
集めて楽しい！もらってうれしい！

はじめに｢記念きっぷ｣とは･･･
｢道の駅｣といえば､ドライブや旅の途中で立ち寄り、その土地ならではの特産品や
名物を楽しむ場所として､すでに認知されています。さらに｢道の駅｣巡りその物が
旅の目的になっている昨今､そのひとつ､ひとつの｢道の駅｣での思い出の形にした
物が“ 道の駅記念きっぷ ”です｡

一昔前は､全国各地で販売されていた｢観光ペナント｣や｢観光ちょうちん｣など
ある程度統一された形の､いわゆる≪思い出の品≫が存在しておりました。
しかしながら今では､地域色豊かな開発商品や食品に転化しつつあり、手元に
残り集めて楽しむ≪思い出の品≫が、お土産店から少なくなりつつあります。

この｢道の駅記念きっぷ｣は､専用日付スタンパーで訪れた日付を入れる事ができ
保管する事で素敵な｢旅の思い出｣として一覧する事が出来ます。

道の駅｢記念きっぷ｣のご紹介

まずは“おためし”で販売してみては、いかがでしょうか？

初回販売分 300 枚 (№001 ～№300 番）を無償提供しております。
※売上収益は道の駅様の運営の為に有効にご利用ください。
販売するにあたり､必要な記念きっぷ販売用セット一式も無償提供しております
ので､予算を考える必要がありません。すぐ販売を始めることが出来ます !!

＊ 管理委託団体が変更になった場合は､申し訳ございませんが有償となります
＊ 記念きっぷ番号も継続となりますのでご了承下さい

※道の駅様 1駅に対し 1回のみ無償です
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拡大図

販売：株式会社 ゼンリン　発行：道路整備促進期成同盟会全国協議会

製造元の当社にとって大変嬉しいことにファン制作のホームページが登場!!
世の中に1枚しかないため、インターネットオークションで取引される
ほどの人気急上昇アイテムとして全国的に広まっています。
ぜひ、一度 サイトをご覧になってください。

｢道の駅｣巡りをより一層楽しくする為に発行されている『道の駅/旅案内全国地図』

この地図にも紹介されている「道の駅きっぷ」を販売してみてはいかがでしょうか？

「道の駅きっぷ」を収集されている方々が訪れるかもしれません!!

まだまだ、知名度は低いですが、少しづつ広がっています。

「道の駅」記念きっぷについて

記念きっぷファン作成HP誕生 !!
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◆ 実際に道の駅様で作成している記念きっぷのサンプル例です

記念きっぷ （裏面）横バージョン

① きっぷ裏面の原稿を作る（上記参照）

その利益を軍資金とし、販売のご継続をぜひ、ご検討頂きたいと思っております。

必ず若い番号から順番に販売をお願いします。

番号指定をする お客様が来ても必ずお断りしてください。

きっぷ裏面に｢道の駅｣様の紹介文（ロゴ、イラスト、地元ならではの方言）等の原稿を

作って頂き、FAXやメールにて送って頂きます。

② 送って頂いた原稿を当社にてレイアウトし、再度 道の駅様にご確認を頂きます。

③ 原稿内容決定後、販売日に合わせて、300枚（無償分）を納品いたします。（約１週間）

その他、販売に必要なキットなどは、一式お送りいたします（無償）

記念きっぷ　販売価格￥180円×300枚（無償分）＝￥54,000円 が道の駅様の収益になります。

『無償分を販売したが、もう販売を中止したい』といった場合でも違約金など発生せずに販売中止

をすることも可能です。（注：キットなどのご返却の際の送料はご負担頂きます）

◆

◆

◆

裏面・縦バージョン
（シリーズ化）

郵送依頼をする お客様は基本的にお断りして下さい。ご来場者優先の販売をお願い致します。

記念きっぷ（表面）
注：表面の変更や書体の指定はできません

　　　「記念きっぷ」がお手元に届き次第、販売して頂ければと思います。

※販売にあたり混雑が予想される場合、整理券を当社で無償で、ご用意しておりますのでお問合せください

裏面は300枚ごとの、ご注文にて変更することが可能です。

変更する事により収集家さんの心を揺さぶることも出来ます!!

「道の駅」記念きっぷ販売までの流れ

修正･訂正は､致しておりますが角度が違う、やっぱちこっちのイラスト等の変更はご遠慮願います。

2パターンの作成はしておりません(デザイン料を頂いておりませんのでご了承願います）

販売にあたってのお願い

200 60,000
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「道の駅」記念きっぷ販売ご継続の場合

< 記念きっぷ >

販売価格￥200円(税込)

ロット数：300枚以上100枚単位 

■お支払方法について

■ご注文方法について
・お電話，FAX，メールにて受付しております(納品までに1週間ほど要します）
・記念きっぷ裏面変更の場合は､レイアウトに2週間ほど要しますのでご了承願います。

【営業時間】9:00～12:00･13:00～17:00

【FAXにてご注文】011-615-7008
【メールにてご注文】kippu@a-pt.co.jp(HPに専用注文フォームもございます)

【お電話にてご注文】011-640-3140・011-640-3765

【買取の場合】

【委託の場合】

【お支払方法】

ご請求書は商品と同封致します。
道の駅様の締め日、支払日に合わせてお振込頂ければと思います。

次回ご注文頂いた時点で売れたとみなし､ご請求書を送付致します。

ご請求書に記載しております､銀行又は郵便振替用紙にてお支払を
お願いしております(振込手数料は当社負担）

※月末で締め売れた分のみの精算方法は対応しておりません｡

｢記念きっぷ｣の委託設定は､2016年4月1日より販売の道の駅様委託はございません(買取のみとなります)
※記念きっぷ
※追加ファイル

2021年4月1日以降の販売(再販売含む)の道の駅様は委託はございません(買取のみとなります)

< 専用ホルダー・えんじ >

販売価格　￥2,300(税込)

ロット数：5冊以上5冊単位 

< 追加ファイル >

販売価格　￥230(税込)

ロット数：40枚以上10枚単位 

(土日祝日･お盆･年末年始･休み)

（最終ページに詳細あり）

記念きっぷ

追加ファイル

卸値価格商品名 販売価格 備　考

ホルダー（えんじ）
108

1,380
138

200
2,300
230

すべて税込価格

ロット未満の場合は送料ご負担下さい

ロット未満の場合は送料ご負担下さい

ロット未満の場合の発送は出来かねます

※

※

2023.4.1更新

※※請求書の日付は弊社の出荷日であり納品日ではございません※※

ロット未満⇒ロット100枚単位となり､1100円(税込)の送料をご負担下さい(北海道は550円税込)
ロット未満⇒ロット20枚や30枚の場合､370円(税込)の送料をご負担下さい(10枚は発送不可)

卸値価格は
お気軽に
お問合下さい



記念きっぷ・ゴールドきっぷについて

記念きっぷ・シルバーきっぷについて

記念きっぷ・カラーきっぷについて

◆きっぷ裏面にある数字はある特定の番号の場合､道の駅シンボルマークが
　金色のものになります｡（記念品がプレゼントされます）

◆きっぷ裏面にある数字はある特定の番号の場合､道の駅シンボルマークが
　銀色のものになります｡（記念品はありません）

◆ゴールドきっぷを中々｢手にすることが出来ない」｢他に色があってもいいのでは？｣
　と言う、道の駅様やお客様からの声があり誕生したのがカラーきっぷです。

◆ゴールドきっぷに比べると希少性は少ないですが､レアなきっぷの一つでもあります。
　(100枚に1枚ランダムに1枚必ず入っております。記念品はございません）

ある特定の番号 ･･･連続の数字やゾロメ数字のきっぷが金色になります

▼
｢ゴールドきっぷ｣はシンボルマークの色がゴールド(金)色です｡

｢シルバーきっぷ｣はシンボルマークの
色がシルバー(銀)色です｡

特定の番号にのみゴールドきっぷが存在しないため､きっぷを収集している方々には
とても希少価値のある1枚となります｡
例)№0123・№1111・№1234・№2345・№5555・№6789 (№7890は対象外です)

▼

※すでに対象の番号をお持ちの方は無償にて
　差替致しますのでご遠慮なくお送り下さい｡
※№10000番はゴールドでもシルバーでも適用しますがシルバーきっぷで製造しております。

ランダムに選ばれた
きっぷのロゴに色が
ついています。
カラーは予告なく
変更する場合が
ございます。
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色は黒一色となります料金を追加されてもカラーでの作成は出来ません

特別記念きっぷについて

■特別記念きっぷ参考見本

◆記念きっぷを販売して頂いている｢道の駅｣様に限り[特別記念きっぷ(非売品)]を
　ご提供しております(※無償分が終了し追加注文を頂いた道の駅様のみとさせて頂きます)

◆多くの｢道の駅｣様で[特別記念きっぷ]を発行して頂き大好評を頂いております。
　例えば｢道の駅○○周年記念｣｢新商品発売記念きっぷ｣などのイベントで非売品として
　配布､またはプレゼントする事で記念きっぷファンにとっては特別な1枚になります。

◆1年間(1月～12月)に1回300枚まで無料でご提供しております。

(特別記念きっぷの注文締切は12月第1週あたりですがHPにてお知らせしております)

(100枚や200枚の注文でも構いませんが1回のみのご注文です)
②300枚を2回に分けるなど複数は出来ませんしデザインも統一です｡

③翌年に繰越す事は出来ませんのでお忘れなくご注文下さい。

①非売品ですので販売せず､何かの景品にお使い下さい。

※特別記念きっぷは､通常券と異なり､表面の書体も変更可能、イラストを入れる事が出来ます。

特別記念きっぷ配布例 道の駅商品 (500 円程度 )を購入頂いた方に 1枚配布
通常券 3枚購入頂いた方に 1枚配布、などなどご自由にご利用下さい♪･･･

※特別記念きっぷは､ 配布日等が確定していない場合出荷致しません ので、ご了承下さい。

① 通常記念きっぷ №１万番を突破した道の駅様にのみプレゼント !!
② 表面の道の駅マークがすべて金色で300枚無料です。
③ 番号は通常の特別記念きっぷの続き番号からになります。
④ 表面はすべて1万番突破となります (裏面のみレイアウト可能 )
⑤１年間に1回の特別記念きっぷとは別に300枚無償
⑥ 追加料金を頂いても増刷は出来ません。
⑦ 道の駅や役場保管 (数枚 )以外､基本すべて収集家に配布する。

300枚すべてゴールド

▲

当社が№15000番をお送りした時点で1万番突破記念きっぷを作成していない
道の駅様は権利がなくなりますので予めご了承下さい。
不明な点がございましたらご遠慮なくお問合せ下さい。TEL：011-640-3140

【作成申込期間】 №10001～№15000番迄有効

一万番突破記念きっぷ　　　　のお知らせ（非売品）
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拡大図

ハンドルを押しながら摘んで
取ります。

ガイドに沿って
きっぷを差込み
ハンドルを押す

次回￥200円(消費税・送料込)

きっぷをセットした状態です

≪破損した際は、有償でご提供しております≫

　順番間違いを防ぐため
　1レーンのみでの使用を
　おすすめします。

　 きっぷをセットした後、蓋を
　 閉め日焼やホコリ等を防ぎます

準備完了です。

記念きっぷの販売をお願いします｡

ローラー付の押さえ金物がきっぷの
背（裏面）にきちんと当たるように
レーンの中にセットしてください。

受皿セット(わた＆バネ)
(初回セット納品)

ここの数字を ０ にする
０にすることによって

数字は繰上がりません
ハンドル

所定の位置にキレイに
印字することができます

※ 乾燥するまで擦ら
ない様ご注意ください

次回￥450円(消費税・送料込)

次回￥350円(消費税・送料込)

定価\12000円(消費税・送料込)

専用のインクを補充
（初回無料でプレゼント）

わたのみ（3個セット）
バネのみはありません

300

600

400

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
450

450
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▼

№　　　　　番 ～ №　　　　　番迄

枚
2016年4月1日より販売の
道の駅様の委託はございません
(買取のみとなります )

2021年4月1日より販売の
道の駅様の委託はございません
(買取のみとなります )

追加用
ファイル
1枚付

FAX送信先
24時間いつでも
送信可能です

011-615-7008

記念きっぷ注文用紙

冊(買取のみとなります )

枚

最低ロット数：300枚以上100枚単位・以降400､500､600枚･･･

最低ロット数：5冊以上5冊単位・以降10､15､20冊･･･

最低ロット数：40枚以上10枚単位・以降50､60､70枚･･･

1シートに
記念きっぷ
10枚収納

記
念
き
っ
ぷ

ホ
ル
ダ
ー

フ
ァ
イ
ル

納品先宛名 TEL

FAX

FAX

お客様№

TEL

〃 住所

請求先宛名

道の駅様名

その他･備考

ご担当者名

〃 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様

通常の記念きっぷの表面は変更できません(合併による住所変更etcは可能)

道の駅様名 ご担当者様名

コメント欄

道の駅様への送付先

FAXにて送付する
FAX番号をお知らせ下さい

MAILにて送付する
メールアドレスをお知らせ下さい

(例:在庫20枚レイアウト急ぎ希望、在庫100枚あり急ぎません等、記入しなくてもOK)

o→オー
0→ゼロは　とご記入下さい0

レイアウト送付先

011-615-7008

MAILの場合
▼

FAXの場合
▼

kippu@a-pt.co.jp

▼

Aiデータの場合は文字にアウトラインの作成をお願い致します。

きっぷは黒一色での作成となります。白が使用出来ないのでグレーや黒80％と等の指定は出来ません。

写真を貼りつけの場合は、グレースケール等にせず､カラーのままお送り頂ければと思います。

①きっぷサイズ　

　縦29㎜×横88㎜(内余白が上下左右2㎜)

②きっぷは小さいのでイラストの数や文字数が

　多すぎると見にくくなる可能性があります

《 原寸サイズ 》



Aiデータの場合は文字にアウトラインの作成をお願い致します。

きっぷは黒一色での作成となります。白が使用出来ないのでグレーや黒80％と等の指定は出来ません。

写真を貼りつけの場合は、グレースケール等にせず､カラーのままお送り頂ければと思います。


