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八代飲食店応援隊 設立趣旨

今回の新型コロナウィルス感染症も皆様方の慎重な行

動により、自粛規制緩和が取られるようになりつつあり

ます。そのようななか感染症対策時から厳しい経営環境

が続く飲食店を応援するため、八代市中小企業等事業継

承対策特別資金に続き八代市とともに経済4団体が中心と

なり八代飲食店応援隊プロジェクトを立ち上げました。

まずは八代市内の飲食店が一軒でも多く持続できるよ

う街を目指し、飲食店事業者、そこで働く方々がともに

明るく笑顔でお客様を迎えられる応援企画としました。

なお、運営に必要な諸経費全額は八代飲食店応援隊が負

担し、少しでも多くの金額を飲食店の皆様へお届けいた

します。
八代飲食店応援隊



クラウドファンディングサービ

スを行うインターネット媒体

（ウェブサイト）を活用し、応援

を募ります。具体的には、八代飲

食店応援隊が募集する店舗の皆様

を、日本商工会議所とクラウド

ファンディング事業者（READYFOR 

株式会社：支援金を受け付ける

会社）が連携して設置している専

用ページに掲載します。支援者は、

同ウェブサイトから支援金を拠出

する仕組みです。
八代飲食店応援隊

八代飲食店プロジェクトの運用方法



八代飲食店プロジェクト概要

八代飲食店応援隊

本プロジェクトは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて
厳しい経営を余儀なくされている八代市内の主に食事を提供する飲食
店並びに食事が提供できる宿泊施設（以下店舗）※１の皆様を応援さ
せていただく事業です。八代市内に店舗を構えている参加店を募集い
たします。
参加登録は無料です。

※１．飲食業：食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、喫茶店の食事を提供
する店舗（バー、スナック、キャバレー、ナイトクラブを除く）
宿泊業：旅館、ホテルで宿泊以外に食事だけも提供している店舗
店舗の対象は、総務省の“日本標準産業分類”に従って応募店の登録を行なっております。
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八代飲食店応援プロジェクト概要
八代飲食店応援隊

主催：
・八代商工会議所

共催：
・八代市商工会 ・八代経済開発同友会
・一般社団法人八代青年会議所

後援：
・八代市 ・一般社団法人DMOやつしろ

❶ 参加店舗募集（6月19日までを予定）

❻ 支援金送金（7月中を予定）

●店舗支援型：
集まった支援金を各店舗へ

●地域支援型：
集まった支援金÷参加店舗数（均等割）

❷ 条件を了承のうえ登録申請

❹ 店舗指定型・地域指定型の選択

（両方可能）支援金の支払い・振込み

❺
支
援
金
支
払

❸
登
録
店
舗
申
請

❾ ❾ ❾

支 援 者

❽ 食事券の使用

（感染症が収束後）

参加店舗

日本商工会議所

クラウドファンディング構築

✖

❼ 店舗支援型支援者のみ食事券の発送 （支援金額＋プレミアム２０％分上乗せ）



本プロジェクト
によるクラウド
ファンドの期間

2020 年5 月20 日（水）～2020 年6 月30 日（火）まで
八代飲食店応援隊



プロジェクト参加資格

八代飲食店応援隊

（参加資格）

 八代市内の店舗で主に食事を提供する飲食店並びに食事が提供できる宿

泊施設であること。

 本応募要項、とくに「免責事項などの重要事項」に同意していること。

 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を

経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動

等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。）

に該当しないこと



プロジェクト参加のメリット

八代飲食店応援隊

1. クラウドファンディングを通じて支援金が拠出されれば、

各店舗の運転資金としてお使いいただけます。

2. 支援は地域の人々が中心となりますが、そのほかにも広く

市外からも支援いただける可能性もあります。

3. 後日、食事券を購入された支援者が来店されることで、顧

客とのつながりが深まります。



免責事項

八代飲食店応援隊

1. 本プロジェクトへの参加申し込み以降、 「八代みらい券」の有効期間内

に、やむを得ない事情により閉店される場合は、必ず、直ちに八代飲食店

応援隊までご連絡ください。

2. 「店舗指定型」については、支援者が応援したい店舗を指定して支援する

ものであるため、支援金がない場合もあることを予めご了承ください。

3. 「店舗指定型」の場合でも、八代飲食店応援隊がREADYFOR 社より資金を

受け取った後、指定店舗への支援金振り込みの前に閉店された場合は、支

援金のお振込はいたしません。予めご了承ください。

4. 店舗の稼働確認が取れない場合、支援金を受け取れません。「店舗指定

型」の場合でも、その全額を地域応援型に振り替えさせていただきます。

5. 万が一、各店舗と支援者（ 「八代みらい券」利用者）の間でトラブルが

発生した場合でも、八代飲食店応援隊は関与・干渉いたしません。



八代飲食店プロジェクト概要

八代飲食店応援隊

• 八代市内の店舗の事業継続を応援するためのクラウドファンディングに

よる資金調達プロジェクトです。

• ウェブサイト上で八代市内の店舗への支援金を募ります。支援金募集方

法は、以下の２種類です。この２種類に同時申込をして頂きます。

Ａ．店舗指定型

Ｂ．地域応援型



店舗の共通事項

八代飲食店応援隊

1. 八代飲食店応援プロジェクトの応募要項の内容を確認してください。

特に自店が対象となるか確認してください。

2. 八代飲食店応援隊事務局（八代商工会議所内）へ令和2年6月19日まで

の登録申請（電子申請、紙面申請：郵送）を行なってください。

郵送先：〒866‐0862 八代市松江城町6－6 八代商工会議所（八代飲食店応援隊事務局）

専用TEL：070-7651－8246（受付時間 平日９時～１７時）
専用Ｅメール：8246fdcf@magma.jp

参加申請フォームＵＲＬ：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD_ffilJmyknvTp1j9wrZQowZktwkmb5yhtXnOYb9DtUlxg

/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link

応募申請フォームＱＲコード

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD_ffilJmyknvTp1j9wrZQowZktwkmb5yhtXnOYb9DtUlxg/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link


店舗の共通事項

八代飲食店応援隊

3. 八代飲食店応援隊により登録内容の確認をします。

対象外の場合はメールにて連絡いたします。

4. クラウドファンド締切（6月30日）後、八代飲食店応援隊で支援金の確

認します。

5. 八代飲食店応援隊よりＡ．店舗指定型、Ｂ．地域応援型の店舗に支援金

を送金します。

6. 各店舗で支援金を確認してください。

店舗にクラウドファンド運営手数料、事務局運営費、振込手
数料などの経費負担はありません。。



Ａ．店舗指定型

八代飲食店応援隊

支援者に、一連の新型コロナウイルス感染症収束後（外出自粛等の制限解除後）

に使用できる「八代みらい券」をクラウドフォンドで購入していただく形式です。

「八代みらい券」の金額設定は、 5,000 円 一本とします。（支援者は、複数枚

購入可能です。）

支援者には、応援に対するお礼の意味から、「八代みらい券」に応援額の20%をプ

レミアムとして上乗せさせていただきます。

例）応援A店舗に10,000円支援いていただくと、12,000円の「八代みらい券」

を支援者に提供します。

上記食事券に有効期間として令和2年7月1日から令和2年12月31日と明記し、7 月

上旬に八代飲食店応援隊から支援者に発送する予定です。

「八代みらい券」の利用開始はコロナ問題収束後からとなります。



Ａ．店舗指定型

八代飲食店応援隊

手続き

「八代みらい券」の配布前に八代飲食店応援隊まで出向いて頂き店印または

サインをお願いいたします。（支援者には八代飲食店応援隊が簡易書留で発

送いたします。）

プレミアム（上乗せ）となる20％は、八代飲食店応援隊10％と各自店舗で

10％の負担といたします。

支援金募集期間（6月末日）終了後、店舗ごとに、支援者・支援金等を記載し

たリストを提供します。

支援金は八代飲食店応援隊からプレミアム10％を上乗せした金額になります。



Ｂ．地域応援型

八代飲食店応援隊

 支援者が八代市内の店舗を応援する意志で、登録店舗に「支援金を寄付」する

形式の支援プログラムです。

 支援金額設定は、3,000 円 5,000 円 10,000 円 50,000 円 100,000 円になり

ます。

 八代飲食店応援隊の登録店舗全体への支援金を受け付けるものです。

 寄せられた支援金は募集期間終了後、登録店舗に均等に配分いたします。

 登録店舗の考え方は複数店舗を運営されている法人・個人でも、1事業所とし計

算します。

例）A食堂、Bレストランの2店舗を運営する法人・個人は1事業所として計算します。

 支援者に『晩白柚入浴剤“かおり”』を１個進呈いたします。



プロジェクト申請方法

参加申込書 紙面申込

参加申込書 インターネット申込



参加申込書 紙面



参加申込書 インターネット申込

スマートホンを使用する場合

応募申請フォームＱＲコードをＱＲを読み込むアプリでスキャーンすると
以下のページが表示されます。ページに従って入力してください。



参加申込書 インターネット申込
パソコンを使用する場合

応募申請フォームのURを入力します。ページに従って入力してください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD_ffilJmyknvTp1j9wrZQowZktwk
mb5yhtXnOYb9DtUlxg/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD_ffilJmyknvTp1j9wrZQowZktwkmb5yhtXnOYb9DtUlxg/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link
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