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かもめクーポンとは？

新型コロナウィルス感染症の拡大による消費の冷え込みに対し、県内の需要を喚起すると
ともに、県内製造業を支援するために発行するクーポンです。

県内の工場で製造された、単価10万円以上（税抜）の対象製品を購入する際に、かもめ
クーポンを利用することにより割引額でご購入できます。

かもめクーポン公式サイトには神奈川県内で製造された魅力あふれる製品が多数登録され
ています。気になる製品を検索いただき、クーポンを利用してみてください。

⚓かもめクーポンとは？⚓
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利用者
かもめクーポン公式
サイトより製品を確認

クーポンを発行

クーポン利用登録

クーポン発行方法

かもめクーポン
公式サイト

公式サイト二次元コード

1

購入

クーポンを提示
※携帯画面または印刷

製品販売

クーポンコード、
有効期限、本人確認

クーポン取扱店
（販売店）

クーポン利用方法
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※クーポン発行は店頭でも可能です。
※購入当日（クーポン利用時）は本人確認書類を必ずご持参ください。忘れるとクーポンの利用ができません。
※クーポンには有効期限がございます。（発行日を含む3日後の23:59まで）期限前にクーポン取扱店（販売店）へご提示ください。

クーポン利用の流れ
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クーポンを利用出来る方

１．クーポンを利用できる方
・神奈川県内在住の個人
・県内に本店や事業所を有する事業者

※クーポン利用時には、現住所等を確認するため、本人確認書類の提示が必要です。
※クーポン発行の際にクーポン利用登録が必要です。

⚓クーポンを利用できる方⚓

【本人確認書類】
○ １点で本人確認書類として認められるもの：１枚で氏名及び現住所、顔写真が確認できる書類

例：マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書
在留カード、障害者手帳等各種福祉手帳 等

○ 上記書類がない場合：①を２つ 又は ①＋②を各一つ
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳
公共料金の領収書（発行から３カ月以内） 等
※いずれも、氏名及び現住所が記載で、有効期限の記載があるものは有効期限内のもの
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書 等

○法人の場合、名刺や社員証など法人の所在地（神奈川県内の住所）が確認できるもの
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クーポン利用条件

⚓クーポン利用条件⚓
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１．クーポン利用期間
・クーポン発行期間 令和２年１０月２２日～令和３年２月２６日まで
・クーポン利用期間 令和２年１０月２２日～令和３年２月２８日まで

※予算の上限に達した場合には期限前に終了します。
※クーポンには有効期限がございます。（発行日を含む３日後の２３：５９まで）

２．対象製品・クーポンを利用できる店舗について
・「かもめクーポン公式サイト」に掲載の製品が対象です。
・製品紹介ページに記載のクーポン取扱店（販売店）のみでご利用いただけます。

詳しくは８ページをご覧ください。

３．その他
・１利用者（購入者）当たりのクーポン利用上限額は100万円です
・令和３年３月15日までに納品等（※）が完了する必要があります。

※売買契約上、以後キャンセルが生じない段階であること

・次のいずれかに該当する場合は、クーポンの利用ができません。
・転売（仕入れ含む）目的の購入である場合
・他の自治体等から購入額全額に対して補助金が交付される場合

例：11月1日15：00に取得
→11月3日23：59まで有効



割引額

⚓クーポンによる割引額⚓
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製品価格単価（税抜き希望小売価格等） クーポンの金額

10万円以上15万円未満 10,000円

15万円以上20万円未満 15,000円

20万円以上35万円未満 20,000円

35万円以上50万円未満 30,000円

50万円以上75万円未満 35,000円

75万円以上100万円未満 45,000円

100万円以上150万円未満 50,000円

150万円以上250万円未満 75,000円

250万円以上400万円未満 125,000円

400万円以上 200,000円

※対象製品登録申請時に示された価格によって、予めクーポンの金額を設定しますので、製品価格単価は実際の
店頭販売価格と異なる場合があります。



対象製品・クーポンを利用できる店舗について

１．対象製品
「かもめクーポン公式サイト」に掲載の製品が対象になります。
対象製品の条件は、神奈川県内の工場で製造され、神奈川県内の販売店及び事業所で
販売している製品となります。
※製品の在庫はクーポン取扱店（販売店）に直接、ご確認ください。
※対象製品によって割引額が異なります。

2 ．クーポンを利用できる店舗について
製品紹介ページに記載のクーポン取扱店（販売店）のみでご利用いただけます。

⚓対象製品について⚓

対象製品・クーポン取扱店（販売店）等詳細は公式サイトをご確認ください

URL：https://kanagawa-kamome-c.com/

神奈川県かもめクーポン 検索
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クーポン利用登録方法
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クーポン利用登録方法

新規登録ボタンをクリックし
クーポン利用ユーザー新規登録(仮登録)の
画面へ進む。

1
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クーポン利用登録方法

メールアドレス・パスワードを設定の上、
送信ボタンをクリックしてください。

2

パスワードには以下の全てを含めてください
・英字の大文字
・英字の小文字
・数字
・記号 ※以下のいずれか

– (ﾊｲﾌﾝ)
_  (ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ)

.  (ﾄﾞｯﾄ) 
&  (ｱﾝﾊﾟｻﾝﾄﾞ)
+  (ﾌﾟﾗｽ記号）
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クーポン利用登録方法

登録されたメールアドレス宛に本登録用のURLが送られますのでご確認ください。3

送られてきたURLをクリックすると、
本登録完了画面に移行します。
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クーポン利用登録方法

メールアドレスに記載のURLをクリックするとログインページに進みます。
ログインボタンを押してログインしてください。

4
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クーポン利用登録方法

本登録画面になります。
申請する利用者様について必要項目をご入力ください。

5

プライバシーポリシーに同意をお願いいたします。

14

初めに個人・法人をご選択ください。
選択すると、個人・法人ごとの記入欄が現れます。
※「株式会社」や「有限会社」は「（株）」や「（有）」に
省略せず入力してください。

※支店・営業所を入力する際は「株式会社〇〇 △△支店」の
ように全角1字空けてください。

入力が完了しましたら、確認ボタンを押してください。



クーポン利用登録方法

本登録が完了いたしました。
続けて対象製品の確認・クーポンを発行する場合は、製品一覧のタブをクリックして
ください。

6
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公式サイトトップページの「ログイン」または
「マイページ」をクリックしてください。
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クーポン利用登録方法（マイページ）

※登録したメールアドレス・パスワードを
ご入力ください。
パスワードを忘れた場合、「パスワードを忘れた方

はこちら」から再発行のお手続きができます。



クーポン発行可能額を確認することができます。
※1購入者(利用者）当たりの
クーポン利用上限額は100万円です。

※有効期限が切れたクーポン額は、期限切れ後に
発行可能枠へ戻ります。
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かもめ 太郎

クーポン利用登録方法（マイページ）

※間違えてクーポンを発行した場合は、正しいクーポンを
発行し直してください。
間違えたクーポンは、有効期限が切れると自動的に無効
となり、発行済みクーポン枠から減算されます。

※クーポンは同じクーポン額の製品に共通で利用可能で
すので、発行の際に選択した製品と実際にご利用になる
製品が異なっても構いません。



クーポンの発行方法
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ｖ
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クーポンの発行方法は3パターンあります。

公式サイト

①対象製品から検索する方法

②クーポン金額から検索する方法

クーポンの発行方法

③フリーワードで
検索する方法

●●工業・・・？
カメラ・・・？
ジュエリー・・・？



発行方法パターン①
【対象製品から検索する方法】
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製品カテゴリーより対象製品を確認することが
できます。

＊メインカテゴリーのみ
＊メインカテゴリー + サブカテゴリー
どちらでも検索が可能です。

1

発行方法パターン①
【対象製品から検索する方法】
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かもめ 太郎



対象製品の一覧が表示されます。
ご希望の製品がございましたら、

をクリックしてください。もっと見る

こちらより、絞り込み検索ができます。
カテゴリーを選択し、
をクリックしてください。

2

発行方法パターン①
【対象製品から検索する方法】
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○○横浜店、○○小田原店

下記の情報を必ずご確認ください。

■製品説明
■販売価格（税抜き・参考）
■クーポン取扱店（販売店）
■クーポンの在庫状況

※クーポン取扱店（販売店）以外での利用は不可。

尚、商品在庫状況は各クーポン取扱店（販売
店）へお問い合わせください。

枚数を記入し、 をクリック！
※カートに入れるだけでは発行されていません。

今すぐ発行

3

発行方法パターン①
【対象製品から検索する方法】
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発行方法パターン①
【対象製品から検索する方法】
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利用にあたって内容の確認を必ずお願いします。
確認後、✅をしていただき発行ボタンをクリック！
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クーポンの発行ができました。
店頭でご購入の際に本画面をご提示ください。
有効期限がございますので、ご注意ください。

発行したクーポンはマイページから確認が
できます。

5

かもめ 太郎

発行方法パターン①
【対象製品から検索する方法】
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発行方法パターン②
【クーポン金額から検索する方法】
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発行方法パターン②
【クーポン金額から検索する方法】

ログイン前の公式サイトのトップページ下段の
『クーポン金額から選ぶ』から
ご希望のクーポン金額をクリックして下さい。

クーポン額ごとの対象製品ページへ移動すること
ができます。

1
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検索したクーポン額の対象製品の一覧が
表示されます。
ご希望の製品がございましたら、

をクリックしてください。もっと見る

2

発行方法パターン②
【クーポン金額から検索する方法】
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こちらより、検索することもできます。
金額を選択し、
をクリックしてください。



下記の情報を必ずご確認ください。

■製品説明
■販売価格（参考）
■クーポン取扱店（販売店）
■クーポンの在庫状況

※クーポン取扱店（販売店）以外での利用は不可。

尚、商品在庫状況は各クーポン取扱店（販売
店）へお問い合わせください。

枚数を記入し、 をクリック！
※カートに入れるだけでは発行されていません。

今すぐ発行

3

発行方法パターン②
【クーポン金額から検索する方法】
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発行方法パターン②
【クーポン金額から検索する方法】
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利用にあたって内容の確認を必ずお願いします。
確認後、✅をしていただき発行ボタンをクリック！

4



クーポンの発行が出来ました。
店頭でご購入の際に本画面をご提示ください。
有効期限がございますので、ご注意ください。

発行したクーポンはマイページからご確認が
出来ます。
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かもめ 太郎

発行方法パターン②
【クーポン金額から検索する方法】
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発行方法パターン③
【フリーワード検索する方法】
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発行方法パターン③
【フリーワード検索する方法】
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公式サイト、トップページ下段または左側の
『フリーワードで製品を探す』から製品を検索する
ことができます。
（部分一致での検索が可能です）
例：会社名、製品名 等

1



検索結果の製品の一覧が表示されます。
ご希望の製品がございましたら、

をクリックしてください。もっと見る

こちらより、フリーワード検索ができます。
探したい製品のキーワードをご入力後、

をクリックしてください。
※製造業者名、製品名 等（部分一致で検索可能）

2

発行方法パターン③
【フリーワード検索する方法】
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下記の情報を必ずご確認ください。

■製品説明
■販売価格（参考）
■クーポン取扱店（販売店）
■クーポンの在庫状況

※クーポン取扱店（販売店）以外での利用は不可。

尚、商品在庫状況は各クーポン取扱店（販売
店）へお問い合わせください。

枚数を記入し、 をクリック！
※カートに入れるだけでは発行されていません。

今すぐ発行

3

発行方法パターン③
【フリーワード検索する方法】
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発行方法パターン③
【フリーワード検索する方法】
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利用にあたって内容の確認を必ずお願いします。
確認後、✅をしていただき発行ボタンをクリック！

4



クーポンの発行が出来ました。
店頭でご購入の際に本画面をご提示ください。
有効期限がございますので、ご注意ください。

発行したクーポンはマイページからご確認が
出来ます。

5

かもめ 太郎

発行方法パターン③
【フリーワード検索する方法】
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お問い合わせ先

■かもめクーポンデスク(ユーザー専用)

電話番号：０４５－３１２－６２８１

営業時間：平日 １０：００ ～ １７：００
土日祝日 １０：００ ～ １７：００

※年末年始（12／31～1／2）は除きます。


