（店舗の確認）
・クーポン裏側に、①来店者の署名及び来店日の記載、②店舗名を確認。
※他店発行のクーポン券は換金請求ができませんので、必ずご確認ください。
※詳細はキャンペーン資材送付時のマニュアルをご覧ください。
５ 精算
「交付申請及び実績報告書」
にクーポン半券「事務局送付用」
を添付し、事務局へ送付し
てください。
※クーポン台紙貼付：
・1枚の台紙（キャンペーン資材発送時に参考様式を添付）
に10枚としてください。
・クーポン裏面の
「使用日」、
「利用者署名欄」
が重ならないで見えるように貼付してください。
お手数ですが精算事務短縮にご協力ください。
※店舗での保管
・クーポン半券「認証店控え」
は、精算終了まで店舗で必ず保管してください。
・
「交付申請及び実績報告書（3枚複写）」
の
「認証店控え」
は店舗で保管してください。
※簡易書留やレターパック等の配達履歴が残る郵送方法で送付してください。
※精算申請の受付状況により受付から口座振込まで３週間程度を要する場合もございます
のでご承知ください。

【精算受付期限】 令和５年１月31日
（火）
（当日消印有効）
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第2 弾

６ 補助金確定通知書が発送されます
７ 補助金が登録口座に振込まれます
振込履歴に
「ナガサキケンセイカツエイセイカ」
と記載されます。

【お問合せ】
認証店利用拡大キャンペーン事務局
電話 095-818-2380
（9：30〜17：30、土日祝日を除く）
【取扱】
長崎県県民生活環境部生活衛生課
参加申込書送付先
下記を切り取り、参加申込の封筒に貼り付けてください。

「認証店利用拡大キャンペーン事務局」
（ 第2弾）
〒850-8799

長崎中央郵便局

私書箱122号

もらった
その日に使える

2,000円以上のお食事で

1,000円クーポン券 を
プレゼント！！

team NAGASAKI SAFETY
第2弾

認証店利用拡大キャンペーン

【配布物】

※身分証明書：健康保険証、免許証、学生証、
マイナンバーカード
（表面のみ）等
※第１弾で振込先口座を登録された事業者は、第２弾では登録不要です。第１弾
と異なる口座を登録する場合は口座情報を記載ください。
（郵送方法）
簡易書留やレターパック等の配達履歴が残る郵送方法で送付してください。
※送付した証明書は店舗で保管してください。
【郵送先】
認証店利用拡大キャンペーン事務局（第2弾）
〒850-8799 長崎中央郵便局 私書箱122号

○本紙
○認証店利用拡大キャンペーン参加申込書兼委任状
○記入例

【申込期限】 令和４年12月20日
（火）
（当日消印有効）

【概要】

認証店の利用者が利用当日もしくは次回来店時以降にクーポンを提示し、2,000円以上
のお食事をした場合、1,000円券クーポンを使用して飲食ができる認証店のクーポンキャン
ペーンを実施します。
本キャンペーンは予算の上限になりしだい受付を終了します。
なお、第2弾では、県産品プレゼントキャンペーンは実施しません。
前回の認証店利用拡大キャンペーンからの異なる点
第１弾（前回）

第２弾

配布方法

配布方法は店舗で決定

2,000円以上の飲食を行った場合に
1,000円券のクーポンを１枚配布

使用方法

飲食代金が1,000円以上となる
場合に、500円1枚/回・人を使用

飲食代金が2,000円以上となる
場合に、1,000円1枚/回・人を使用

使用時期

次回来店時以降使用可能

来店当日でも使用可能
（次回来店時以降も使用可能）

・令和4年3月までに認証取得店舗
（200枚・10万円相当）
クーポン配布枚数
全ての認証取得店舗
・令和４年４月以降8月末までに
（１店舗当たり）
（200枚・20万円相当）
認証取得店舗
（150枚・7.5万円相当）

【クーポンの使用方法】

１ 参加申込
「認証店利用拡大キャンペーン参加申込書兼委任状」
の内容を確認し、必要事項
を記載の上キャンペーン事務局へ送付してください。
（銀行口座の登録） 振込先口座の登録をお願いします。
添付書類：①申請者の身分証明書（法人を除く）
の写し
②振込先口座の写し
③委任される場合は、受任者の身分証明書の写し

２ 参加申込後、事務局から送付されるポスター、
クーポン券等を受領
（配布物）
・クーポン券
【ク―ポンの留意事項】
※クーポン券配布枚数：1,000円券 200枚
※キャンペーン期間（クーポン使用期間）
：
令和4年11月10日〜令和5年1月10日
※クーポン券の店舗間の譲渡禁止：店舗毎にシリアルナンバーで管理されます。
※クーポン裏面へ店名を必ず記載（スタンプ押印）
してください。
・ポスター
（B3・1枚） 店内に掲示をお願いします。
・交付申請及び実績報告書（3枚複写、
４セット）
３ 店舗から利用者への配布方法（※配布方法は統一しています。）
・2,000円以上の飲食を行った方に1,000円券クーポン1人1枚を配布します。
４ クーポンの使用方法（※使用方法は統一しています。）
（利用者）
・飲食代金が2,000円以上となる場合に、1,000円券のク―ポンが使用できます。
・配布当日もしくは次回以降利用時どちらでもクーポン券は使用できます。
①参加申し込み
②クーポン送付
③クーポン配布
④クーポン使用
⑤精算
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