
青森県おでかけクーポン事務局

《取扱マニュアル》
取扱注意

2022.10.03

青森県
おでかけクーポン
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指示 報告

概要

有効期限

構成

商品券名称

2022年10月11日（火）～2022年12月21日（水）の取扱期間内の
日付が記載されたもので、記載された有効期限日まで利用可能

青森県おでかけクーポン〔全国版〕

1,000円券

青森県内に店舗のある事業者で、本キャンペーンにご登録いただいた
事業者様利用可能店舗

-1-

利用済クーポン
廃棄処理

利用済クーポン
クーポン利用

問合せ
利
用
可
能
店
舗

利
用
者

青森県

青森県おでかけクーポン事務局
全体管理サポート

電話対応（コールセンター）

発券

回収・読込み

精算

報告

入金 利用済クーポン

ク
ー
ポ
ン
事
務
局
郵
送

クーポン回収
精算データ作成

※新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、クーポンの配付及び利用を一時停止する場合があります。
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取扱店舗様配付物一覧
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クーポン売上報告書（2枚複写式）

※一部の仕様変更により換金ツールセットや
　色味記載内容が異なる場合があります。

回収用封筒

換金請求ツール

料金受取人払郵便

青森中央局
承　認

0179
差出有効期間
2023年
3月31日まで

（受取人）

取扱店舗名、電話番号、取扱店舗番号を
必ずご記入願います。

取扱店舗名

TEL.

発送日 令和　　年　　月　　日

取扱店舗
番号

行

青森市佃1–2–11
（株）RABサービス内

切手不要

必 ず ご 記 入 く だ さ い 。

0 3 0 ｰ 8 7 9 0

青森県おでかけクーポン事務局

全国版用

マニュアル

（データ）

ポスター

3
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クーポンについて
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クーポンは以下のものが使用可能です。

「青森県おでかけクーポン全国版」

表面

見　　　　　本
見　本

裏面

見　　　　　本
見　本

2
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運営にあたってのお願い事項
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□ポスター掲示のお願い
「ポスター」はお客様（利用者）の見やすい場所へ掲出ください。

□取扱店舗様独自の使用ルールがある場合の対応
取扱店舗様独自でクーポンが使えないメニューや商品を決める場合、１回あたりの
クーポンの使用限度額を決める場合は、予め利用者が認識できるようにしてくださ
い。また、他割引企画との併用不可やポイント加算対象外などを定める場合も同様
に、予めお客様（利用者）が認識できるようにしてください（店内、レジ周辺、陳列棚、
チラシなど）。

□クーポンのデザイン使用には
　事務局の許可が必要となります。
青森県おでかけクーポン事務局（odekakecp@aomori-trip.com）にメールで申請
またはお問合せください。その際に、①取扱店舗名②担当者③電話番号④利用目的を
送信してください。

□クーポン使用に関するトラブルについて
クーポン使用に関するトラブル等については、原則としてマニュアル等を参考に各
取扱店舗様にてご対応をお願いいたします。
※お困りの場合は、青森県おでかけクーポン事務局にご相談ください。
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運営にあたってのお願い事項
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□ポスターの店舗名記載欄に、店舗名を記載してください。

○○○○青森店

ここに店舗名を記載ください。

3
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クーポン取扱いについて①
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お客様（利用者）への対応

□お会計（支払い額の提示）
ご利用いただいた代金を収受する時に、お客様がクーポンでお支払いする。
1,000円未満のお釣りはでません。

□お客様がクーポン使用の意思表示
使用対象外の商品購入・サービス提供（当マニュアルP9）への使用は、お断りくだ
さい。

□お客様よりクーポンをお受け取りください。
不足分は、現金等で受領してください。
すでに半券（取扱店舗様控え）が切り取られているクーポンは、使用済みのものであり、
使用できない旨をお伝えください。

□クーポンの券面等をご確認ください。
クーポンの券面等の確認をお願いします。万が一、偽物と思われるクーポンは受取りを
拒否し、速やかに警察に通報するとともに、青森県おでかけクーポン事務局へご連絡
ください。（当マニュアルP9参照）
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見　　　　　本
見　本

見　　　　　本
見　本

クーポン取扱いについて②
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受け取ったクーポンの処理

□収受したクーポン裏面の取扱店舗押印欄（ゴム印可）
　１カ所に記入し、取扱日付印（記入も可能）を押印願います。

表面

裏面

記入・押印を
お願いします

2
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見　　　　　本見　本

クーポン取扱いについて③
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受け取ったクーポンの処理

クーポンの換金はこの片を機械に通しますので、汚損や破損がないようにお願いいた
します。お客様（利用者）に返却しないよう、ご注意ください。取扱店舗様控では換金で
きません。

□ミシン目に沿ってクーポン（大小）を
　切り離して保管してください。

◆取扱店舗様控え用（小）
　振込金額に異議がある場合に必要です。
　（控券がなければ、異議申し立てができません。）
　誤って送付されてもお返しはいたしません。

◆事務局郵送用（大）
　換金に使用します。
　取扱店舗様印の捺印
　（換金方法はP11～P14に記載）

控え

見　　　　　本
見　本

2
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クーポン取扱い注意事項
※必ずお読みください
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○有効期間を過ぎた場合、クーポンは使用できません。
○クーポンは飲食/サービスの提供の対価として使用できます。
　利用者が購入する飲食やお土産購入にもご利用いただけます。
　クーポンと現金の交換・売買は禁止されています。
　また、釣り銭を出すことは出来ませんので、販売額を上回る利用をお勧めしてください。
○クーポンは以下のものは使用対象になりません。
　（１）行政機関等への支払い

・所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
・社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
・宝くじ（当せん金付証票法昭和23年法律第144号に基づくもの、スポーツ振興くじ（スポーツ振興 
　投票の実施等に関する法律平成10年法律第63号に基づくもの）
・その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技[競馬、競輪、競艇、オートレース]等）
 ※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や博物館・美術館の入場料等、行政機関が運営
　 する現業の対価は対象

　（２）日常生活における継続的な支払い
・電気、ガス、水道、電話料金、NHK放送受信料、不動産賃料、駐車場の月極・定期利用料、保険料等  
　（生命保険、火災保険、自動車保険等）

　（３）換金性の高いものの購入
・金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、県証紙、店舗が独自に発行する
　商品券等）、プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
・金融商品（預貯金、振込、株式、投資信託、社債、公債等）

　（４）その他

　※上記の禁止行為、使用対象にならないものによるクーポンの使用が発覚すれば、損害賠償、登録の取消、
換金の拒否その他の処分が生じる場合があります。

　※クーポンの使用できないものを独自に決める場合は、商品の陳列棚、店頭への掲示、その他の方法に
より、利用者が予め認識できるように明示してください。

○使用されるクーポンが偽造されたものでないか確認してください。明らかに偽造されたクーポンと判
別できる場合は、受け取りを拒否し速やかに警察へ通報するとともに、青森県おでかけクーポン事務局
（ナビダイヤル：017-752-8325）へ連絡してください。
○お客様から受け取ったクーポンは、半券（加盟店様控え）を切り取って換金精算されるまで保管してく
ださい。
　・使用済みクーポンを換金するにあたり、万一入金額に差異があった場合、半券（加盟店様控え）による
　　照合が必要となるため、入金確認を完了するまで大切に保管してください。

・クーポンの青森県外での利用
・既存の債務の弁済
・電子商取引
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
・授業料、入学検定料、入学金等（アクティビティのガイド料等は対象）
・無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
・社会通念上不適当とされるもの

・宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
・各種サービスのキャンセル料
・公序良俗に反するもの

・その他各取扱店舗が指定するもの

2
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管理・回収・精算フロー

貴重品である金券の煩雑な回収及び精算業務を事務局が対応します。

取扱店舗

不明点があれば・・・

（郵送）

取扱店舗キット納品
・ポスター
・マニュアル
・クーポン送付専用封筒
・クーポン売上報告書

青森県おでかけクーポン
発行精算センター

（クーポン利用代金の振込）

事務局へ郵送

青森県おでかけ
クーポン

コールセンター

TEL. 017-752-8325
（平日）10時～16時 
※土日・祝日および12/30～1/3を除く
または事務局へメールをお願い
いたします。
odekakecp@aomori-trip.com

電
話
問
い
合
わ
せ

取扱店舗 取扱店舗 取扱店舗 取扱店舗 取扱店舗

返信用キットの封筒を
使って事務局へ郵送と
なります。

仕分け作業

送金データ作成

取扱店舗別請求書確認

エラーチェック

クーポンの枚数読み取り

青森県おでかけクーポン
事務局（発送手続き）
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クーポンの換金請求について

クーポンの精算

商品の販売又はサービスの提供などの取引においてクーポンを受け取った
取扱店舗は、事務局に対し、換金を請求することができ、その方法については
以下によります。
●取扱店舗は、事務局が配付する専用封筒に、クーポン売上報告書及び受領した
クーポンの本券部分（取扱店舗控えは切り離して取扱店舗で保管）を同封し、指定
の場所へ郵送してください。換金は、クーポン額面に相当する金額を登録された口
座に振り込むことにより行います。 振込手数料は事務局が負担します。
●支払い請求締め切り日および、換金支払い日は次の通りとなります。

1口座１回あたりの入金額の計算方法

額面総額（振込手数料は事務局にて負担いたします）
※入金額に異議がある場合は、入金日から2週間以内に限って受付いたしますので、
　入金額を各自でご確認ください。2週間を過ぎてからの異議お申し立てには一切
　応じられませんのでご注意ください。
　（振込名義人名は「オデカケクーポン　カ）アール・エー・ビーサービス」と表記され
　ます。）

入金口座

取扱店舗様が申請時に登録された口座に振込をいたします。

第1回目
第2回目
第3回目

2022年 11月 8日（火）
2022年 12月 9日（金）
2023年 1月 6日（金）

2022年 12月 6日（火）
2023年 1月 12日（木）
2023年 2月 3日（金）

請求締め切り日 口座入金日

2
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クーポン売上報告書（②クーポン事務局送付）と「取扱店舗控え」を切り離した青森県
おでかけクーポンを専用封筒に入れて封緘してください。

クーポンの換金請求方法

１．クーポンの裏面に取扱店舗印を押印し、取扱店舗控えを切り離したクーポンを
　専用封筒に入れてください。
　（必ず控えを切り離して大切に保管してください）
２．クーポン売上報告書にクーポンの枚数と金額、報告日等をお書きの上、
クーポンを輪ゴムで束ねて封筒に入れてください。

　＊クーポンの向き（表裏・天地）を揃えてください。
　＊クーポンに破損が生じた場合セロハンテープなどで補修して、そのまま封筒
　　に入れてください。

②取扱店舗番号記入
⇒マニュアルを送付した宅配便の
　送り状に取扱店舗番号（9ケタの
　数字）を記載しております
③利用取扱店舗番号
⇒取扱店舗番号を記入もしくは
　押印してください
④電話番号
⇒市外局番よりご記入ください
⑤枚数と金額をご記入

①報告日をお書きください

「取扱店舗控え」を切り離したクーポン クーポン売上報告書
（②クーポン事務局送付）

記入事項

＜青森県おでかけクーポンの見本＞

見　　　　　本

2
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クーポン売上報告書と使用済クーポンを専用封筒に入れて封緘してください。

指定の場所へ郵便にて発送してください。（郵便代は受取人払いです）

クーポンの換金請求方法

※クーポン送付専用封筒への封入時のご注意事項
• クーポンの向きを揃えて専用封筒にいれてください。
• クーポン売上報告書にクーポンの合計枚数を正確に記入してください。
• 必ず「青森県おでかけクーポン」の専用封筒に入れてください。
• 「青森県おでかけクーポン全国版」以外の商品券や、各自治体や商店街等が発行した
助成券や商品券等を混同封入しないでください。

クーポン売上報告書に記入事項（P12参照）をお書きの上、
取扱店舗様控えを切り離したクーポンを輪ゴム等で束ね、
封筒に入れてください。

＊必ず取扱店舗様控えを切り離して大切に保管してください。
＊クーポンの向き（表裏・天地）を揃えてください。
＊クーポンに破損が生じた場合、セロハンテープなどで補修して、
そのまま封筒に入れてください。

□クーポンの取扱店舗様控えを切り離しましたか？
□クーポン売上報告書に記入事項（P12参照）を記入しま
したか？
□クーポン売上報告書（②クーポン事務局送付）、青森県
おでかけクーポンを輪ゴム等で束ねてこの封筒に入
れましたか？
□最後にしっかりと封をしましたか？

封止め前にご確認ください

料金受取人払郵便

青森中央局
承　認

0179
差出有効期間
2023年
3月31日まで

（受取人）

取扱店舗名、電話番号、取扱店舗番号を
必ずご記入願います。

取扱店舗名

TEL.

発送日 令和　　年　　月　　日

取扱店舗
番号

行

青森市佃1–2–11
（株）RABサービス内

切手不要

必 ず ご 記 入 く だ さ い 。

0 3 0 ｰ 8 7 9 0

青森県おでかけクーポン事務局

全国版用

2
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Q1

A1

A2

A3

１度のご利用で利用上限はあるか？

Q2 誤ってクーポンを洗濯したことなどにより、クーポンが毀損されている場合。

Q3 取扱店舗控え用片（小）のみを収受し、換金用片（大）を利用者に返却してしまった場合。

Q4 釣り銭が出ないかを質問された。
A4 釣り銭を出すことはできませんので、券面額を上回る額での利用をお願いしてください。
Q5 クーポンと他の飲食券類や割引券との重複使用は可能か?
A5 各取扱店舗様のご判断で条件を設定して頂いて構いません。
Q6 未使用のクーポンの払い戻しを求められた場合。
A6 お断りしてください。

Q7 同封したクーポン売上報告書控えと実際の振込額が異なっていた場合はどうするか。

A7

クーポンの取り扱いについて

クーポンの換金について

他のお困りごとは青森県おでかけクーポン事務局までお電話ください。

TEL. 017-752-8325
（平日１０時～１6時 ※土日・祝日および12/30～1/3を除く）

使用枚数や利用額の制限などはしておりません。取扱店舗様独自で使用限度額等を決め
ていただくこともできますが、店頭に表示いただくなど予めお客様への周知方をお願いい
たします。

疑義が生じた部分については、調査（半券の管理番号の照合等）を実施し、後日の精算と
なります。クーポン売上報告書の控えとご入金額は、必ず精算サイクルの都度ご確認いただ
きますようお願い致します。連絡先は、青森県おでかけクーポン事務局となります。

Q8 封筒に入らない量での使用済みクーポンの発送はどのようにすれば良いか？
A8 青森県おでかけクーポン事務局へご連絡ください。

基本的に、クーポン表面の管理番号が読めなければ利用できません。合わせて券番が
読み取れて偽造コピー等がされていないことが分かれば使用可能です。怪しいと思っ
たり、判断できないような場合は青森県おでかけクーポン事務局へお問い合わせくだ
さい。

取扱店舗様控え用片（小）では精算いたしかねますので、お取扱いには十分ご注意ください。
万が一そのような場合は、利用者様に連絡を取るなどして、回収をお願いします。どうしても
連絡が取れない、相手先が分からない場合は青森県おでかけクーポン事務局に連絡をくだ
さい。
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コピーなどによる偽造確認

光沢潜像印刷
特定の角度から見た際に、光沢感のある複数の絵柄が出現します。カラーコピーや写真製版では再現
できません。

◎目視による真贋判定が容易
・光沢潜像印刷の絵柄が切り替わることで目視で真贋判定できる

◎偽造防止効果が高い
・セキュリティ用に開発された光沢潜像は印刷技術であり、コピーすることが困難である

傾けると変化

①絵柄と②文字の切替になります
①絵柄 ②文字

＜青森県おでかけクーポン全国版の見本＞

odekakecp@aomori-trip.com

https://www.aomori-trip.jp

受　付　時　間

電　　　　　話

E - m a i l

ホ ー ム ペ ー ジ

10:00～16:00 月～金

問い合わせ先

青森県おでかけクーポン事務局

017-752-8325

土日・祝日および
12/30～1/3を除く（　　　　　）
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