
地域振興券 参加店舗
募集!!

半田市

市民パワーで

半田を元気に︕

2021年9月17日( 金)一次募集〆切

趣旨 コロナ禍の影響を受け疲弊した市内経済を回し、 半田市民全員でまちの活気を取り戻すための
地域活性化策として、 市民1人あたり2万円の地域振興券を配付します。

配付時期 2021年10月に各世帯へゆうパックで郵送

金額 1 人あたり2 万円

対象者 2021年9月1日現在、 半田市に住民登録がある方

取扱店等 参加店舗等一覧チラシ( 一次募集分) を各世帯へ郵送する。 二次募集分は、 随時ホームページにて更新のほか、
一覧チラシを郵送またはポストインを予定。

利用期間 2021年11月1日～2022年3月31日

地
域
振
興
券

概
要

1. 共通券（ すべての登録店等）　

　6,000円分（ 1,000円券×6枚）

2. 中小規模店舗等専用券（ 大型店、 チェーン店、 フランチャイズ店以外）

　　14,000円分（ 500円券×28枚）

1．換金方法
　　　市内の地域振興券取扱金融機関で換金
        ※使用済み地域振興券を取扱金融機関に提出し､後日振込いたします。
        ※取扱金融機関は知多信用金庫・半田信用金庫と調整中です。 
        ※取扱金融機関以外への振込手数料は参加店舗等負担となります。

2．換金期間
2021年11月1日( 月) ～2022年4月28日( 木)

申
込
方
法

1．専用応募フォームから申込（ パソコン・スマートフォン）
　　ホームページ︓https: //www.city.handa.lg.jp/keizai/tiikishinkouken_ bosyu.html

2．本チラシに添付の専用応募用紙で半田市経済課へ申込（ 郵送・FAX・窓口）
  　【郵送】〒475-8666 半田市東洋町2-1 半田市経済課 宛
    【FAX】 0569-25-3255
    【窓口】 半田市経済課（ 半田市役所3階㉒窓口／月～金曜日9時から17時まで ※水曜日は19時まで）

●申込期間　地域振興券の利用期間中は随時受付けます。
　　※9月17日( 金) までに申込いただければ、 店舗一覧( 一次募集分) に掲載することができます｡

●説明会　　日時　2021 年9 月13 日( 月)　①10:30 ～11: 00 ／場所　半田商工会議所３Ｆ会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②14: 30 ～15: 00 ／場所　半田商工会議所３Ｆ会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③18: 30 ～19: 00 ／場所　半田商工会議所３Ｆ会議室
　※この日時に参加できなくて、 説明会参加を希望される方は、 一次募集〆切9 月17 日( 金) までの期間、
　　ある程度のグループ単位で出張説明会をさせていただきますので、 お気軽にご相談ください︕

参加店舗等募集要項

参加店舗登録料

換金

地域振興券の種類に応じた店舗等は以下の２種類です。
1．共通券のみ使用できる店舗等
　●「大型店」 …店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗
　　　※ただし、 市内に本店がある店舗等を除きます。
　　　※大規模小売店舗のテナントについては、 テナント毎に判断します。

　●「チェーン店」 …国内に10店舗以上あるもの
　　　※ただし、 市内に本店がある店舗等を除きます。

　●「フランチャイズ店」 …フランチャイズ契約を締結して
　　　　　　　　　　　　 営業しているもの

2．共通券と中小規模店舗等専用券の両方が使用できる店舗等
     ●上記1以外の店舗等

1.  市内で営業している小売店､飲食店､サービス業､建設業等で､
　　 最終消費者に対して物品やサービスを提供する店舗等であること

2.   市税等の滞納が無いこと
　　　　※ただし、 納付誓約や徴収猶予を受けており、 確実な納付が見込まれると判断
　　　　　 される場合は可とします

参加店舗等が販売する商品またはサービス。
　　　※ただし、 以下の①～⑤を除く。
　　　　　①たばこ（ 法令上、 商品券等で購入できないこととなっています。）
　　　　　②不動産や金融商品等明らかな資産形成と考えられるもの
　　　　　③商品券や切手、 印紙、 プリペイドカードなど換金性の高いもの
　　　　　④「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に係るもの
　　　　　⑤国・地方公共団体への支払（ 公共の施設含む）

無料

参加店舗等の種類・条件

参加資格

お問い合わせ｜　半田市経済課商工担当　　　0569-84-0634　　　keizai@city.handa.lg.jp

専用応募フォーム

地域振興券が利用できる商品・サービス

地域振興券でチャレンジしてみようダシ︕
　売上増や雇用増をめざして、 店舗独自のイベント実施などに
　取り組んで、 一緒に地域を盛り上げてほしいダシ︕

半田市地域振興券参加店舗等登録申請書＊は必須項目

記入日＊令和 年 月 日

当店舗(事業所)は、裏面の誓約事項に同意の上、半田市地域振興券事業の参加店舗等への登録を希望します。

１．運営会社・担当者情報

運営会社名＊

※法人名または屋号

代表者氏名＊

メール

アドレス

担当者氏名＊(フリガナ)

担当者電話番号＊

※日中つながる連絡先
－ － ＦＡＸ － －

２.店舗情報利用者向けの店舗一覧に記載されます。正確にご記入下さい。
[注意] 市内に複数店舗がある場合、店舗ごとの登録が必要となります（別途、複数店舗用様式がありますのでご活用ください。）

店舗名＊
(フリガナ)

電話番号＊ － －

住所＊ 〒475-      半田市

業態＊

※ ○番号に

小

売

1.食料品

2.和菓子,ケーキ,洋菓子

3.ベーカリー

4.酒,お茶,珈琲

5.医薬品,衛生用品,化粧品

6.生活雑貨,日用品

7.衣料品,ファッション雑貨

8.時計,メガネ,宝石

9.本,文具,おもちゃ,レコード,楽器

10.家電,インテリア

11.自動車販売･整備,バイク

12.スポーツ,アウトドア, 

釣り具,自転車

13.仏壇,仏具,墓石

14.花,園芸

15.スーパー,ホームセンター

16.ドラッグストア,コンビニ

17.その他小売

（ ）

飲

食

18.和食,寿司,割烹

19.洋食,イタリアン,フレンチ

20.中華,ラーメン

21.ファストフード,軽食,喫茶

22.居酒屋

23.その他飲食

（ ）

建

築

・

工

事

38.造園

39.建築,リフォーム

40.修理,設備工事

41.その他建築工事

（ ）

生

活

サ

｜

ビ

ス

24.理容室,美容室

25.エステ,ネイル,アイラッシュ

26.旅行,宿泊

27.温泉,銭湯

28.フィットネス,スポーツクラブ

29.ボウリング,カラオケ

30.針灸,整体,療術

31.カメラ,写真館

32.タクシー,運転代行

33.クリーニング

34.学習塾,習い事,体験教室

35.灯油,GS,カーリース

36.冠婚葬祭

37.その他サービス

（ ）

そ

の

他

42.その他

（ ）

店舗区分＊

※いずれかに○
大型店 ・ チェーン店・ フランチャイズ店・ それ以外

(本店: ) (本店: ) ←本店所在地の｢市町村｣を記入してください

のぼりポール＊

※いずれかに○

必要 ※参加いただく店舗には、のぼりとステッカーを郵送しますが、併せてのぼりのポールが
必要ない 必要かどうかを記入してください。ポールは市経済課で受け渡しを行います。

【お問い合わせ先】半田市経済課商工担当☏0569-84-0634 

WEB

申込

ＦＡＸの場合

0569-25-3255 
半田市経済課宛

郵送･持参の場合

〒475-8666半田市東洋町2-1 
半田市経済課宛(半田市役所3F㉒窓口)

半田市長様

オススメ︕スマホから簡単申請︕

切
り
取
り
線


