入力欄を押すと金
額を入力するための
キーパットが表示され
ます。

店員に「めぐろ生活応
援券のデジタル商品券」
を使うことを伝えます。
利用金額を入力して、
「次へ」を押します。

利用金額を確認後、店
員に入力金額を確認し
てもらい、「QRコード
を読み取る」を押しま
す。

カメラが自動起動する
ので、店舗設置のQR
コードを読み込み、支
払いを行います。（自動
的に決済されます）

支払い完了画面を店員
に見せてください。
「閉じる」を押して、支
払いが完了です。

  01   02   03   04   05   06残高を
確認する

利用金額を
入力する

金額を
確定する

QRコードを
読み込む

完了画面を
店員に見せる

めぐろ商品券アプリ利用方法

08 使うstep3
デジタル商品券を使う

＊利用金額は 500 円単位です。
＊おつりは出ません。

＊QRコードを読み取ると、
アプリが「にゃー」と鳴きます。

＊小・中規模店舗のみで利用で
きる限定券と大規模店舗でも利
用できる共通券のそれぞれで支
払い操作が必要となります。

＊利用前に、店員に「めぐろ生活応援券のデジタル商品券」を使うことを伝えてください。

にゃー＊支払い完了後に、金額変更や取り消しは
できないので、店員と一緒に画面の確認を
して決済してください。

＊残高は画面のチケット上で
リアルタイムに更新されます。


