
 
 
 
 
 
 平成３年より発行しました商工会議所会員専用「チェンバーズカード」は、

現在事業用・個人用合わせて全国で約 125,000 枚、市内では約７００枚が使

われており、会員企業の経理事務の簡素化・省力化および優待割引による会員

メリットとなっております。 

 随時チェンバーズカード優待店を募集しております。 

ぜひこの機会にご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

【募集内容】 ・「チェンバーズカード」の提示またはカード支払いに際し、優 

待サービスをご提供いただける事業所であること。 

・カード加盟店でなくても、チェンバーズカード優待店のご登 

録はできます。 

【募集期間】  随時 登録受付中 

※所定の申込書にご記入の上お申込みください。 

【登 録 料】  1 事業所 20,000 円（ただし、本所会員は無料） 

【登録期間】  平成 21 年 10 月～平成 22 年９月末まで 

        （ただし、お申し出のないかぎり次年度以降も継続登録） 

【周知方法】  優待ｻｰﾋﾞｽの受けられるお店として次の方法でＰＲいたします。 

①本所会報折込み（年１回程度） 

②本所ホームページおよびメールニュース（随時） など 

【お問合せ先   岡崎商工会議所 会員サービス 担当 今泉・中垣・奥田 

・申込書請求先】  TEL(0564)53-6164 FAX(0564)53-0101 

 

Chambers（ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ）ｶｰﾄﾞ優待店登録事業所 募集！ 

新規顧客開拓のツールとしてぜひご活用ください！！ 

◆チェンバーズカードとは？ 

 商工会議所とクレジットカード５社が提携したオリジナル 

カードです。商工会議所会員だけが持つことができるカー 

ドです。使用目的に応じて 2 種類（事業所用・個人用）に 

分かれています。（またそれぞれ年間費などにより一般カードとゴールドカードがあり 

ます。）※優待店登録事業所については、会員・非会員かかわらずご登録いただけます。 

◆ＪＣＢ・ＵＦＪ・三井住友ＶＩＳＡ・ＵＣ・ＤＣそれぞれの機能はもちろん使えます。 

 各提携先カード会社のサービスは、通常のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞと同じようにご利用できます。 

◆カード年会費が割安 

たとえば事業所用一般カードなら年会費が 262 円（税込
＊1

）と断然お得です。 

ＥＴＣカードは、もちろん無料発行です。＊1：JCB ｶｰﾄﾞは H22.5.16 ご入会分より年会費 1,312 円 

◆事業用カードで経理事務が改善 

業務用口座で決済でき、経理事務の合理化・統一化が図れます。 
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随時 

《会員限定 チェンバーズカードをお持ちになりたい場合》 

詳しいご案内とカード加入申込書を送付いたします。 

岡崎商工会議所 会員サービス 担当 今泉・中垣・奥田 

        TEL(0564)53-6164 まで 

同時募集！ 



Chambers（ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ）ｶｰﾄﾞ優待店登録申込書 
岡崎商工会議所 様               平成  年  月  日 

下記のとおり、Chambers（ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ）ｶｰﾄﾞ優待店の登録をいたします。 

会社名 
（店名） 

(ｶﾅ) 

○印  
会員番号  

代表者名 ○印  

住所 
〒 

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

http:// 

 □ リンクに同意します。 

※御社のＨＰを、チェンバーズカード優待店情報にリンクできます。リンクにご
同意いただける場合、「リンクに同意」欄に○印をご記入ください。なお、リン
クにご登録いただきます御社ＨＰの内容・情報等につきましては、当所は一切責
任を負いかねますのでご了承ください。 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  担当者名  

＜掲載内容＞ 

カテゴリー 

※○印をご記入
ください。 

ショッピング 飲食 レジャー ﾎﾃﾙ・旅館 トラベル スクール ライフ 

優待店名 

 
 
 
※店舗が複数ある場合は下欄の備考欄にご記入くだ
さい、店舗によりｻｰﾋﾞｽ内容が異なる場合は、登録申
込書をそれぞれご記入の上ご提出ください。 

主取扱品  

所在地  ＴＥＬ  

 来店時、ﾁｪｯｸｲﾝ時、注文時にあらかじめｶｰﾄﾞを提示する必要がある 利用条件 
※ある場合○印
をご記入くださ

い。  あらかじめ、ﾁｪﾝﾊﾞｰｽｶｰﾄﾞの利用を告げて予約する必要がある 

 

カード提示のうえ、カード決済・現金決済のどちらも利用可能 

 □     ％割引 

 □その他のサービス（                  ） 

※加盟カード（ JCB ・ UFJ ニコス ・ VISA ・ UC ・ DC ） 

 

カード決済のみ 

 □     ％割引 

 □その他のサービス（                  ） 

※加盟カード（ JCB ・ UFJ ニコス ・ VISA ・ UC ・ DC ） 

決済条件 

（○印） 

および 

優待サービス 

（ﾚ印） 

 
カード提示のうえ、現金決済のみ 

 □     ％割引 

 □その他のサービス（                  ） 

備考 

 

 

 

記入例は → http://www.okazakicci.or.jp/mail/2009/chambers.pdf をｸﾘｯｸ！



 

Chambers（ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ）ｶｰﾄﾞ優待店登録申込書 
岡崎商工会議所 様               平成  年  月  日 

下記のとおり、Chambers（ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ）ｶｰﾄﾞ優待店の登録をいたします。 

会社名 
（店名） 

(ｶﾅ) （カブ）マルマルショウテン 

株式会社○○商店   ○印  
会員番号  

代表者名 岡崎 太郎          ○印  

住所 
〒444-0000 

岡崎市竜美南１－２ 

ＴＥＬ 12-3456 ＦＡＸ 12-3456 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

http://www.okazakicci.or.jp/ 

 □レ  リンクに同意します。 

※御社のＨＰを、チェンバーズカード優待店情報にリンクできます。リンクにご
同意いただける場合、「リンクに同意」欄に○印をご記入ください。なお、リン
クにご登録いただきます御社ＨＰの内容・情報等につきましては、当所は一切責
任を負いかねますのでご了承ください。 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  担当者名 営業部 岡崎 二郎 

＜掲載内容＞ 

カテゴリー 

※○印をご記入
ください。 

ショッピング 
 

飲食 
レジャー ﾎﾃﾙ・旅館 トラベル スクール ライフ 

優待店名 

 
レストラン ○○ 岡崎店 
 
※店舗が複数ある場合は下欄の備考欄にご記入くだ

さい、店舗によりｻｰﾋﾞｽ内容が異なる場合は、登録申

込書をそれぞれご記入の上ご提出ください。 

主取扱品 和食 

所在地 岡崎市竜美南１－２ ＴＥＬ 12-3456 

 来店時、ﾁｪｯｸｲﾝ時、注文時にあらかじめｶｰﾄﾞを提示する必要がある 利用条件 
※ある場合○印

をご記入くださ

い。  あらかじめ、ﾁｪﾝﾊﾞｰｽｶｰﾄﾞの利用を告げて予約する必要がある 

○ 

カード提示のうえ、カード決済・現金決済のどちらも利用可能 

 □     ％割引 

 □レ その他のサービス（ ドリンク１杯無料 ただし５名まで ） 

※加盟カード（ JCB ・ UFJ ニコス ・ VISA ・ UC ・ DC ） 

 

カード決済のみ 

 □     ％割引 

 □その他のサービス（                  ） 

※加盟カード（ JCB ・ UFJ ニコス ・ VISA ・ UC ・ DC ） 

決済条件 

（○印） 

および 

優待サービス 

（ﾚ印） 

 
カード提示のうえ、現金決済のみ 

 □     ％割引 

 □その他のサービス（                  ） 

備考 

他店舗 

レストラン ○○ 岡崎北店（△△町１－１ ℡ 11-1111） 

レストラン ○○ 岡崎南店（▲▲町２－２ ℡ 22-2222） 

見本 



 


