
 

 

 
     

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

に取り組むことが検討されています。

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます

 

 

 

 

 

 

 

◆対象業種

 ＜対象となる事業者について＞

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

い申し上げます。

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

をお願い申し上げます。

 

◆販売額等

 

◆換金方法

 

◆感染予防

 

◆登録申込

 

      

            

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

に取り組むことが検討されています。

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます

◆対象業種

＜対象となる事業者について＞

1.社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

2.出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

3.コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

4.ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

5.社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

6.移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

 

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

今回対象とならない皆様におか

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

い申し上げます。

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

をお願い申し上げます。
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◆感染予防

◆登録申込

      

    

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

に取り組むことが検討されています。

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます

◆対象業種 社交飲食店、及び会食が可能なホテル

＜対象となる事業者について＞

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

今回対象とならない皆様におか

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

い申し上げます。

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

をお願い申し上げます。

◆販売額等 販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

◆換金方法 店内で使用されたプレミアム付きお

選択できます。

◆感染予防 事業者の皆様には、

をお願いいたします。

◆登録申込 本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。

      

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

に取り組むことが検討されています。

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます

社交飲食店、及び会食が可能なホテル

＜対象となる事業者について＞

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

今回対象とならない皆様におか

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

い申し上げます。 

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

をお願い申し上げます。 

販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

店内で使用されたプレミアム付きお

選択できます。

事業者の皆様には、

をお願いいたします。

本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。
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電

        F A
メール

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

に取り組むことが検討されています。

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます

社交飲食店、及び会食が可能なホテル

＜対象となる事業者について＞ 

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

今回対象とならない皆様におか

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

 

販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

店内で使用されたプレミアム付きお

選択できます。 

事業者の皆様には、可能な限りの感染防止に努めていただくことに同意の上

をお願いいたします。

本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。

このほか、ご不明な点はお問い合わせください。

網走商工会議所総務課
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F A X 
メール 

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

に取り組むことが検討されています。網走商工会議所では、

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます

社交飲食店、及び会食が可能なホテル

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

今回対象とならない皆様におかれましては、本取り扱いにご理解いただけますようお願い申し上げる

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

店内で使用されたプレミアム付きお

可能な限りの感染防止に努めていただくことに同意の上

をお願いいたします。 

本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。

このほか、ご不明な点はお問い合わせください。

【お問い合わせ・申し込み先】
網走商工会議所総務課

 ０１５２－４３－３０３１
 ０１５２－４３－６６１５
 info@a

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

網走商工会議所では、

取り扱いを希望する事業者の事前とりまとめを行っております。

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

お申込みいただきますようご案内申し上げます 

社交飲食店、及び会食が可能なホテルなど

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

れましては、本取り扱いにご理解いただけますようお願い申し上げる

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

店内で使用されたプレミアム付きお食事券の換金は、現金、又は口座振込（月

可能な限りの感染防止に努めていただくことに同意の上

本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。

このほか、ご不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせ・申し込み先】
網走商工会議所総務課 

０１５２－４３－３０３１
０１５２－４３－６６１５
info@a-cci.or.jp

 

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

網走商工会議所では、

っております。

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

など 

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。

れましては、本取り扱いにご理解いただけますようお願い申し上げる

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

食事券の換金は、現金、又は口座振込（月

可能な限りの感染防止に努めていただくことに同意の上

本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。

このほか、ご不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせ・申し込み先】
 ＜〒093

０１５２－４３－３０３１
０１５２－４３－６６１５

cci.or.jp

網走市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域経済への影響に対して、市内の消費喚起対策

網走商工会議所では、趣旨に賛同するとともに、早期の実施に向け、

っております。 

「プレミアム付きお食事券」の概要は、下記のとおりとなりますので、対象となる事業者の皆様は、ぜひ

社交飲食店とは、店舗を構え、料理等を提供していることが条件となります。

出前専門店及びテイクアウト専門店は取り扱い事業者にはなれません。

コンビニエンスストア、スーパーなどは取り扱い事業者にはなれません。

ホテルは会食などの提供が可能な場合に事業者の登録が可能ですが、宿泊代には利用できません。

社員食堂や福祉施設など特定の方を対象にした食堂などは対象となりません。

移動販売、キッチンカー、屋台などは取り扱い事業者にはなれません。

今回のお食事券は、新型コロナウイルスの感染拡大により、深刻な影響が生じている、社交飲食店を

対象にしたものです。市では、今後、幅広い業種の方を対象にした、プレミアム付き商品券の販売や、

国の経済対策とも連動した観光振興対策が検討されています。 

れましては、本取り扱いにご理解いただけますようお願い申し上げる

とともに、次回、商品券の発行にあたりましては、取り扱い事業者としてご登録

また、今回ご登録いただいたプレミアム付きお食事券取扱業者の皆様におかれましては、次回、商品

券が発行された際に再度登録手続きは必要ありませんので、継続して、お食事券及び商品券の取り扱い

販売額、時期、場所、プレミアム率など詳細は、決まり次第、お知らせします。

食事券の換金は、現金、又は口座振込（月

可能な限りの感染防止に努めていただくことに同意の上

本チラシの裏面が「（仮）登録申請書」となっています。必要事項を記入、押印の上、

または電子メールにてご提出ください。事業が正式決定した際には、ホームページなどで

登録店を掲載予定（随時更新）ですので、お早目のお申込みをお願いいたします。

このほか、ご不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせ・申し込み先】
093-0013 
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【網走商工会議所 FAX 0152－43－6615】 

 

プレミアム付きお食事券取扱業者（仮）登録申請書 

  

令和   年  月  日   

 

会 頭 北 村 讓 二 様 

 
可能な限りの感染症予防に努めることに同意の上、網走市プレミアム付きお食事券取扱業者の 

登録を申請します｡ 

 

※換金方法の意向確認（以下のどちらかを選択してください：〇で囲んでください） 

現金を希望 ・ 振込を希望 

                       ※振込先を以下にご記入ください。 

 

※振込先金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業が正式決定した際には、この（仮）登録申請書を本登録申請書として取り扱います。 

 

業 種 

（〇で囲んでください） 

 

食堂・レストラン、そば・うどん店、すし店、 

喫茶店、料亭、バー・キャバレー・ナイトクラブ、

酒場、その他一般飲食店、その他（        ） 

TEL (    ) 

 

会社の所在地 

 

会 社 名 

 

代 表 者 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗等の所在地 

 

及 び 名 称 

①所在地：                   TEL (    ) 
 

 店舗名： 

②所在地：                   TEL (    ) 
 

 店舗名： 

③所在地：                   TEL (    ) 
 

 店舗名： 

④所在地：                   TEL (    ) 
 

 店舗名： 

⑤所在地：                   TEL (    ) 
 

 店舗名： 

  

              銀行 ・ 金庫 ・ 組合           本店・支店 

口 座 番 号 普 通 ・ 当 座        

口 座 名 義  

  


