やまぐち
プレミアム食事券

取扱加盟店登録申込用紙

必須 記入日：令和

年

月

日
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本申請により、加盟店（使えるお店）
に登録され、
「 ホームページに掲載する店舗情報」
が公開されます。
＊を
やまぐちプレミアム食事券ホームページ内の『「使えるお店」への登録』より、
「やまぐちプレミアム食事券加盟店規約」
「やまぐちプレミアム食事券事務局」
へ FAXまたは郵送にてご提出ください。
ご確認のうえ、下記 〜 について記入し、
提出先は、最終ページに掲載しています。
＊
「やまぐちプレミアム食事券加盟店規約」は、
ホームページの
『「使えるお店」への登録』
（https://yamaguchi-tabete.com/entry/）に掲示しています。

以下、該当項目へのチェック □ および記入をお願いします。

1

加盟条件の確認
①日本標準産業分類、下記のいずれかに該当する飲食店ですか？ 必須
に該当する。
□「76 飲食店」
□「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」
に該当し、飲食料品を提供する店舗である。
※両方に該当する店舗は、「７６飲食店」でご登録ください。 ※いずれにも該当しない店舗は加盟対象外となります。

「76飲食店」に該当する店舗の場合、以下に記入・同意ください。
②「やまぐち安心飲食店」の認証を受けていますか？ 必須
□ 認証を受けている。 ※認証を受けていない店舗は、加盟対象外となります。
③認証通知番号が分かればご記載ください。
（不明な場合は空白で可）
④「食事券」は、紙クーポンと電子クーポンの両方の使用清算に対応すること。 必須
□ 同意する。※同意をいただけない店舗は、加盟できません。
⑤「やまぐちプレミアム食事券加盟店規約」を遵守すること。 必須
□ 同意する。※同意をいただけない店舗は、加盟できません。

「77持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する店舗の場合、以下に記入・同意ください。
❷食品営業許可の指令番号（許可番号）
を
ご記載ください。 必須
❸「外食業の事業継続のためのガイドライン」
（令和 2 年 5月14日、一般社団法人日本フー
ドサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会）
に基づき、継続的な
「新
型コロナウイルス感染症」への「感染予防」の取り組みを実施すること。 必須
□ 同意する。※同意をいただけない店舗は、加盟できません。
※同ガイドラインは「やまぐちプレミアム食事券」ホームページの『「使えるお店」への登録』に掲示しています。

❹「食事券」は、紙クーポンと電子クーポンの両方の使用清算に対応すること。 必須
□ 同意する。※同意をいただけない店舗は、加盟できません。
❺「やまぐちプレミアム食事券加盟店規約」を遵守すること。 必須
□ 同意する。※同意をいただけない店舗は、加盟できません。
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2

ホームページに掲載する店舗情報

①店名 必須
※20 文字以内で記入してください。

②フリガナ
（店名）必須
※20 文字以内で記入してください。

③お店の種類
（複数選択可）必須

□食堂 □レストラン □居酒屋 □バー・スナック □カフェ □割烹 □旅館・ホテル
□定食 □ラーメン □うどん □そば □焼肉 □鍋 □カレー □お好み焼き
□寿司 □和食 □洋食・西洋料理 □中華料理 □アジア・エスニック □その他

④代表的なメニューと料金（3 品まで）

⑤対応サービス
（複数選択可）必須
⑥店舗住所 必須

□ 店内飲食

□ テイクアウト

□ デリバリー

※「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」で申請の場合は、「店内飲食」をお選びいただけません。
〒

‑

市区郡町村

町番地
ビル名・階・
部屋番号等
※市区郡町村 12 文字、町番地 16 文字、
ビル名・階・部屋番号等 25 文字以内で記入してください。

⑦営業時間 必須
※15 文字以内で記入してください。
※営業時間は、
「11:30〜20:00」
の表記で記入してください。

⑧定休日 必須
※15 文字以内で記入してください。

⑨店舗電話番号 必須
※電話番号は、
「123-123-1234」
のように、
ハイフン付きの数字 11 文字以内で記入してください。
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⑩店舗ホームページ URL
※店舗のホームページやグルメサイトの URL を記入してください。

⑪店舗 FacebookURL
※例 https://www.facebook.com/xxxxxxxxxxxxx/

⑫店舗インスタグラムURL
※例 https://www.instagram.com/xxxxxxxxxxxxx/

⑬店舗ツイッター URL
※例 https://twitter.com/xxxxxxxxxxxxx

3

営業者に関する事項（ホームページ内には掲載されない情報）
以降、登録いただいた個人情報は、事務局からの連絡等、本事業の運営で使用いたします。
□ 同意する。 必須

※同意をいただけない店舗は、加盟できません。

①氏名（個人営業の場合）
または法人名
必須

※25 文字以内で記入してください。

②フリガナ
（氏名または法人名）
必須

③代表者役職名
（法人の場合）
法人は必須

※16 文字以内で記入してください。

④代表者名
（法人の場合）
法人は必須

※16 文字以内で記入してください。

⑤フリガナ（代表者名）
法人は必須

⑥事業者住所
必須

〒

‑

都道府県
および市区町村
町番地
ビル名・階・
部屋番号等
※都道府県・市区郡町村12文字、町番地16文字、
ビル名・階・部屋番号等25文字以内で記入してください。
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⑦担当者 必須

⑧フリガナ
（担当者）
必須

⑨所属部署（担当者）

⑩電話（携帯電話可）
必須
※電話番号は、
「123-123-1234」
のように、
ハイフン付きの数字 11 文字以内で記入してください。

⑪FAX

⑫メールアドレス 必須
※事業に関する変更等があった場合、事務局より連絡を差し上げます。
この際、迷惑メール等の着信拒否をされて
いると
「重要情報」
が受け取れなくなりますのでご注意ください。
この場合、事務局では責任を負いかねます。

4

振込先口座登録

①金融機関名 必須

②金融機関コード 必須

※以下、
ゆうちょ銀行の場合は、通帳 2 ページ目の
「銀行使用欄」
に記載されている読み替えの番号を記載してください。

③支店名 必須
④支店コード 必須
⑤預金科目 必須
⑥口座番号 必須

⑦口座名義 必須

⑧口座名義（カタカナ）
必須

□ 普通 □ 当座
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5

その他ご提出書類
「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する店舗の場合、店舗看板（法人名等）など、
店舗名が判別でき営業実態の分かる写真（１枚）を張り付けてください。

写真貼り付け
「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する店舗のみ 必須

〜 の必須項目を埋められましたら、
「やまぐちプレミアム食事券事務局」
に、FAX または郵送にてご提出ください。

FAX の場合

郵送の場合

［FAX］083-902-2254
〒753-0074
山口県山口市中央 5 丁目 2-34 セントラルビル 303 号
「やまぐちプレミアム食事券事務局」宛て

やまぐちプレミアム食事券事務局
［電話］083-902-1712 ［ホームページ］https://yamaguchi-tabete.com

