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あさごPay情報アプリはすまっぽん！ を利用しております。
あさごPayをご利用いただくには、別途、ポケペイアプリのダウンロードが必要となります。
QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

E-mail：asagopay@asago.org
商工会HP：http://www.asago.org

〒669-5201  朝来市和田山町和田山404

あさごPayは、株式会社ポケットチェンジの
ポケペイアプリを利用しております。

電話対応　9時から17時(土日祝休み)TEL.079ｰ672ｰ2362
朝 来 市 商 工 会

利用可能店舗を探すには…

あさごPay情報アプリより、地図上でわかりやすくご覧いただけます。
また、あさごPayの概要、ご利用方法の動画もこちらからご覧いただけます！
使ってみたいけどやり方がわからない・・・。  という方は、是非動画をご覧ください！
さらに、朝来市内のグルメ、イベント情報についてもご覧いただけます。
あさごPay事業が終了後も便利にお使いいただけます！

朝来市プレミアム付電子地域通貨

あさごPay

アプリのようであり
ながら、

ダウンロード不要、パスワード不要で

利用者様に使っていただける

サービスとなってお
ります。

30%の
プレミアム付き

300円分の
 1,000円

チャージする毎に

ポイント進呈

朝来市商工会では、朝来市内の消費喚起、地域経済の活性化、DX推進を
目的としたプレミアム付電子地域通貨『あさごPay』事業を実施いたします。
朝来市商工会では、朝来市内の消費喚起、地域経済の活性化、DX推進を
目的としたプレミアム付電子地域通貨『あさごPay』事業を実施いたします。

1,950万円
発行総額

内450万円 プレミア分

あなたの近所のあのお店も使える
かも！

市内加盟店舗１5０店舗以上！！

あさごPay情報アプリ
Powered by すまっぽん！

情報アプリはこちら

利用単位 1円単位

購入単位利用対象者 朝来市内に居住している方

利用条件 ＱＲコード読み取り機能付のスマート
フォンをお持ちの方
SMSによる電話番号認証が可能な方

※複数回にわけてご利用いただく場合も最大20,000円が上限となります。
※一つの電話番号で複数人分をチャージすることはできません。

（※１円単位でご利用できない店舗もございます。）

購入単位：1,000円
購入上限：20,000円まで（プレミアム分除く）

令和4年10月５日　～ 令和5年1月31日利用可能期間 ●水 ●火
10月5日  10時00分よりチャージ（購入）可能となります

10時00分から 24時00分まで

（朝来市内に住民票がある方）



ゴダイドラッグ和田山土田店
ゴダイドラッグ和田山店
フレッシュバザール 和田山玉置店
フレッシュバザール 和田山宮田店
ショップひろせ
株式会社 パリミキ
足立ふとん店
二輪館にしがき
 サービス業 
hair salon OGAKI(ヘアサロン オオガキ)
写真のミツタ 和田山店
太田写真館
nail salon La' sic
ボディ＆フットケアサロン リフージュ
和田山ホンダ
カフェこり おおたがき整体院
Cut＋
福祉用具と住宅リフォームのお店 エイトMAN
株式会社 山陰オアシス
salon de RITA
ふく福タクシー
呑代行運転
アートオート
トーヨータイヤ和田山サービス
オレンジほっぺ
和田山ホテル

　チャージされたお金は、利用可能期間終了と同時に無効となりますので、期限内にご使
用ください。いかなる場合も返金は致しかねますのでご了承ください。
　また、チャージされたお金については、返金に応じかねますのでご了承ください。
　最後、残りのマネーを使い切る際には、取扱店で支払いの際に、「あさごPayで残金は、
現金で支払い」とお伝えください。 （※1円単位でご利用いただけない店舗もございます。）

①支払い時に「あさごPayで支払い」 と
　伝えてください。

②決済金額を確認してください。

③アプリにてお手持ちの
　スマートフォン等の端
　末にてQRコードを読
　み取ってください。

● アプリ上よりクレジットカードでのチャージ
● 朝来市商工会本所・朝来支所にて現金チャージ

※感染症対策、DX推進の為、非接触でのクレジットカードを推奨致します。
※クレジットカードチャージについては、各カード会社の３Dセキュアの入力が必要となります。

※本所、朝来支所共に土日祝日は、閉館となります。　10月5日 〈水曜日〉  10時00分より受付を開始致します。
　アプリをダウンロードした上でお越しください。

３Dセキュアとは…本人認証サービス（３Ｄセキュア）は、インターネット上でクレジットカード決済をより安全に行うための本人認証のサービスです。
本人認証サービスにご登録いただくと、インターネット上での「なりすまし」等の不正利用を防ぐため、クレジットカード番号など通常の入力情報に加え「お客
様がクレジットカード会社に事前にご登録したパスワード」や「ワンタイムパスワード」により本人認証を行います。本人認証サービスへのご登録は無料です。

①QRコードを
   読み取ってください。

②画面の指示に従って入力してください

チャージ方法

注意事項

お支払い方法

2022年9月9日時点
Android  要件5.0 以上　　
iPhone  iOS 13.0 以降が必要です。

アプリをダウンロードしたら、電
話番号を入力します。SMSで認
証コードが届くので、届いた番号
を入力し、ログインします。

トップ画面（ウォレット一覧）
右上の「＋」ボタンを押下。

「あさごPay2022」
と検索。

規約に同意し、利用を開始！

お手持ちのスマートフォンのOSによっては、
ご利用いただけない場合がございます。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

https://www.pokepay.jp/r/app

アプリダウンロード方法

あさごPay 取扱店舗
和田山地区

 飲食業
炭火焼鳥オールドルーキー
酒蔵 風来房
台湾カフェ福苗
すしの永楽
ランチ＆バル凱
常来園
うどん処 但州庵
有限会社但馬フーズラボ
きさらぎ
コーヒーショップマキ
コーヒーショップCOMPASS
おでん処いけだ
LU EN 竹田城 城下町 ホテル EN
隆盛堂製菓 本店
隆盛堂製菓 桑原店
有斐軒
cafe flat
山城の郷
町家Café伍右衛門
大衆食堂 たる
にぎり十兵衛
三番館
和心。
あいす工房 らいらっく

せわたり
喰太郎
仕出し割烹しげよし 朝来店
 小売業
家具直販センター
南但酒類販売㈱
メガネ 宝石 時計 補聴器 藤原
ミサワ
サラダ館和田山店
kikikiSHOPハンドメイド雑貨駄菓子
和田商店
ドラッグエンゼル調剤薬局
ウエサカ模型店
和田山 竹田家具・竹田仏壇
ケーズデンキ和田山店
ミニストップ和田山桑原店
ミニストップ和田山枚田店
アルソア化粧品 成田博子
かばんのなりた
ホームセンターコーナン和田山一本柳店
産地直送鶏卵直売所（伸和青果食品㈱）
ディスカウントドラッグコスモス和田山店
こむらさき醤油蔵元直売店
ＪＡファーマーズたじまんま和田山
はるやま 和田山店
TSUTAYA和田山店

パソコン教室トコナツ
架け橋おと
hair＆make Amuse
タイヤガーデン佐藤
ENEOS 和田山SS
 宿泊業
福苗ハウス
群鶴亭
竹田城下まち 朱  々-shu shu-
いずみ旅館
 その他
㈲カタオカ
株式会社 ニシオ
 エスタ和田山専門店街
冨貴
かわきやクリーニング エスタ店
サロンドコスメVIVE
マルゴン
ジュエリームラカミ和田山店
ハナコイオン和田山店
メガネ 時計 藤原
靴VIVID
但馬牛専門店あさだ
anyFAM エスタ和田山店
アルファキュービック エスタ和田山店
シューズハウス チャオ

マックハウス エスタ和田山店
マックトラベルサービス

朝来地区
 飲食業
フレッシュあさご
喫茶 来夢
生野飯店
道の駅あさご村おこしセンター
OAKYARD
味見屋 焼肉
 小売業
スポーツゾーンやましょう
おがた薬局
ファッションハウス アサヒ
酒市場
朝来米穀有限会社
夜久薬局
井上玩具店
フレッシュバザール 朝来アルバ店
 サービス業
理容 ベーネ
トレーニングジム ワイルドボア
ヘアーサロンオリタ
有限会社 朝来整備
澤田モータース 朝来工場南但モータース

 その他
あなたの街の電工さん（有）大成電気

山東地区
 飲食業
朝来山東カントリークラブ レストラン事業部
蕎麦の店 右衛門五郎
矢名瀬屋
UP☆STAR CAFE
ファンキーバナナ!!朝来店
Mr.Masa COFFEE
道の駅 但馬のまほろば  スローフードレストラン茶すり庵
Casual Cafe NUTS
仕出料理　ことぶき
 小売業
竹泉 田治米合名会社
株式会社オカダヤ
道の駅但馬のまほろば
久華園
セオ薬局
ワインショップ K's CELLAR
森下洋装店、Restitch WORKS
こめやストアー
ミニフレッシュ 山東店
 サービス業
株式会社 𠮷本自動車

ヘアーサロンハタノ
まや美容室
よふど温泉
ヘアーサロンカクタス
㈱ＮＴＦコーポレーション山東カーケアステーション

生野地区
 小売業
Clapアマノヤ
すぎうら
ほり花店
GÂTEAUX KOBAYASHI
ミニフレッシュ 生野店
 サービス業
ヘンプパーム
上田クリーニング
wve la luce
株式会社澤田モータース
 宿泊業
農家民宿まるつね
やまびこ山荘

朝来市商工会　本所　
朝来市和田山町和田山404
平日　月～金曜日　10：00～17：00まで

朝来市商工会　朝来支所　　
朝来市新井132
平日　月曜日、水曜日、金曜日　10：00～17：00まで

QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

あさごPay利用方法 ※あさごPayをご利用いただくには、pokepay
　アプリのダウンロードが必要です。


