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１.コイちゃんクーポンの取扱方法について 

コイちゃんクーポン（以下「クーポン」という。）は、次のとおり取り

扱ってください 

 

① クーポンの使用期間は、令和４年８月下旬～１１月３０日（水）まで

となっていますので、令和４年１２月１日以降は、クーポンを受け取

らないでください。 

 

②税込み１，０００円以上の支払いごとに、クーポン 1枚受け取り、ク

ーポン 1枚につき 500円差し引いた金額を受けとってください。 

  ※ クーポンを家族で一緒に使用するなど、お買い物等 1回あたりの使

用枚数には、制限がありません。 

【例】 ・0円から 999円までは、クーポンを使用できません。 

・1,000円から 1,999円までは、クーポン 1枚（500円値引き） 

     ・3,000円から 3,999円までは、クーポン 3枚（1,500円値引き） 

     ・12,000円から 12,999円までは、クーポン 12枚（6,000 円値引き） 

 

 ③中小事業者用のクーポン（青色）を特別取扱事業者は受け取らない 

でください。（取扱事業者登録証明書の「８取扱事業者の種類」を確認ください。） 

※特別取扱事業者は、全取扱事業者が対象の赤色のクーポンのみ使用可能です。 

 

④受け取ったクーポンは、再利用されないようにクーポンの裏面に店舗

等のスタンプやサイン等をしてください。 

 

⑤クーポンは、折り曲げないようにして、換金するまで管理してくださ

い。また、 クーポンの換金申込時には、機械で枚数確認を行いますの

で、汚損や破損したクーポンは、別に管理してください。 

 

⑥次ページに掲載しているクーポンが使用できない商品等に対しての支

払いについては、クーポンを受け取らないでください。 

※ 複数の商品を購入されるときに、クーポンが使える商品と使えな

い商品が混在している場合は、クーポンが使えない商品の金額を除

いた額で、クーポンを受け取る枚数を判断してください。 
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２．クーポンの取扱ができない商品等について 

①出資や債務（振込手数料など）の支払い 

②有価証券、金券、商品券（ビール券、お米券、図書カード、 

店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、

プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 

③現金との換金 

④たばこ事業法（昭和 59年法律第 68号）第２条第１項第３号 

に規定する製造たばこの購入 （電子たばこを含む。） 

⑤当せん金付証票法（昭和 23年法律第 144号）第２条に規定 

  する当せん金付証票 

⑥社会保障制度（医療や介護等）の一部負担金 

⑦市指定のごみ袋 

⑧事業活動に使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達 

⑨土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等 

の不動産に関わる支払い 

⑩会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするもので、 

有効期限等が令和４年１１月３０日を超えるもの 

※ 教室等の月謝の場合は、9 月から 11 月分の 3か月分は、使用可能ですが、半年分等の

月謝には使用できません。また、クーポンの使用期間の関係から月謝の支払日は 11 月 30

日までとします。なお、過去の滞納分については、クーポンを使用できません。 

⑪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項に規定する性風俗関連特殊営 

業に係る支払い 

⑫特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

⑬その他、各取扱事業者が指定するもの 

 ※ 取扱事業者において、①から⑫以外でクーポンが使えない商品とし

た場合は、クーポンが使えない旨を商品の近くに表示するなど、お客

が、レジに商品を持っていくまでに周知できるよう努めてください。 
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３．取扱事業者の責務と留意事項 

  取扱事業者は、次の事項について遵守ください。 

①店舗等では、マスクの着用や消毒液の設置など、新型コロナウイルス 

感染症の感染防止措置を講じてください。（9から 10ページの「６. 新

型コロナウイルス感染症対策の事例」を参照ください。） 

②クーポンの取扱事業者であることが明確になるよう、ＰＲグッズ（のぼ

りやステッカー等）を使用者が分かりやすい場所に、掲示してください。 

※クーポン使用時にキャッシュレス決済ができない場合は、その旨を使用

者が分かりやすい場所に表示してください。 

③特別取扱事業者は、中小事業者のみ使用可能であるクーポン（青色）を

取り扱わないでください。（取扱事業者登録証明書の「８取扱事業者の種類」を確認ください。） 

④使用者から受け取るクーポンに問題がないか確認してください。なお、

表面の色合いが明らかに違う、裏面が白っぽい色で、色のついた「複写」

の文字が出ている等、偽造されたクーポンと判別できる場合は、クーポ

ンの受け取りを拒否するとともに、大竹市総務部産業振興課商工振興係

（℡59-2131）に、報告してください。 

⑤使用期間中（令和 4年 8月下旬～令和 4年 11月 30日）における商品の

売買、サービスの提供等の取引に使用されたクーポンのみ換金可能です。 

※ なお、クーポンの換金は、市から委託を受けて換金業務を行う 

大竹商工会議所で、行ってください。 

⑥取扱事業者は、使用期間以降（令和 4年 12月 1日以降）に、クーポンを

使用させないこと。また、使用期間を過ぎた未使用のクーポンは、受け取

らないでください。（店舗等で処分しない。） 
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⑦クーポンは、１，０００円毎の支払いにつき 1枚受け取って５００円分の

値引きを行ってください。１，０００円未満の支払いでは、クーポンを受

け取らないでください。 

※２ページの「１.クーポンの取扱方法について」の②を参照ください。

⑧クーポンの換金、売買を行わないでください。 

⑨クーポンの盗難・紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、大竹市は責を負

いません。 

⑩クーポンに関して大竹市が調査する場合は、その調査に応じてください。

また警察や税務機関等の公的機関から情報提供を求められた場合は、大竹

市が情報提供しますので、予めご了承ください。 

⑪クーポン発行事業の運営にご協力ください。 
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４．クーポンの換金方法について 

  クーポンの換金は、換金日程表の換金申込日までに、必要なものを大竹

商工会議所に持参の上、手続きしてください。 

【必要なもの】 

①大竹市クーポン発行等事業に係る取扱事業者登録証明書 

②大竹市クーポン換金申込書  

※ 口座振込の場合は、金融機関の口座振込依頼書に必要事項 （口座

番号・名義人等）を記載し持参してください。なお、2回目の換金か

らは不要です。 

③クーポン 

 ※ホッチキスでクーポンをまとめないでください。 

 ※クーポンは、赤色と青色を分けておいてください。 

④印鑑 

【換金日程表】※12 月の換金申込日以降の申し込みはできませんので、ご注意ください。 

★換金額が１００，０００円以内（現金払い） 

申
込
日 

令和 4 年 

9 月 １０月 １１月 １２月 

9 日 

（金） 

22 日 

（木） 

７日 

（金） 

２１日 

（金） 

１１日 

（金） 

２５日 

（金） 

９日 

（金） 

１６日 

（金） 
換 

金 

日 

９月 １０月 １１月 １２月 

１５日 

（木） 

２９日 

（木） 

１３日 

（木） 

２７日 

（木） 

１７日 

（木） 

１日 

（木） 

１５日 

（木） 

２２日 

（木） 

 

★換金額が１００，０００円を超える（口座振込） 

申
込
日 

令和４年 

９月 １０月 １１月 １２月 

１６日（金） １４日（金） １８日（金） １６日（金） 

振 

込 

日 

９月 １０月 １１月 １２月 

２７日（火） ２５日（火） ２９日（火） ２７日（火） 
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【大竹市クーポン換金申込書の記入方法】 

換金の申込時に申込書（２枚複写）を、次のとおり作成してください。 

①には、取扱事業者登録証明書に記載された登録番号を記載ください。 

②には、取扱事業者登録証明書に記載された店舗等名称を記載ください。 

③には、取扱事業者登録証明書に記載された店舗等住所を記載ください。 

④には、換金を申し込むクーポンの枚数（赤・青・合計）を記載ください。 

⑤には、換金申込額を記載ください。（④の枚数×５００円となります。） 

⑥には、受取の際に換金額を確認した方が、氏名を記入し押印してください。 

 ※口座振込の場合は、記入不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　登録番号 1234

２　代表者等の氏名 ●●　▲▲

３　店舗等名称 ■■□□商店

４　店舗等住所 大竹市○○町1-1-1

５　電話番号 ●●-●●●●

６　主たる業種 ●●●●●●

７　資本金・出資金 ●●●●万円

８　取扱事業者の種類 ●●●●●

 大竹市クーポン券発行等事業実施要綱第５条第２項の規定により，次のとおり取扱事業者
として登録したことを証明します。

大竹市クーポン券発行等事業に係る取扱事業者登録証明書

別記様式（第５条関係）

大竹市長　入山　欣郎             

令和　　年　　月　　日
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５．誓約事項について 

取扱事業者は、申込時に次の事項を誓約していますので、遵守ください。 

①クーポンの換金や１，０００円の支払いごとの値引き以外の値引き対応を

行いません。 

②クーポンを使用できない商品に対して、クーポンでの値引きを受け付けま

せん。 

③クーポンの売買、交換、再流通、偽造、悪用、濫用はいたしません。 

④クーポンを紛失・毀損した場合は、責任を負います。 

⑤クーポンの使用期間中（令和 4 年 8 月下旬～令和 4 年 11 月 30 日）は取扱

事業者として事業に参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退は

いたしません。 

⑥クーポンの取扱事業者の責務のほか募集要項に記載されている内容に同意

し、遵守します。 

⑦クーポンの使用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、取扱事業者側

の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。 

⑧クーポンの取り扱いに対して大竹市からの改善要請等があった場合にはそ

れに従います。 

⑨店舗名・所在地・電話番号・業種等の公表（ホームページ・チラシ等に掲

載）について同意します。 

⑩登録する店舗は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２

条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている店舗等」、「特定の宗

教・政治団体と関わる店舗等」、「公序良俗に反する店舗等」、「反社会的勢

力が経営に実質的に関与している店舗等」ではありません。 

⑪店舗等では、マスク着用や消毒液設置など、新型コロナウイルス感染症の

感染防止に必要な措置を講じます。 

⑫クーポンに関して大竹市が調査する場合は、その調査に応じます。また警

察や税務機関等の公的機関から情報提供を求められた場合は、大竹市が情

報提供することに同意します。 

 

※ 誓約事項に記載のクーポンは、大竹市クーポン発行等事業実施要綱に規定されたクーポン（コ

イちゃんクーポン）のことです。 
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６. 新型コロナウイルス感染症対策の事例 

大竹市クーポン発行等事業は、市内に店舗等が所在する事業者が新型コロ

ナウイルス感染症の感染防止措置を講じることにより、市民が安心して消費

行動を起こせるようになることを目的の一つとしております。 

よって、大竹市クーポンの取扱事業者の皆様は、広島県が公表している新

型コロナウイルス感染症に対する安全対策シートに記載されている次の対

策事例を参考に、感染防止に取り組んでください。 

なお、全ての事例を取り組む必要はありませんが、（１）から（２７）の

うち 3つ以上は取り組むように、努めてください。 

 

●飛沫感染リスク低減策 

（１）発熱、倦怠感、咳のある従業員は勤務しません。 

（２）感染予防の取組を公表します。（例：店舗掲示 等） 

（３）混雑を予防します。（例：入場制限、多人数予約制限 等） 

（４）行列の間隔を確保します。（例：床にサイン設置、列をジグザグにする 等） 

（５）従業員はマスクを着用します。 

（６）お客様同士の距離を保ちます。（例：座席数削減、向き合わない 等） 

（７）飛沫の飛散を防ぎます。 

（例：アクリル板、ビニールシート等で仕切りを設ける 等） 

（８）換気に努めます。（例：出来る限り全てのドアを開放しておく 等） 

（９）３密（密閉・密集・密接）空間の利用を制限します。 

（例：閉鎖個室の使用制限 等） 

（10）大声での会話を予防します。（例：施設内 BGMの音量を下げる 等） 

（11）お客様に咳エチケットを呼びかけます。（例：施設内掲示 等） 

（12）お客様に大声での会話を控えるよう呼びかけます。（例：施設内掲示 等） 

（13）感染リスクの高い人が安心して利用できる環境を整えます。 

（例：妊婦や高齢者等が優先的に来店できる時間帯を設ける 等） 
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●接触感染リスク低減策 

（14）お客様が石鹸液で手を洗える、手指消毒できる環境を整えます。 

（15）複数人が触れる物品を減らします。 

（例：共用備品の整理、テーブルメニューの廃止 等） 

（16）キャッシュレス決済やコイントレーの使用を励行します。 

（17）お客様が入れ替わるときに清掃、消毒を実施します。 

（18）定期的にドアノブなどをアルコール消毒します。 

（例：１時間に１回 等） 

（19）お客様へのサービス提供までの待ち時間を短くします。 

（例：事前予約 等） 

（20）接触の少ないサービスの提供方法を導入します。 

（例：製品の個包装 等） 

（21）対面しなくてもサービスを受けられるよう環境を整えます。 

（例：テイクアウト、配達型サービスの提供、オンライン 等） 

（22）お客様へ手洗い、手指消毒の徹底を呼びかけます。 

（例：施設内掲示 等） 

 

●新型コロナウイルス感染症が発生した場合等への対応 

（23）万が一感染が発生した場合には、お客様へ連絡します。 

（24）万が一感染が発生した場合には、自主的に施設名を公表します。 

（25）万が一感染が発生した場合には、保健所が行う積極的疫学調査へ協力

します。 

（26）広島県が作成した新型コロナウイルス接触確認アプリ「広島コロナお

知らせＱＲ」を申し込み、ＱＲコードを店内に掲示します。 

（27）厚生労働省が提供する新型コロナウイルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯ

Ａ」のインストール方法（ＱＲコードなど）を掲示します。 
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７.コイちゃんクーポン 例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お客から受け取ったら、 

この場所にスタンプや 

サイン等してください。 
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10.5㎝
【全事業者用 表面】 【中小事業者用 表面】 

【全事業者・中小事業者共通 裏面 ※偽造防止加工】 

※10 枚綴りをミシン目で切り取って使用します。換金時には、１枚１枚に

切り取り、赤色と青色のクーポンを分けた状態で、ご持参ください。 


