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１、プレミアム付商品券「春が来た！別府花咲くエール券」の概要
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商品券名称 春が来た！別府花咲くエール券 （紙・電子共通）

目的
物価高騰の影響を受けた市民生活の経済的支援と

消費喚起による市内商業の活性化を図る

発行者
別府市プレミアム付商品券実行委員会事務局(別府商工会議所内)

受託事業者：東武トップツアーズ・みずほ銀行・大分県信用組合 共同事業体

発行総額 13億円（＝販売金額10億円＋プレミアム30％）

発行形態 紙エール券（7.８億）＋ 電子エール券（5.2億）

販売単位
１冊 ５,000円 （6,500円分利用可能）
内訳：一般商店専用4,000円＋全店共通券2,500円

1人あたり購入上限
別府市民： お１人さま 6冊まで（紙もしくは電子を選択、最大3万円分で3.9万円分を利用可能）

市民以外： お１人さま 2冊まで（電子のみ、最大1万円分で1.3万円分を利用可能）

販売方法

事前申込（抽選申込）： 2023年3月1日（水）〜14日（火）
当選者発表 ： 3月下旬
当選者への販売 ： 2023年4月1日（土）〜14日（金）

利用期間 2023年4月1日（土）〜 2023年6月30日（金）

加盟店舗 目標1,500店舗（全て別府市内）

○ 別府市「春が来た！別府花咲くエール券」の概要は、以下のとおりです
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四日市市プレミアム付デジタル商品券を取り扱うためには、
以下の参加店舗の資格を満たす必要があります。

２、「エール券」で利用できるもの

○ 別府市内の店舗等における、個人の支払いに広く利用できますが、以下の制限を設けています

利用できるも
の

別府市内に所在する店鋪等における、お支払いに利用できます

・但し、以下の支払いに関する「エール券」の利用は禁止とします

（1）現金との換金及びこれに類する行為(エール券との交換や売買、金融機関への預け入れ等) 
（2）換金性の高いもの(ビール券、図書カード、切手、官製ハガキ、プリペイトカード、

印紙など)の購入
（3）国や地方公共団体等への支払い(税金・電気・都市ガス・水道料金等の公共料金)
（4）エール券を担保に供し、または質入れすること
（5）事業の用に供する支払い(商品の仕入れ等) 
（6）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号) 第 2 条

1項 4 号~8 号、第 5 項又は第 11 項に規定する営業に対する支払い
（7）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
（8）エール券の使用が法令に反するものへの支払い(たばこ等) 
（9）土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車場代等の不動産に関わる支払い
（10）生命保険料、損害保険料等金融商品の支払い
（11）医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
（12）その他、実行委員会並びに取扱店が特に指定するもの(電子タバコ並びにその関連機器等)

・不正使用があった場合には、厳正に対処します
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３、「紙エール券」の利用方法

①商品券が使えるお店(取扱店)かどうか・以下どちらの商品券が利用可能かについてご確認ください

一般商店専用券

大型店等・一般商店共通券

②取扱店でお買い物またはご飲食をします(P.3記載の利用禁止事項についてご確認をお願いします)

③お支払いの際に、商品券を店員の方へお渡しください

④お釣りは出ないのでご注意いただきますようお願い致します



４、「エール券」の購入方法概要 電子エール券の購入
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利用者の
商品券購入手段

・クレジットカード（VISA・MASTER・JCB・AMEX）

・コンビニエンスストア（ローソン・ファミリーマート・セブンイレブン・ミニストップ）

※ 市内・市外を問わず全国の全ての店舗で可能

○「当選者」には、登録頂いた電子メールに当選通知を送付します

○ 当選通知メール内に、「登録用ID」が記載されており、そのIDを使用し必要事項を登録のうえ、

クレジットカード払い もしくは コンビニエンスストアの現金払いの２種類にて購入できます

○ 速い方ですと、5分で商品券を購入でできます（クレジットカードの場合）

・クレジットカード決済は、最新のセキュリティシステムを利用

・コンビニエンスストアでの現金払いも可能

商品券の購入

VISA、Mastercard、

JCB、AMEXを利用し支払

ローソン・ファミリーマート・

セブンイレブン・ミニストップ

で現金支払

②本登録（属性登録
・SMS認証）

③カード払を選択し、
商品券を購入

①仮登録（ID番号・アド
レス・パスワード登録）

商品券購入は３ステップ・5分で完了

別府エール券

別府エール券 別府エール券別府エール券

※セブンイレブンは、都合により、販売時に間に合わない場合があります
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５、「電子エール券」の購入手続き （その１・専用サイトへアクセス）

○「エール券」購入手続きは、専用サイトのみで行っています。

○ 当選者宛に電子メールにて送付しております、「登録用ID」をご準備いただき、スマートフォンにて、以下の

QRコード・URLへアクセスしてください

※ 以降の手続きの中で、電子メールをお送りします。受信制限（ドメイン制限）をされている方は、
「@bluelab.co.jp」 からの電子メールを受信できる設定としてください

ログインページ

兼
初回購入ページ

https://beppu-hanasakuyell2023.com
特設サイト
トップ
ページ

https://ticket02.bluelab.co.jp/app/user/index.html?pid=beppu_yell

（※）QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ご注意

別府市民用

市民以外用 https://ticket02.bluelab.co.jp/app/user/index.html?pid=sigai_yell

スマートフォンの電話番号１つとメールアドレス１つに対し、1人分しか買えません

別府市民の方と、市民以外の方で、ログインサイトが異なります

https://beppu-hanasakuyell2023.com/
https://ticket02.bluelab.co.jp/app/user/index.html?pid=beppu_yell
https://ticket02.bluelab.co.jp/app/user/index.html?pid=sigai_yell
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○ 前ページの「ログインページ」へアクセスし、「メールアドレスで新規登録する」を押しますと（①）、
仮登録画面が出ます

○ 仮登録画面にて、当選者に送付された電子メールに記載されている「登録用ID」（②）と、ご自分のメール
アドレスを入力し（③）、「登録」ボタンを押しますと（④）、「OK」の画面が表示され(④‘)、

「パスワード設定のお知らせ」のメールが届きます(④‘’)
○ メール本文に記載されているURLへアクセスし、パスワードを半角英数字６文字以上で入力のうえ（⑤）、

登録ボタンを押しますと、「仮登録完了」の画面が表示され（⑤‘）、「パスワード設定完了のお知らせ」の
メールが届きます（⑤’‘）

別府エール券

①「メールアドレス
で新規登録する」
を押します ④「登録」ボタンを押します

④’「OK」画面が出ます

④’’「パスワード設定のお知らせ」の
メールが届きます

別府エール券

仮登録

④

②①

⑤ ④“のメール本文に記載
されているURLにアクセスし、
パスワードを半角英数字
６文字以上で入力します

（メール本文） ⑤’「設定完了」画面が
出ます

⑤’’「パスワード設定完了」の
メールが届きます

（メール本文）

５、「電子エール券」の購入手続き （その２・仮登録）

③

③ メールアドレスを入力します

② 登録用ID を入力します
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○ 「ログインページ兼初回購入ページ」（URLはP.5参照）にて、
仮登録で使用したメールアドレスとパスワードを入力のうえ、「ログイン」を押します（①）

○ ログイン後、必須項目（下表）を全て入力し（②）、「登録」ボタンを押します（②‘）
○ ショートメールが送られて来ますので、ショートメールに記載れている番号を入力し、「認証」ボタンを

押します（④）

①仮登録で使用したメール
アドレスとパスワードを
入力し、ログインします

必須項目

お名前

ニックネーム

年齢

性別

メールアドレス

電話番号

①

②

②‘

③ショートメールが送らて
来ますので、記載されて
いる番号を入力し、

「認証」ボタンを押します

②上表の「必須項目」を全て入力し、
「登録」ボタンを押します

別府エール券 別府エール券

③

別府エール券

５、「電子エール券」の購入手続き （その３・本登録）
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○チャージしたい金額をプルダウンより選択し、「チャージ内容の確認」ボタンを押します（①）
○確認画面にて、金額を再確認し、「決済方法の選択」ボタンを押します（②）
○支払い方法の選択画面にて、「クレジットカード決済」もしくは「コンビニ決済」ボタンを押し（③）、

それぞれの方法で、2日以内（※）に商品券を購入ください 【詳細次ページ】
○購入後は、残高画面にて、残高・残高履歴をご確認ください（④）

①

別府エール券

チャージ額【１口当たり購入
金額5,000円（プレイアム含

む6,500円）】

別府エール券

別府エール券

②

③

詳細次ページ

③クレジットカードもしくは
コンビニ決済を選択し
商品券を購入します

④残高画面に、残高と
残高履歴が表示されます

別府エール券

④

（※）2日以内に購入しない場合、自動キャンセルとなります、また、支払方法を変更したい場合は、２日後より変更可能です

¥14,000
（お支払い：
¥10,000）

¥14,000

①プルダウンより、チャージ
したい金額を選択し、

「チャージ内容の確認」ボタン
を押します

②確認画面にて、チャージ
したい金額を再確認し、

「決済方法の選択」ボタンを
押します

④‘

５、「電子エール券」の購入手続き （その４・購入手続）
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○クレジット決済専用の画面に移りますので、契約者名・カード番号・有効期限等を入力のうえ、
本人確認手続き（※）を行い、クレジットカード各社の仕様に沿って、決済をお願いします

（※）・クレジットカード会社側で行う、３Dセキュアという名称の本人認証サービスです
・事前にカード会社へ登録しているパスワードを聞かれる場合や、ショートメールにて1回限りの

パスワードが送付されてくる場合等があり、詳細は、クレジットカード会社により異なります
・また、パスワード事前登録方式の場合、クレジットカード会社への事前登録が必要な場合が

ございます
・詳細が不明な場合には、ご利用中のクレジットカード会社にお問い合わせ下さい

（クレジットカードの裏面に、電話窓口もしくはホームページ等が記載されています）

① 契約者名・カード番号・
有効期限等を入力します

10

② 入力内容を確認し、
「支払う」ボタンを押します

③ 本人認証手続き（３Dセキ
ュア手続き）を行います

④ 完了画面が出ますと、
決済完了です

クレジットカード決済の場合

６、「電子エール券」の決済方法 （クレジットカード）
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６、「電子エール券」の購入手続き （コンビニ決済）

セブンイレブン
・申し込み完了画面から払込票を印刷、または払込伝票番号をメモしてください
・レジにてご提示のうえ、現金でお支払いください

ファミリーマート
・店舗内に設置されています「Famiポート端末」にてお手続きを開始します
・「代金支払い（コンビニでお支払い）」ボタンを選択し、画面の指示に従って端末を操作してください
・Famiポート端末より、「申込券」が出力されますので、レジにてご提示のうえ現金でお支払いください

ローソン・
ミニストップ

・店舗内に設置されています「Loppi端末」にてお手続きを開始します
・Loppi端末のトップ画面から「各種番号をお持ちの方」ボタンを選択し、画面の指示に従ってお手続ください
・Loppi端末より、「申込券」が出力さますので、レジにてご提示のうえ現金でお支払いください

○コンビニエンスストア決済専用の画面に移りますので、必要事項を入力のうえ（①）、
内容を確認後、「支払う」ボタンを押します（②）

○ 受付完了画面が出ますので（③）、画面に記載の受付番号等をメモし（※）、下表に記載のコンビニエンス
ストア毎の方法にて、２日以内にお支払いをお願いします（④）
（※）メールにて確認画面の内容を送付します。紛失される方が多く、念の為、メモやスクリーンショットを

取ることを推奨します。尚、2日以内にお支払いがない場合は、キャンセル扱いとなります

④各コンビニに行き、
下表に沿って、２日以内に
手続きを終えてください

ファミリーマート

コンビニエンスストアでの現金決済の場合

①利用予定のコンビニ
を選択し、
お名前等を入力します

②コンビニ名と金額を
確認し、

「支払う」ボタンを
押します

③受付完了画面となります
ので、受付番号等を
メモしてください

（メールも送付されます）
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７、「電子エール券」の利用方法 （１）利用方法概要

「支払う」をタップ

店舗のQRコードを読みとり

店舗名を確認のうえ、

金額を入力し支払

各店舗

決済完了

利用者のスマホで
店舗のQRコードを読みとり、
代金を支払い

しあわせ物産店

別府エール券

お会計時

○ 取扱店に設置されています「紙のQRコード」を、利用者側のスマートフォンで読み込んでいただくことで、
代金を決済します（１円単位で決済可能、お釣りは発生しません）

○ 残高確認画面にて、これまでのチャージ履歴・利用履歴も確認できます

・取扱店に設置されているQRコードを、利用者が読み取る方式を採用
・1円単位での決済が可能
・誤決済の場合は、店鋪側での返金操作が可能な場合あり

別府エール券

利用者

利用履歴・残高確認

・残高確認画面にて、これまでの

チャージ履歴・利用履歴も確認

できます



①「支払う」を押します

７、「電子エール券」の利用方法 （２）お会計時の操作方法

○ 電子エール券による支払いを、取扱店側に伝えます

○ 下図①と②のボタンを押し、店舗に設置されているQRコードを読み取ります（③）

③店舗のQRコードを
読み取ります

しあわせ喫茶店

別府エール券

②「読み取りスタート」
を押します（カメラが起動します）
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（※）QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。

別府エール券 別府エール券

￥14,000
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○ P●の「②読取りスタート」ボタンを押し、店舗QRコードをカメラでうまく読み取れない場合、下図の

「（11）店舗識別番号を使う」ボタンから店舗識別番号を手入力し（12）、P●の「④金額を入力します」に

戻ってください

別府エール券

（11）「店舗識別番号
を使う」を押します

（12） QRコード台紙に
記載されています、

「店舗識別番号」を入力し、
「決定ボタン」を押します

しあわせ喫茶店

別府エール券

店舗識別番号
123456

別府エール券

７、「電子エール券」の利用方法 （３）お会計時の操作方法（うまく読み取れない場合）
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○ 金額を入力し（④）、⑤の「次へ」ボタンを押します

○「金額確認画面」に移りますので、「金額確認画面であること（⑥）」「店舗名が合っていること（⑦）」

「金額が正しいこと（⑧）」を確認し、取扱店側にも画面を確認してもらったうえで、「支払う」ボタンを

押します（⑨) 違う店舗名が表示されていますと、違う店舗へ支払いされます

○ ⑩の画面が出ますと、支払完了です（決済完了音が鳴ります（スマホがマナーモード・サイレントモードの場合を除く））

別府エール券

しあわせ喫茶店

￥14,000共通券

⑤「次へ」を押します

④ 金額を入力します
（１円単位で入力可）

1,000

しあわせ喫茶店 ⑦

⑧

⑥

⑨「支払う」を押します

3点につき、
店舗側にも確認して
もらう

決済完了音が鳴ります
（スマホがマナーモード・サイレント

モードの場合を除く）

⑩この画面が出ますと
支払完了です

７、「電子エール券」の利用方法 （４）お会計時の操作方法

注意



• 最新のバージョンについてはご利用いただけない場合があります。

• 一部の携帯キャリアのメールアドレスでは登録いただけない場合があります。

• iPhone11ProMaxなどの一部端末ではご利用いただけない場合があります。

• GalaxyS20+、GalaxyNote10+、Google Pixel3aなどの一部端末では利用いただけない場合があります。

iPhone

Android

OS : iOS13以上 ブラウザ : Safari

OS : Android OS 5以上 ブラウザ : Chrome 80以上

【注意事項】

iPhone
システムバージョン確認の手順：「設定」→「一般」→「情報」→システムバージョンを確認

ソフトウェアアップデートの手順：「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」

Android
システムバージョン確認の手順：設定アプリ→システム→端末情報

ソフトウェアアップデート手順：設定アプリ→システム→詳細設定→ソフトウェア更新→更新

＊手順は、Androidは端末によって異なります。

【システムバージョン確認・ソフトウェアアップデートの手順】

【本サービスの推奨環境】
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８、「電子エール券」のスマートフォン環境

○スマートフォンのOSとブラウザは、以下のヴァージョン以上を推奨しています

○「ガラケー」は使えません。また、「らくらくフォン」「一部の海外製格安スマホ」は、推奨しておりません

○バージョンアップの操作がご不明な場合は、携帯電話会社へご相談ください


