
がんばろう赤磐コロナ対策売上回復支援事業 

『あかいわdeリラクーポン』 

参画事業者を大募集！ 
 

 

 

１．趣旨 

赤磐市内で商工業を営む事業者（店舗）を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上

げが減少している事業者の売上回復を図る一環として、がんばろう赤磐コロナ対策売上回復支援「あか

いわdeリラクーポン」を展開いたします。 

現在、事業者（店舗）様で提供されているサービス（商品）やメニューをクーポン券を通じて、通常

価格の３割引きで販売します。３割引分については、赤磐市から補填されます。 

また、クーポンは３枚分のセット販売方式のため、販売価格も高額になるため売上向上につながりま

す。既存の顧客様、また新規の顧客様への営業もでき、事業者様にとっても売上向上に大変メリットが

あります。 

 

２．『あかいわdeリラクーポン』の概要 

★事業者（店舗）様で現在提供されているサービス（商品）やメニューを３枚分をセットとしクーポン

を販売。（バラでの販売は不可） 

★クーポン券を通じて、通常価格の３割引きで販売できます。３割引分については、赤磐市から

補填されます。 

 

がんばろう赤磐コロナ対策売上回復支援事業 

「あかいわdeリラクーポン」  

使用方法・・・ 

販売価格：9,000円→6,300円（税込価格） 

クーポン① クーポン② クーポン③ お客様情報 

カット料金 

3,000円→ 

2,100円 

カット料金 

3,000円→ 

2,100円 

カット料金 

3,000円→ 

2,100円 

氏名 

住所 

連絡先 

年齢 

※クーポンは５種類まで作成する事が可能で、お客様に応じて販売する事が出来ます。 

※サービスメニューは同一では無くても、違うメニューにすることも可能です。 

左図のように、例えば通常3,000円のカット

メニューを３割引きの2,100円のクーポン券

として３枚分のセットとして販売。3枚セット

で、通常9,000円→割引価6,300円（税込）の

クーポン券をお客様に販売。（バラでの販売

は不可）割引された3割引き分の3,600円は両

備ホールディングス㈱を通じて赤磐市から補

填されます。 

 

赤磐市からの委託事業の

ため、クーポン作成等にか

かる費用は、無料です。 

 

イメージ図 



★クーポン販売までの流れ 

①エントリ

ー 

 ②クーポン 

内容打合 

 ③クーポン

納品 

 ④クーポン

販売 

 ⑤クーポン

利用 

 ⑥クーポン販

売数報告      

エントリー

シートを事

務局

086-234- 

1642へFAX 

 事務局とク

ーポンメニ

ューや事業

の進め方を

打合せ。 

 事務局から

店舗ごとの

クーポンが

届く。 

 参画事業者

が自社の市

内の店舗で

クーポンを

販売。 

販売締切：

R3年1/11 

 お客様がク

ーポン 

サービスを

利用。 

R3年3/10

まで 

 事務局にクー

ポン販売数を

報告し割引額

を補填。 

報告締切： 

R3年3/15 

まで 

★クーポン販売期間：商品発売後（１１月１日を予定）～１月１１日（月曜日）まで。 

          ※早くエントリーをすることで、販売期間も長くなります。 

★クーポン販売方法：取扱い店舗様で事務局から納品されたクーポンを販売、在庫管理は店舗様でおこ

なっていただきます。売上に関する調整は両備ホールディングスが行います。 

★広報：クーポン商品等の紹介は、赤磐市内の各エントリーされた店舗に貼付するポスターとチラシを

作成して、新聞折込をする予定です。インターネットサイト（両備バスフレンズパックセンター公式ホ

ームページＵＲＬ：http://www.ryobi-bus.jp/tour/）で紹介いたします。 

 

３．募集商品 

・現在、事業者様で取扱いをされている、サービス（例：理美容院の場合、カット、パーマ、カラー等 

その他エステ、ネイルのサービスやフィットネス利用、健康保険適用外のマッサージ、ストレッチ等）。 

・当クーポン事業の主旨に合うサービス。 

※赤磐市商工観光課の審査が必要になりますので、まずはエントリーをお願いします。 

 

４．応募可能商品数 

原則１事業者（店舗）あたり５商品（５サービス）までで、割引総額が1社あたり50万円まで。 

※クーポンの種類は５種類を作成する事ができます。 

 

５．応募資格 

・令和２年２月１日以前から赤磐市内で商工業を営む新型コロナウイルスの影響により売上が減少して

いる事業者（店舗）がサービス提供している理容業、美容業、エステティック業、マニキュア業、ペデ

ィキュア業、ネイルサロン、フィットネスクラブ、スポーツ健康教授業、あん摩マッサージ指圧師・は

り師・きゅう師・柔道整復師の施術所を営む者等。その他当クーポン事業の主旨に合うサービスを提供 

している事業者であると赤磐市が認めた者。 

・法人の場合は「履歴事項全部証明書」、個人事業主の場合は「開業届」の提出ができる者。 

・消費者からの商品の問い合わせ、クレーム等に対応出来る者。 

 

６．応募期間・応募方法 

・応募期間：令和２年１1月１日（日）～取扱い可能な商品数に達するまで。 

・応募方法：ホームページ（両備バスフレンズパックセンター公式ホームページＵＲＬ：



http://www.ryobi-bus.jp/tour/）に設置されたエントリー受付ページから企業情報及び商品情報にてエン

トリーをおこなってください。 

又は、エントリーシートに必要事項を記入の上、ＦＡＸ（０８６－２３４－１６４２）にてお申し込み

ください。 

 

７．申込・問合わせ先 ※赤磐市から委託を受けてこの事業を行っています。 

両備ホールディングス株式会社 両備バスカンパニー観光事業本部 

両備バスフレンズパックセンター内『がんばろう赤磐コロナ対策事業事務局』 

〒７００－０９０２ 岡山県岡山市北区錦町７－２３ 

ＴＥＬ：０８６－２２６－１５１５ ＦＡＸ：０８６－２３４－１６４２ 

 

【その他】 

・提出いただいた書類は返却いたしませんので予めご了承ください。 

・本事業の販売方法や補填の取引条件は、本事業にのみ適用されます。 

・お客様一人が、１事業者（店舗）あたり購入できる販売金額の上限は５０，０００円です。 

・エントリーが出来ましたら、個別にポスターの掲載やクーポンの作成についてなどの詳しい打合せを

させていただきます。 

・エントリーが完了後、商品（クーポン）が販売出来るまで、約１週間程度かかる場合があります。 

http://www.ryobi-bus.jp/tour/


 
〒 (                  ) 業種

■ 商品情報（作成したいクーポンの種類を５種類までお書きください）

商品① 商品② 商品③ 商品総額 発行枚数

　　※下記の項目にチェック同意の上、エントリーをします。

・ 令和2年2月1日以前から赤磐市内で商工業を営んでいる □はい　　□いいえ

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している □はい　　□いいえ

・ 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届を提出できる □はい　　□いいえ

・ 当事業の募集内容に同意します。 □はい　　□いいえ

フリガナ

*クーポン
③種類目

*クーポン
⑤種類目

*クーポン
①種類目

*クーポン
②種類目

*クーポン
④種類目

*役職名／担当者名

*担当者携帯番号

*E-mail

*代表者氏名

ホームページ

*T E L

*F A X

フリガナ

がんばろう赤磐コロナ対策売上回復支援
「あかいわdeリラクーポン」　エントリーシート

＊は必須項目です。必ずご記入ください。

■ 企業情報

*企業名

*会社所在地

フリガナ　　　　　　 企業ID
（事務局記入欄）

＜受付事務局＞ ※赤磐市から委託を受けてこの事業を行っています。

両備ホールディングス株式会社 両備バスフレンズパックセンター

がんばろう 赤磐コロナ対策事業事務局

〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町７－２３

email: tomo@ryobi-holdings.jp TEL 086-226-1515 FAX 086-234-1642



 
〒 (   700-0000     ) 岡山県赤磐市下市344 業種 美容業

■ 商品情報（作成したいクーポンの種類を５種類までお書きください）

商品① 商品② 商品③ 商品総額 発行枚数

　　※下記の項目にチェック同意の上、エントリーをします。

・ 令和2年2月1日以前から赤磐市内で商工業を営んでいる ☑はい　　□いいえ

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している ☑はい　　□いいえ

・ 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届を提出できる ☑はい　　□いいえ

・ 当事業の募集内容に同意します。 ☑はい　　□いいえ

カット×3枚
通常価格　21,000円
割引価格　14,700円

20枚

例*クーポン
④種類目

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

シャンプー
通常価格　1,000円
割引価格　700円

トリートメント
通常価格　1,000円
割引価格　700円

ｶｯﾄ・ｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
通常価格　6,000円
割引価格　4,200円

100枚

例*クーポン
⑤種類目

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

ストレートパーマ
通常価格　8,000円
割引価格　5,600円

エステ
通常価格　9,000円
割引価格　6,300円

ｶｯﾄ・ﾏｯｻｰｼﾞ・眉ﾒｲｸ
通常価格　12,000円
割引価格　8,400円

50枚

例*クーポン
②種類目

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

カラー
通常価格　2,500円
割引価格　1,750円

パーマ
通常価格　4,500円
割引価格　3,150円

ｶｯﾄ・ｶﾗｰ・ﾊﾟｰﾏ
通常価格　11,000円
割引価格　7,700円

30枚

例*クーポン
③種類目

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

ﾏｯｻｰｼﾞ30分
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

眉メイク
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

*担当者携帯番号 090-0000-0000

*E-mail hanako344@akaiwa344.com

例*クーポン
①種類目

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

カット
通常価格　4,000円
割引価格　2,800円

カット×3枚
通常価格　12,000円
割引価格　8,400円

50枚

例

*T E L 086-900-0000

*F A X 086-900-0001

*役職名／担当者名
フリガナ　　　　　　　　　　ダイヒョウトリシマリヤク　アカイワハナコ

代表取締役　　　　　　赤磐花子

ホームページ http://www.akaiwa344.com

がんばろう赤磐コロナ対策売上回復支援
「あかいわdeリラクーポン」　エントリーシート記入例

＊は必須項目です。必ずご記入ください。

■ 企業情報

*企業名
企業ID

（事務局記入欄）

フリガナ　　　　　　カット・スペースアカイワ

カット・スペース赤磐

*会社所在地

*代表者氏名
あかいわたろう

赤磐太郎

＜受付事務局＞ ※赤磐市から委託を受けてこの事業を行っています。

両備ホールディングス株式会社 両備バスフレンズパックセンター

がんばろう 赤磐コロナ対策事業事務局

〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町７－２３

email: tomo@ryobi-holdings.jp TEL 086-226-1515 FAX 086-234-1642

mailto:hanako344@akaiwa344.com
http://www.akaiwa344.com/
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