
令和4年度 第3回 北斗市商工会LINE広告クーポン事業

最大30％OFFのクーポン割引額を　　　　　

年末年始大感謝祭LINEクーポン

クーポン内容

割引内容は次の5つより選択式です。

参加店募集
募集件数 先着65件 （追加募集する場合があります）

割引対象外

実施期間 令和4年11月20日（日）～令和5年1月15日（日）まで

申込締切 令和4年10月20日（木）まで 申込用紙に必要事項をご記入の上、ご提出下さい

①　500円（税込）以上で  150円割引（上限目安 666回）
②1,000円（税込）以上で  300円割引（上限目安 333回）
③2,000円（税込）以上で  600円割引（上限目安 166回）
④3,000円（税込）以上で  900円割引（上限目安 111回）
⑤5,000円（税込）以上で1,500円割引（上限目安   66回）

①北斗市商工会員に限ります。
②本事業をSNS（LINE、Instagram、Twitter等）でPR協力していただけること。
③クーポン配信期間中は、商工会LINE公式アカウントの友だち追加用QRコードが掲載されたポスターを店内（レジ前等）に設置協力していただけること。
④新型コロナウイルス感染防止対策を行っていること（業種別ガイドライン遵守）。

申 込 条 件

参加にあたっては事業実施要領をかならずご一読ください。

割引時の決済方法は、特に指定はありません。お会計については店舗で可能な
決済方法にてご対応いただくことが可能です。（現金、クレジット、電子決済等）

北斗市商工会

〇納税、公的手数料など国や地方自治体への支払い及び公共料金の支払い
〇株式、先物、宝くじなどの金融商品、土地、家屋等の不動産に関する支払い
〇ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高い商品の支払い
〇オンライン販売など、対面で割引ができない販売及びサービスの支払い
※上記以外で参加店により任意に割引対象外のサービスや商品等を決めることが出来ます。

最大10万円※先着順となります

申込用紙は
こちら

■助成金は1会員あたり上限100,000円です。（先着順の追加助成により最大150,000円助成） ■利用回数実績が助成金上限の9割以上に達した場合、先着順（予算内）で5万円を申請のあった
事業者へ追加助成いたします。 ■助成金上限を超えた割引分は参加店側の自己負担となります。 ■クーポンの配布は途中での配信停止が可能ですが、使用回数管理は参加店による自己管理をお
願い致します。 ■複数事業所の参加も可能ですが助成金は1会員分となります。 ■「使用済み」となった割引クーポンの回数に応じて助成金額をお支払いいたします。

実施期間終了後、「使用済み」となった割引クーポンの回数に応じて助成金額を当会より通知いたしますので、
同封する申請書等に記名押印の上、提出頂いた後、指定の口座へお振込みいたします。助成金支払い方法

［追加助成+5万円］

「同一店舗で同月内でも、2回まで利用いただけるようになりました！」

北斗市商工会

※下記QRコードより申込書をダウンロードできます

商工会が一部助成



最大30％OFFのクーポン割引額を　　　　　
北斗市商工会 LINE広告クーポン ご利用方法

北斗市商工会

割引方法
お客様のLINEクーポンが「使用済み」になったことを確認したあと、
お会計から割引額をレジにて差し引いてご対応下さい。
※LINEクーポンとレジは連動しません。レジでの割引対応を忘れずに行っていただくようお願いいたします。

申込方法
別紙「令和4年度商工会LINE事業申込書」にご記入の上、お申込み下さい。

よくあるご質問 Q&A

※チラシ表面のQRコードよりダウンロードできます

お客様に、商工会LINE公式アカウ
ントのトーク画面を開き、該当クー
ポンの「今すぐ確認」をタップして貰
います。

1
クーポン画面が開いたら、画面下部
の「使用する」（緑色の背景）をタップ
してもらいます。2

次に出てくる「使用済みにする」（赤
色の背景）を確認してタップして貰
います。3

最後に「使用済みにします」と表示される
ので、OKをタップします。以上で、クーポ
ン使用済みの作業が完了します。※相互
確認しながらお客様に「OK」を押して頂
いても問題ございません

4

ここをタップ ここをタップ

ここをタップここをタップ

メール送信は
こちら

Q.助成金はどのように計算されますか？
当会の公式LINEアカウント管理システムにより、参加店で使用されたクーポンの使
用回数に応じて助成させて頂きます。但し、助成金には次の様に上限があり超えた
場合は参加店側の自己負担となります。また、今回助成金上限の9割を達した場合、
先着順（予算内）で申請のあった参加店に対し50,000円を追加助成します。

A.

Q.クーポン配信期間中の停止は可能ですか？
はい、可能です。ただし、上記のとおり使用回数の管理は参加店の皆様自身で行って
頂きます。助成金の上限を超えた割引分は自己負担となりますので、期間中、クーポ
ン配信を停止したい場合は、お早めに商工会へご連絡下さい。（配信停止まで24時
間程要する場合があります）
※LINEクーポンには参加店共通の注意事項として「各クーポンは一定の利用回数
に達した場合、配信期間中であっても停止する場合があります」を表記します。※配
信停止の受付は、商工会の営業日及び営業時間内に限ります。

A.

Q.具体的な会計時の割引例について
《1,000円（税込）以上で300円割引を選択した参加店の割引例》

【お客様】 2名で来店、LINEクーポンを2名とも提示した場合
【会　計】 まとめての会計2,000円（800円と1,200円の内訳）の場合、
　　　　 300円×2名なので、合計600円の割引が可能
　　　　 ※各自別々の会計の場合は、800円のお客様は、
　　　　 割引対象外となります。（1,000円以上で300円割引のため）

【お客様】 4名で来店、LINEクーポンを1名のみ提示した場合
【会　計】 まとめての会計5,000円の場合でも、300円×1名分のみ割引となります。
　　　　 ※1クーポンで1回分の割引額が適用され、未提示のお客様分は
　　　　 割引出来ません（注：実際に使用済みとした回数のみ助成金が支払われます）

【お客様】 名で来店、LINEクーポンを4人全員が提示した場合
【会　計】 まとめての会計10,000円の場合、300円×4名なので
　　　　 合計1,200円の割引が可能

A.

Q.割引した回数はどのように数えればよいですか？
当会の公式LINEアカウント管理システムにより、使用回数を管理しております
が、操作方法の誤り等で誤差が発生する場合がありますので、必ず参加店の皆様
自身で、使用回数の管理を行って下さい。また、使用回数が自己負担の発生する
回数を超えた場合でも、当会からの連絡・通知はありませんので、ご注意下さい。

A.

本件に関するお問い合わせ

■本所／TEL：73-2408  FAX：73-2474
■支所／TEL：77-8107  FAX：77-9106
Email：ohen@hokuto-sci.jp（画像等のデータ送信先）

助成金は、クーポンを「使用済み」にした回数に応じて決定します。

〇本事業参加にあたっては、感染拡大防止対策の徹底をお願いいたします。〇本事業は、新型コロナウイルスの感染状況等により、変更または中止となる可能性がありますので、予めご了承下さい。

・150円割引×667人分＝100,050円（助成金100,000円、自己負担50円）
・300円割引×334人分＝100,200円（助成金100,000円、自己負担200円）
・600円割引×167人分＝100,200円（助成金100,000円、自己負担200円）
・900円割引×112人分＝100,800円（助成金100,000円、自己負担800円）
・1,500円割引×67人分＝100,500円（助成金100,000円、自己負担500円）



令和４年度 北斗市商工会 LINE 年末年始大感謝祭・クーポン実施要領 
 

１、目的 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している飲食店等の売上回復 

を支援するため、商工会公式 LINE アカウントによる割引クーポンを配信し、DX を活 

用した地域商業活性化の促進を図ることを目的に実施する。 

 

２、主催 

北斗市商工会 

 

３、実施期間 

  令和 4 年 11 月 20 日（日）から令和 5 年 1 月 15 日（日）迄 

 

４、クーポン内容 

  最大 30％OFF（①～⑤の５種類のいずれかを参加店が選択） 

① 500 円（税込）以上で 150 円割引（上限目安 666 回） 

②1,000 円（税込）以上で 300 円割引（上限目安 333 回） 

  ③2,000 円（税込）以上で 600 円割引（上限目安 166 回） 

  ④3,000 円（税込）以上で 900 円割引（上限目安 111 回） 

  ⑤5,000 円（税込）以上で 1,500 円割引（上限目安 66 回） 

 

５、利用回数 

お一人様同一店舗２回迄（但し１日１回迄） 

 

６、助成金 

  1 会員あたり上限 100,000 円（先着順の追加助成により最大 150,000 円助成） 

 〇利用回数実績が、助成金上限の 9 割以上を達した場合、先着順（予算内）で 5 万円 

  を申請のあった事業者へ追加助成します。 

〇助成金上限を超えた割引分は参加店側の自己負担となります。 

〇クーポンの配布は途中での配信停止が可能ですが、使用回数管理は参加店による 

自己管理をお願い致します。 

〇複数事業所の参加も可能ですが助成金は 1 会員分となります。 

〇「使用済み」となった割引クーポンの回数に応じて助成金額をお支払いします。 

 

７、募集件数 

先着６５件 

 

 

 

 

 

 

  



参考資料 

 

LINE サマー・クーポンからの変更内容 

 

１、クーポン内容 

名称 サマー・クーポン 年末年始大感謝祭 

割引率 最大 15％OFF 最大 30％OFF 

割引種類 ① 650 円（税込）以上で 100 円割引 

②1,000 円（税込）以上で 150 円割引 

③2,000 円（税込）以上で 300 円割引 

① 500 円（税込）以上で 150 円割引 

②1,000 円（税込）以上で 300 円割引 

③2,000 円（税込）以上で 600 円割引 

④3,000 円（税込）以上で 900 円割引 

⑤5,000 円（税込）以上で 1,500 円割引

 

 

２、利用回数 

名称 サマー・クーポン 年末年始大感謝祭 

利用回数 お一人様同一店舗２回迄 お一人様同一店舗２回迄 

利用制限 月別に２回利用可能 
１回目８月下旬迄、２回目９月上旬
迄と有効期限を設け、各月１回利用
可能とした。 

期間内２回利用可能 
（但し１日１回限りとします） 
同じ有効期限のクーポンを２つ用意
することにより、同月に２回利用可
能とします。 
 

 

３、助成金 

名称 サマー・クーポン 年末年始大感謝祭 

助成金 1 会員あたり上限 50,000 円 1 会員あたり上限 100,000 円 

（追加助成により最大 150,000 円）

追加助成 追加助成なし 利用回数実績が、助成金上限の 9 割
以上を達した場合、先着順（予算内）
で 5 万円を追加申請のあった事業者
へ追加助成いたします。 
 

 



 
北斗市商工会（支所）行（FAX77-9106）     

※FAX による申込の場合は電話で必ずご確認願います。 
 

令和４年度商工会 LINE年末年始大感謝祭・ｸｰﾎﾟﾝ事業申込書 
本事業の実施要領に定められた事項を遵守し申し込みます。  

申込日：令和４年  月  日 

 

①申込者情報（非公開）  

事業所名
（法人名） 

 代表者名  

所在地 
〒     –  

 
TEL   FAX  

ご担当者  
緊急連絡先
（携帯電話）

 
従業 
員数 人

電子決済 
対応状況 

［現在取扱いしている電子決済を選択下さい（複数選択可）］ 

□クレジットカード □PayPay □楽天ペイ □ｄ払い □auPay □メルペイ 

□LINEPay □WAON □nanaco □Suica □ApplePay □その他（        ） 

②LINE クーポン割引等（公開） 

クーポン 

割引額 

［次より１つ選択下さい］※記入必須 

□ 500 円（税込）以上で 150 円割引

□1,000 円（税込）以上で 300 円割引

□2,000 円（税込）以上で 600 円割引

□3,000 円（税込）以上で 900 円割引

□5,000 円（税込）以上で 1,500 円割引 

 

クーポン

使用条件

※記入任意 

 

電子決済
との併用

［次より１つ選択下さい］※記入必須 

□併用可 □併用不可 
□明記しない □その他（    ）

クーポン 
使用回数 
制限 

［次のより１つ選択下さい］※記入必須 

□回数制限なし □明記しない 
□その他（           ）

他のｸｰﾎﾟ
ﾝ等との 
併用 

［次より１つ選択下さい］※記入必須 

□併用可 □併用不可 

□明記しない □その他（    ）

③クーポン掲載内容（公開） 

ｸｰﾎﾟﾝ掲載
店舗名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

検索区分

［複数選択可］※記入必須 

□店内飲食  □ﾃｲｸｱｳﾄ 

□出前・配達 □商品小売    

□理容・美容 □ｶﾞｿﾘﾝ・灯油 

□菓子・パン □その他 

 

店舗住所 
〒     –  

 
店舗電話             □なし 

URL 
https:// 

クーポンに掲載するホームページ URL、LINEID、SNS 等いずれか１つ掲載可能です 
注）ホームページ等が無い場合は、「Google マイビジネス」の URL を掲載させて頂きます。 

クーポン 
画像データ 

□前回と同じ画像を使用する  □画像を変更する（データ提出が必要です） 

LINE クーポン及び応援掲示板用 画像１点（例：テイクアウト商品写真、店舗写真等） 

【推奨画像】縦 640 ピクセル×横 640 ピクセル、10MB 以下、形式 JPG 又は PNG 

画像データはこちらへメールでお送り下さい。E-mail ohen@hokuto-sci.jp 

備考  


