東温市地域消費活性化商品券
「プレミアムいのとんチケット」

広報
登録店舗の情報及び販売終了店舗名は、市HP等を通じて、周知させていただきます。

取扱店募集

登録店舗が独自でHPやSNSを開設されている場合は、市HPを参考に周知をお願いします。
※周知の際には、利用方法や期間等に誤りの無いよう注意してください。

取扱店舗の責務（同意・誓約事項）
1. 商品の販売又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。
2. 商品券を利用できない商品に対して、商品券での支払いを受け付けません。

はじめに

いのとんⓒ
2013東温市

本事業は、
「県・市連携事業」として店舗指定型のプレミアム商品券を発行することで、新型コロナウイ
ルス感染症をはじめ原油価格や物価の高騰による影響を受け、落ち込んだ市内消費を活性化し、厳し

3. 商品券の再販・再流通をいたしません。

い経営状況にある市内事業者を支援することを目的とし、当商品券取扱店舗を募集します。

4. 商品券の偽造・悪用・乱用はいたしません。

なお、本事業の実施にあたっては、事務局を伊予鉄総合企画(株)に委託し、東温市地域消費活性化商
品券事務局（商品券事務局）として実施してまいります。

5. 商品券を紛失・毀損した場合、すべて自己責任とします。
6. 商品券の利用期間終了日
（令和5年1月31日）
までは取扱店舗として事業に参加し、真にやむ得な
い事情がない限り、途中辞退はいたしません。

事業概略図
①店舗登録申請
補助金申請

7. 商品券の取扱、取扱店舗の責務のほか、東温市消費活性化商品券発行事業補助金交付要綱及び
参加店舗マニュアルに記載されている内容に同意し、遵守します。
8. 商品券の販売及び利用に際して、消費者に対する利用方法の説明を十分に行い、消費者から苦情
や紛争が生じ、店舗の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
9. 商品券の取扱に関して、市及び商品券事務局からの改善要請があった場合には、それに従

⑦商品券の販売
⑨サービスの提供

消費者

います。

事務局

参加
店舗

市
⑤商品券等発送

10. 取扱店舗
（事業所）
の名称・所在地・電話番号・ＦＡＸ番号・業種・店舗周知情報・定休日の公表
（市ＨＰ等に掲載）
について同意します。
当しません。
12. 新型コロナウイルス感染症対策について、国の示す業種別ガイドラインや県の対策要請に従い、
感染対策の徹底に努めます。
13. その他、事業の実施にあたり疑義が生じた場合は、商品券事務局へ報告することとし、市及び商品
券事務局の指示に従います。

東温市 産業建設部
地域活力創出課 企業振興係

〒791-0292 東温市見奈良530番地1
TEL：089-964-4414 FAX：089-964-4447
月〜金 8：30〜17：15（土日祝、年末年始は休み）
https://www.city.toon.ehime.jp/site/140/16998.html

事務局

東温市地域消費活性化商品券事務局
伊予鉄総合企画(株)

〒790-0003 愛媛県松山市三番町四丁目9番地5
TEL：089-909-5672 FAX：089-909-5669
e-mail：inoton@iyoplan.jp
月〜金 9：00〜17：00（土日祝、年末年始は休み）

④決定連絡

③補助金交付決定通知
⑥補助金支払い（概算払）

⑧商品券購入
⑩商品券利用

11. 東温市地域消費活性化商品券発行事業補助金交付要綱第3条第2項(1)〜(4)号のいずれにも該

担当課

②補助金関係
書類送付

商品券概要
名

称

プレミアムいのとんチケット（以下商品券という。
）

予定発行総額

3億円（プレミアム分1億円を含む）

予定発行総数

20万セット

プ レ ミ アム 率

50％

販

1セット1,500円分を1,000円で販売（プレミアム分500円）
1セット500円券×3枚で構成
1店舗当たり販売上限数は600セット（プレミアム分300,000円）

売

単 位

購 入 上 限 数

1人当たり5セットまで

販

売

方 法

購入希望者が利用店舗で購入

販

売

期

間

令和4年10月11日〜令和5年1月15日

利用可能 期 間

令和4年10月11日〜令和5年1月31日

対象となる市内事業者

登録手順

①下記の要件をすべて満たし、登録された事業者とします。
ただし、下記②に示す事業者は除くものとします。

①取扱店舗登録申請書類に必要事項を記入し、商品券事務局にお送りください。

※

市内において特定取引 を行う市内に店舗を有する法人又は個人事業主

※商品券が対価の弁済手段として使用される物品（有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除
く。）の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

市内の店舗において自らが商品券の販売を行うことができる者
愛媛県の要請する新型コロナウイルス感染症対策に協力できる者

②次の要件に当てはまる事業者は対象外とします。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定す
る営業を行う者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定す
る暴力団員が役員若しくは代表者として実質的に経営に関与している者又は、その他暴力団若し
くは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

■ 申請時の必要書類
受付 No

（県・市連携）東温市地域消費活性化商品券
「プレミアムいのとんチケット」取扱店舗登録申請書
令和

年
月
日
東温市地域消費活性化商品券「プレミアムいのとんチケット」取扱店舗誓約書

東温市地域消費活性化商品券発行事業の趣旨に賛同し、取扱店舗として申請いたします。
１．商品の販売又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。
事業所名
２．商品券を利用できない商品に対して、商品券での支払いを受け付けません。
（登録店舗名）

３．商品券の再販・再流通をいたしません。
〒

４．商品券の偽造・悪用・乱用はいたしません。

－

５．商品券を紛失・毀損した場合、すべて自己責任とします。

店舗所在地

６．商品券の利用期間終了日（令和 5 年 1 月 31 日）までは取扱店舗として事業に参加し、真にやむ得
ない事情がない限り、途中辞退はいたしません。

代表者名

７．商品券の取扱、取扱店舗の責務のほか、東温市消費活性化商品券発行事業補助金交付要綱及び参加
TEL

FAX

店舗マニュアルに記載されている内容に同意し、遵守します。
８．商品券の販売及び利用に際して、消費者に対する利用方法の説明を十分に行い、消費者から苦情や

e-mail アドレス

紛争が生じ、店舗の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
９．商品券の取扱に関して、市及び商品券事務局からの改善要請があった場合には、それに従います。

担当者名及び連絡先

（※日中連絡がつく携帯電話番号等）
10．取扱店舗（事業所）の名称・所在地・電話番号・ＦＡＸ番号・業種・店舗周知情報・定休日の公表
□カフェ・喫茶（市ＨＰ等に掲載）について同意します。
□居酒屋・スナック
□飲食料品小売
11．東温市地域消費活性化商品券発行事業補助金交付要綱第 3 条第 2 項(1)～(4)号のいずれにも該当

□飲食店（□和食・洋食・中華・麺類
□その他飲食店）

□弁当・総菜

業種

□衣料・身の回り品・雑貨小売 □医療品小売

（主な業種一つに☑）

□クリーニング

□その他小売
しません。
□娯楽・旅行
□ホテル・旅館
＜東温市地域消費活性化商品券発行事業補助金交付要綱（抜粋）

□理容・美容

□住宅関連サービス □その他生活関連サービス
□その他（

店舗周知情報【補足】
（有の場合☑）

□ＨＰ

□Instagram

□Twitter

□Facebook

定休日

□その他（

）

(補助対象者)
第 3 条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者として市が登録した
）
者（以下「登録事業者」という。
）とする。
(1) 市内において特定取引を行う市内事業者

□運送・交通

□有（
曜日）
(2) 愛媛県の要請する新型コロナウイルス感染症対策に協力できる者
□無2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の交付を受けることができない
ものとする。

□不定休
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条に規定する営
業を行う者

商品券希望セット数

セット（上限６００セット）
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する

暴力団員が役員若しくは代表者として実質的に経営に関与している者又はその他暴力団若しくは暴力
団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 特定の宗教又は政治団体
(4) 公序良俗に反する営業を行う者
□ 東温市地域消費活性化商品券発行事業補助金交付申請書及び概算払請求書(5) その他市長が不適当と認める者

（注意）１．東温市内に複数店舗がある場合は、店舗ごとに提出をお願いします。
２．この申請書とあわせて以下の書類をご提出ください。

□ 法人：履歴事項全部証明書又は営業許可書（※コピー可）

12．新型コロナウイルス感染症対策について、国の示す業種別ガイドラインや県の対策要請に従い、感

□ 個人：所得税確定申告書第一表及び収支内訳書又は営業許可書（※コピー可）

染対策の徹底に努めます。

13．その他、事業の実施にあたり疑義が生じた場合は、商品券事務局へ報告することとし、市及び商品

●お問合せ・相談窓口

東温市地域消費活性化商品券事務局（伊予鉄総合企画株式会社）
券事務局の指示に従います。
〒790-0003

松山市三番町四丁目９番地５

TEL ０８９－９０９－５６７２
e-mail inoton@iyoplan.jp
月～金

私は、東温市地域消費活性化商品券「プレミアムいのとんチケット」取扱店舗として、以上のこと
ＦＡＸ ０８９－９０９－５６６９
を誠実に遵守することを誓約します。

9：00～17：00（土日祝、年末年始 12/29～1/3 は休み）
令和
年

月

(裏面をご確認ください)

日
事業所（店舗）名
氏

名

※
※署名又は記名捺印

（1）取扱店舗登録申請書
取扱店舗誓約書

市内で営業活動を行っていることを
確認できる書類を添付してください。
【法人】
履歴事項全部証明書または営業許可
書の写し
【個人】
直近の所得税確定申告書第一表及び
収支内訳書（収受印のあるもの）の写
しまたは、営業許可書の写し

（2）事業実態が確認できる書類

（3）補助金交付申請書 （4）補助金概算払請求書
（様式第1号）
（様式第8号）

特定の宗教又は政治団体
公序良俗に反する営業を行う者
その他市が不適当であると認める者

②市の補助金交付決定通知をもって登録決定となります。
※各種様式ダウンロードは東温市HPを参照ください。

商品券の利用対象にならないもの
不動産及び金融商品
たばこ等の法律や条例により定価以外での販売が禁止されているもの
商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定

書類送付先、お問い合わせ
東温市地域消費活性化商品券事務局 伊予鉄総合企画(株)

〒790 -0003 愛媛県松山市三番町四丁目9番地5
TEL：089-909-5672 FAX：089-909-5669 e-mail：inoton@iyoplan.jp
月〜金 9：00〜17：00（土日祝、年末年始は休み）

する性風俗関連特殊営業において提供される役務
国税、地方税、使用料等の公租公課
その他市が不適当であると認めるもの

◉購入申込書のイメージ

商品券の販売

プレミアムいのとんチケット購入申込書
「プレミアムいのとんチケット」の趣旨に賛同し、
内容を十分に理解したうえでチケットを購入いたします。
氏

購入希望
シート数

名

令和4年

月

日

購入店舗名
シート

商品券の取扱い
商品券の取扱店舗における特定取引において、利用期間（令和4年10月11日〜令和5年1月31日）内
に限り利用可能とします。
現金、金券との引き換え、転売、譲渡はできません。
つり銭の支払いはできません。
盗難、紛失、滅失、偽造、模造等に対して、発行者（東温市）は責を負いません。
販売後の商品券の再発行は、紛失、盗難又は棄損その他いかなる理由に
よっても行いません。
販売後の商品券に対する返金は行わないでください。

商品券の販売は令和5年1月15日までです。
登録店舗は、購入希望者に商品券購入申込書を記入させ、購入申込書と
引き換えに商品券を販売します。

住

所

〒

ｰ

◉商品券のイメージ
（県・市連携）
東温市地域消費活性化商品券発行事業

※購入可能な上限数は一人5セットまでです。

購入申込書に記入漏れ等の無いよう確認してください。
販売の際に、購入者に対して、利用期間や他の登録店舗では利用できな
い旨の周知を徹底してください。
販売期間開始前の予約販売は絶対に行わないでください。
購入申込書は大切に保管してください。

※購入申込書は実績報告時の証拠書類となります。無くさないよう大切に保管
をお願いします。

申込書記載の情報は商品券事業のための個人情報になりますので、登
録店舗からのダイレクトメールの発送や営業活動等に利用することの
ないようお願いします。

シート №000001〜200000

プレミアム

いのとんチケット
いのとんⓒ
2013東温市

有効期間：令和４年10月11日〜令和５年１月31日

￥1,500（￥500×3 枚）本券は商品券ではございません。
切り取り無 効

発行：東温市

№000001〜600000

プレミアムいのとんチケット

￥500

《取 扱 店舗名》

有効期間：令和４年10月11日〜令和５年１月31日

ここに記載された店舗でのみご利用可能です

発行：東温市

この商品券のおつりはでません。
切り取り無 効

№000001〜600000

プレミアムいのとんチケット

￥500

《取 扱 店舗名》

有効期間：令和４年10月11日〜令和５年１月31日

ここに記載された店舗でのみご利用可能です

発行：東温市

この商品券のおつりはでません。
切り取り無 効

№000001〜600000

プレミアムいのとんチケット

￥500

有効期間：令和４年10月11日〜令和５年１月31日
この商品券のおつりはでません。

《取 扱 店舗名》

ここに記載された店舗でのみご利用可能です

発行：東温市

