
参加店ガイド

［ご利用の際の注意点／キット到着～ご利用開始まで／Ｑ＆Ａ］

保 存 版

２０２２年度版

既に［ふく割］を始めている方も、今一度お目通しください

［ふく割２０２２］

お
問
い
合
せ

電話でのお問い合わせ メールでのデータ送信 LINEでのデータ送信 iPhone/iMessage MMS

電話 0776-97-8745
受付時間： 10:00～17:00

FAX 0776-97-8747
info@fukuwari.com

※ 返信は平日 10:00～17:00
LINE ID : fukuwari .
※ 返信は平日10:00～17:00

090-6277-0291
データ送信専用

ふくいデジタルバウチャー推進協議会（福井県・福井県商工会議所連合会・福井県商工会連合会）
［ふく割］事務・コールセンター 〒９１８-８００４ 福井市西木田２丁目８-１ 福井商工会議所ビル８階



登録のみで
利用ＯＫ

ユーザー数
拡大中！

飲食・小売
サービス業

みんなで消費を
盛り上げよう

参加無料！

事業名称 福井県の消費応援キャンペーン「ふく割２０２２」

実施主体 ふくいデジタルバウチャー推進協議会

福井県・福井県商工会議所連合会・福井県商工会連合会

（事務局：福井県商工会議所連合会）

対象店舗 福井県内の小売業・飲食業・サービス業の店舗

参加費用 無 料

お
問
い
合
せ

電話でのお問い合わせ メールでのデータ送信 LINEでのデータ送信 iPhone/iMessage MMS

電話 0776-97-8745
受付時間： 10:00～17:00

FAX 0776-97-8747
info@fukuwari.com

※ 返信は平日 10:00～17:00の対応

LINE ID : fukuwari .

※ 返信は平日10:00～17:00の対応

090-6277-0291
データ送信専用

スマートフォンアプリ［ふく割］に県内の小売・飲食・
サービス業のお店でつかえる電子クーポンを発行します。

クーポンごとに決められたお店で

ご利用金額に応じて、

ご来店のお客様が一定の割引を受けられます。

参加店様には、後日割引金額が銀行振込で支払われます。

例

名 称 ふく割

対象店舗 全店舗

ご利用金額 ５,０００円（税込）以上

割引額 １会計で

１，０００円（税込）割引

名 称 ようふく割

対象店舗 衣料品店等

ご利用金額 １０，０００円（税込）以上

割引額 １会計で

２，０００円（税込）割引

～1～



不自然なＱＲ読取りを検知するケースが散見されています
［ふく割］ご利用にあたり、ご確認いただき、必ずお守りください

～2～

クーポンの不正読み取り・割引金の不正受給に対しては、厳格に運用して参ります。
下記の対処を実施しておりますので、ご了承をお願いします。

事業所名の公表
現地調査実施

返還請求について

その他

■ 不正受給した事業所名などを積極的に公表します。

■ 事前予告なしの現地調査（訪問・立入検査）を行います。

また売上帳、レシート、伝票、決算・申告書等の資料の提出を

求めることもあります。

■ 不正（あっせんした者も含む）の氏名なども公表の対象となる

場合があります。

■ ［不正発生日（実際に不正が行われた日）以降の全額］＋

［延滞金］の合計額を返還請求します。

■ 不正があった場合、以降の［ふく割］事業には参加できません。

■ 不正受給は、あなたの会社・従業員の生活に深刻な影響を招きます。

ご一報
ください

［事業所の皆さま］ 受給した助成金の返還を希望される場合

他の事業所の不正を見聞きしたり、把握している場合

※ 匿名の情報でも積極的に調査対象に組み入れ、厳正に対処いたします。

重 要



［ふく割］ご利用にあたり、ご確認いただき、必ずお守りください

～3～

クーポンの取得機会を増やし、多くのユーザーに利用していただくため、2021年度より
［クーポン発行・新ルール］を導入しています。今年度はクーポンにより発行ルールが違います。
※発行ルールは、状況により随時変更となることがあります。ご了承願います。

1

発行期間中毎日、定められた枚数を
朝１０時に発行します。

新
ル
ー
ル

クーポンを取得した翌日の夜、
23時59分までが使用期限となります。

従
来
ル
ー
ル

発行期間初日の朝１０時に定められた
枚数を一度に全数発行します。

発行期間中であれば、どの日でも
使用できます。

（翌日23：59までの期限はありません）

発行日時の違い 発行日時について 取得枚数について

クーポンの取得は、発行期間中に
1ユーザーにつき１枚となります。

４/１５ ４/２１

重 要

１ユーザー



［ふく割］ご利用にあたり、ご確認いただき、必ずお守りください

～4～
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［例］ 2022こうげい割の場合

割引ＯＫ！ 割引ＮＧ ×

割引対象商品の合計金額のみで割引条件金額を
超えている必要があります。対象外の商品との
合計で金額を超えても割引対象とはなりません。
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⑤ お客様から商品の返品を求められた場合は、
すべての商品の返品を受けたうえで、返金を
行ってください。その上で返品シートをご提出ください

返品シート

⑥ レスキューシート（加算）・返品シート（減算）を提出
いただいた際は、［ふく割］事務・コールセンターまで
必ずご一報をお願いします。

お
問
い
合
せ

確認ＴＥＬ ＦＡＸの送信

電話 0776-97-8745
受付時間 ： 10:00～17:00

0776-97-8747

●対象商品が決められているクーポン

④ 飲食店でのテイクアウト・デリバリーに利用できる
クーポンは、 ［ふく割（全業種）］［しょうきぼ割］
［市町が発行する小規模店対象のクーポン］のみです。

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
可

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
不
可

返品時、お客様が
読み取ったクーポンは

戻りません。
ご注意ください。

対象商品の合計金額だけで割引条件額を超える必要が
あります。他の商品との合算では、割引対象となりません。

2 3

4

5

一部返品
不可

重 要



［ふく割］ご利用にあたり、ご確認いただき、必ずお守りください

～5～

［会計を分ける］ことへの対応について

クーポンの割引条件にあわせるため
お客様の会計を分けることについては、
［参加店の皆さまごとに］あらかじめ対応を
決めていただき、お客様へのご対応をお願いします。
お客様から求められた場合も、上記に準じます。

［ふく割］ホームページに店頭告知ＰＯＰデータを
掲載しましたので見やすい場所への掲示など
ご活用をお願いします。

ようふく割の対象商品は、下記の商品となります。

［和 服］ 呉服・装束・足袋
［洋 服］ 紳士服・婦人服・子供服・ベビー服・ドレス
［スポーツ］ユニフォーム・ジャージ・スポーツウェア
［下 着］ シャツ・パジャマ・靴下・下着
［身の回り品］ （全て布製のものに限る）手袋・スカーフ・マスク

サポーター・エプロン・タオル・ネクタイ
［その他］ 帽子・カバン・靴

2022こうげい割の対象商品は、下記の商品となります。

［県の伝統的工芸品］ 越前漆器・越前和紙・若狭めのう細工
若狭塗・越前打刃物・越前焼・越前箪笥

お会計時に１台のスマートフォンでアカウントを
切り替えて複数のクーポンを使用することはできません。

［ふく割］ホームページに［利用上のご注意］ＰＯＰデータ
を掲載しましたのでご活用ください。

96

7

ふく割全店舗で利用できる［GoToスポカル割］の
アイコンと割引条件が変更になりました。

［クーポン取得条件］

（旧条件） １日１会場 → （新条件） １日２会場まで

（変更なし） スポーツ観戦２回または文化施設４回
またはスポーツ観戦１回と文化施設２回

［クーポン割引条件］
（旧条件）税込5,000円以上お買上で1,000円割引
（新条件）税込3,000円以上お買上で1,000円割引

［読取クーポン］ ［使用クーポン］
新図柄 新図柄

10

8

重 要



①

②

③

⑧ リアルタイムで読み取り実績を確認可能な
［電子バウチャー管理ウェブ］にアクセスできるよう
正しいメールアドレスのご登録をお願いします。

定期的にＱＲコードの読み取り実績を確認してください

～6～

クーポンの発行情報やお知らせなどを
原則ご登録メールで月に数回、配信し
ています。ご確認をお願いします

●申請時に記入したメールアドレスに
［ユーザー登録のお知らせ］メールが
届きます。

管理ウェブのホームページアドレス、
ユーザー名・仮パスワードが
記載されています。

※ 届かない場合は、
［ふく割］事務・コールセンターまで
ご連絡ください。状態を確認します。

●アドレスをクリックし、
ユーザー名と仮パスワードを入力し、
ログインしてください。

ユーザー名
仮パスワード

ユーザー名

仮パスワード

［使用するメニュー］

① レポート

照会する期間を入力すると、
読み取ったクーポンの種類をみること
ができます。

② ＱＲコード

店頭で使用するＱＲコードの画像が
ダウンロードできます。

※ うまくいかない場合は、［ふく割］コール
センターまでご連絡ください。

③ ダウンロード

レポートメニューで参照したデータを
ＣＳＶ形式でダウンロードできます。
（ＰＣのみで使用可能なファイルです）

［ユーザー登録のお知らせ］メール

管理ウェブ ログイン画面

管理ウェブ ホーム画面（右側）

パソコンで見る時は、Ｇｏｏｇｌｅクロームまたは、Microsoft Edgeブラウザ
スマートフォンで見る時は、表示を横向きにして確認してください。

スマートフォンからも
管理ウェブをご覧いただけます

上記メニュー以外は
絶対操作しないでください

※ 初回のみ、ご自身で使用するパスワードに
変更します。

※ パスワードを忘れた場合は、
［パスワードを忘れた方はこちら］から
ユーザー名を入力して下さい。
再設定用メールが登録したメールアドレス
に届きます。

11

重 要



今後追加で配信されるクーポンシール
については、ホームページに随時掲載
します。各店でプリントアウトしてご
対応願います。

12 昨年度使用したＱＲコードを
そのまま使用します

新規お申込みの方、ＱＲコードを紛失した方は
［ＱＲコード］メニューから画像をダウンロード・印刷して、
店頭でご利用ください。 本冊子６ページも合わせてご覧ください

～7～

［ふく割］が使えるよう、店頭の準備をお願いします

ポスター 使用できるクーポンがわかるよう、
使用できるクーポンのシールを
ポスターに貼り付けて掲示して下さい。

配布したシールの中から、お店で使用できるクーポンの
シールを、空欄に貼って店頭に掲示してください。
使用できるクーポンがわからない場合は、
ホームページに掲載の各店情報を確認するか、
［ふく割］事務・コールセンターまでお問い合わせください。

ＱＲコード

管理ウェブＱＲコードメニュー
● ダウンロードボタンを押し、

端末、またはパソコン上に保存

● 画像が読み込めるソフトで
ＱＲコードを読み込んでプリンター
でプリントアウトしてご利用下さい。

自分でプリントアウトできない、
うまくいかない方は、

［ふく割］事務・コールセンター
までご連絡ください。

ＱＲコードを画像化し、メールなどでお客様に展開して
いる事案が見受けられます。ＱＲコードは、必ずお店の
方の対面で読み取ってください。
（イベントなどでの出店時を除き、店外へのＱＲコードの持ち出しは、
不正利用にあたる場合があります）

またレジ付近に設置する場合は、常時見える状態に
しないでください。いかなる場合も、誤って読み取った
クーポンは、お客様のアプリには戻りません。

ご注意！

参加店
すべてで
使用可能

［ふく割］［GoToスポカル］は

全ての参加店で利用可能です

ので、ご対応をお願いします。

重 要



今年度は、割引を実施頂いた翌月に、毎月お振込みを実施します。
振込作業スピードアップのため、加算・減算処理、および振込明細のお
届けは、約３か月に１回の実施となります。

～8～

売上集計期間 予定振込日

［第１回］ ３月 １日（火）
～ ３月３１日（木）売上分

振込日：４月２５日（月）頃

［第２回］ ４月 １日（金）
～ ４月３０日（土）売上分

振込日：５月３０日（月）頃

［第３回］ ５月 １日（日）
～ ５月３１日（火）売上分

振込日：６月２８日（火）頃

［第４回］ ６月 １日（日）
～ ６月３０日（木）売上分

振込日：８月１０日（水）頃

［第５回］ ７月 １日（金）
～ ７月３１日（火）売上分

振込日：８月３０日（火）頃

［第６回］ ８月 １日（水）
～ ８月３１日（水）売上分

振込日：９月２８日（水）頃

［第７回］ ９月 １日（木）
～ ９月３０日（金）売上分

振込日：11月10日（水）頃

13振込作業

今年度の割引額のお支払いは、毎月お振込みとなります。

レスキュー・返品シートの取り扱い

第１回から第４回の期間に
ご提出いただいた

レスキューシート返品シートは、
第４回振込時に反映します。

随時ご提出ください。

ご提出締切 ７月５日（火）

第５回から第７回の期間に
ご提出いただいた

レスキューシート返品シートは、
第７回振込時に反映します。

随時ご提出ください。

ご提出締切 １０月６日（木）

振込通知書の送付について

第１回から第４回の期間の
振込通知書は、７月２５日頃

まとめて郵送します。

各店実績と照合の上、差異が
ある場合のみ、コールセンターに

ご連絡下さい
（※読み取ったクーポンの明細は

［管理ウェブ］で随時確認可能です）

ご連絡締切 ８月１日（月）

第５回から第７回の期間の
振込通知書は、１０月２４日頃

まとめて郵送します。

各店実績と照合の上、差異が
ある場合のみ、コールセンターに

ご連絡下さい
（※読み取ったクーポンの明細は

［管理ウェブ］で随時確認可能です）

ご連絡締切 １０月２８日（金）

重 要



クーポン名 対象店 割引条件

しょうきぼ割 小規模店 税込2,500円以上お買い上げで500円割引

店舗条件：①福井県内に本社をおく企業、または県内にて事業を行う個人事業主②1店舗あたりの売場面積が1,000㎡未満③15店舗以上を展開するチェーン店に加盟していな
いこと※チェーン店とは同じブランド、外観、サービス等により運営・管理を行うものをいう。ただし15店舗以上を展開するチェーン店に加盟している場合であっても、経営主体
全体（法人全体または事業所全店）で小規模事業者（常時使用する従業員が20人以下の事業者）に該当する場合は「ふく割」の小規模店とする（しょうきぼ割等の対象とする）

クーポン名 対象店 割引条件

ようふく割 衣料品店 税込10,000円以上お買い上げで2,000円割引 (ミニは5,000円で1,000円割引)

対象商品：和服・洋服・スポーツ服・下着・布製の身の回り品・カバン・靴を販売する店舗（対象商品については、本冊子５ページを参照）

クーポン名 対象店 割引条件

ふく割 登録全店舗 税込5,000円以上お買上げで、1,000円割引

店舗条件：ふく割に参加登録申請をした店舗。飲食店の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みのお店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

GoToスポカル割 登録全店舗 税込3,000円以上お買上げで、1,000円割引 ※条件変更となっています

店舗条件：ふく割に参加登録申請をした店舗 （県の応援するスポーツチームの試合観戦や、文化施設の観賞をした県民に随時発行）
飲食店で利用する場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みのお店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

2022こうげい割 下記商品取扱店 税込2,000円以上お買い上げで 500円割引 ※条件変更となっています

対象商品：福井県の伝統工芸品（越前漆器・越前和紙・若狭めのう細工・若狭塗・越前打刃物・越前焼・越前箪笥）のみ

～9～

新クーポンも登場！割引条件を確認してください（４/１５時点）

クーポン名 対象店 割引条件

マスク会食割 飲食店 税込2,500円以上ご利用で500円割引

店舗条件：ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店（テイクアウト・デリバリーには利用不可）

クーポン名 対象店 割引条件

マスク会食割（プチぜいたく） 飲食店 税込5,000円以上ご利用で、1,000円割引

店舗条件：ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店（テイクアウト・デリバリーには利用不可）

下記クーポン以外にも新しいクーポンを発行計画中です。企画が固まり次第、メールやホームページ等でご案内します。

重 要



クーポン名 対象店 割引条件

えちぜんし割 越前市内の小規模店 税込2,000円以上お買い上げで500円割引

【越前市事業】 店舗条件：越前市内の小規模店。飲食店の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みのお店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

ふく×ふく割 福井市内の小規模店 税込4,000円以上ご利用で1,000円割引 （プチは2,000円で500円割引）

【福井市事業】店舗条件：福井市内の小規模店。 飲食店で利用の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みのお店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

ふく×ふく飲食割 福井市内の飲食店 税込3,000円以上ご利用で1,000円割引 （プチは1,500円で500円割引）

【福井市事業】 福井市内の飲食店でふくい安全・安心飲食店認証を取得済みのお店に限ります。（テイクアウト・デリバリーには利用不可）

クーポン名 対象店 割引条件

まちなか割 福井市順化地区の登録店 税込10,000円以上お買い上げで2,500円割引 （プチは4,000円で1，000円割引）

【福井市事業】 福井市順化地区（大手・中央・順化）にある、登録全店舗。飲食店は、安全・安心飲食店認証を取得済のお店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

えちぜんしマスク宴会割 越前市内の飲食店 10人以上で事前予約の上、税込50,000円以上ご利用で15,000円割引

【越前市事業】 店舗条件：越前市内の飲食店でふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店に限ります。（テイクアウト・デリバリーには利用不可）

クーポン名 対象店 割引条件

つるが割 敦賀市内の小規模店 税込2,000円以上お買い上げで500円割引

【敦賀市事業】 店舗条件：敦賀市内の小規模店。飲食店の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

わかさ割 若狭町内の小規模店 税込3,000円以上お買い上げで1,000円割引

【若狭町事業】 店舗条件：若狭町内の小規模店。飲食店の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

おおの割 大野市内の小規模店 税込2,000円以上お買い上げで500円割引

【大野市事業】 店舗条件：大野市内の小規模店。飲食店の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）

クーポン名 対象店 割引条件

おばま割 小浜市内の小規模店 税込2,000円以上お買い上げで500円割引

【小浜市事業】 店舗条件：小浜市内の小規模店。飲食店の場合は、ふくい安全・安心飲食店認証を取得済みの飲食店に限ります。（テイクアウト・デリバリーに利用可能）



参加店ガイド（本冊子） 店頭ポスター（A３）

レジ横POPスタンド 書類返送用封筒（長３） （別送） のぼり旗・旗竿

同梱物を確認・組み立て後
店頭に設置してください。

お申し込み頂いた参加店の皆さまへ
福井県の消費応援キャンペーン「ふく割」にご参加いただき、誠にありがとうございます。

早速ですが［スターターキット］を送付させて頂きました。内容物をご確認頂き、ご活用

くださいますよう、お願い申し上げます。
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新規店
のみ

新規店
のみ

（販促ツールの内容物に不足がある場合は、
コールセンターまでご連絡ください）

参加申請書（宛名ウラ面）

誓約・同意書

6 7

ふく割
2022

新規店舗
の皆さま ふく割を始める前に、内容物をご確認ください

新規にお申し込みの方 ①参加申込書（裏面を確認の上、誓約同意欄に確認印）

②振込口座の通帳のコピー（表紙と通帳を開いた１ページ目・２ページ目の写し）

左記２点を返信用封筒でご返送ください

新規店
のみ

新規店
のみ

54

ポスター貼付用シール
3



割引情報は、インターネットを介して支払情報として

集計され、後日登録済みの銀行口座に振り込まれます

重 要！

！

お会計時 【原則】 クーポンごとに設定された対象商品、ご利用金額、割引金額を必ず確認し、

条件を満たしている場合、お客様のお会計から割引を実施してください。

参加店様には、後日、割引相当金額が銀行振込で支払われます。

～12～

１回のお会計に使用できるクーポンは、１枚のみです。

また、特段の指示がある場合を除き、他の公的割引制度を

併用し割引会計することはできません。

「ふく割」でお会計したい旨、

お客様から伺います

お買い上げ金額から割引金額を

引いてお会計します。

１

お客様が「ふく割」アプリで

使えるクーポンを取得します

３

お店のＱＲコードを提示し
お客様にアプリでＱＲコードを

読み取っていただきます

４

ＱＲコードを読み込んだことを

スマートフォン画面で確認します

２

どのクーポンを
ご利用ですか？

５

重 要！

！ 業種限定クーポンは、対象商品だけの合計金額で

割引条件額を超えている必要があります。

銀行振込日については、本冊子８ページもあわせてご確認ください。

ふく割
2022

新規店舗
の皆さま ［ふく割］の仕組みと使い方の流れを理解しよう

本冊子４ページもあわせてご確認ください。



⑤FAX送信後、事務コール
センターに確認の電話

事務コールセンターで、
シート内容を確認の上、
お店データに割引額を
加算処理致します。

④レスキューシートを事務
コールセンターにFAX

事務コールセンターで、
シート内容を確認の上、
お店データから割引額を

減算処理致します。④FAX送信後、事務コール
センターに確認の電話

③お買い物金額から
割引額を差し引いて精算

③減算（返品）シートを事務
コールセンターにFAX

②店頭ｽﾀｯﾌも必要事項を記入 ②減算（返品）シートに記入

ＱＲコードが読めない！
お客様のスマートフォンが
不調でうまくいかない...

ＱＲコードがうまく読み取れなかった場合など、
トラブルのときはレスキューシートを使用（本冊子Ｐ１８）

割引データが
センターに届きません

①お客様にレスキューシート
を記入していただく

間違ってＱＲコードを
読み取ってしまった！
返品が発生！

ＱＲコードの読取りをキャンセルするには、
減算（返品）シートを使用（本冊子P１９）

割引データの修正が必要

①返品処理を行い、お客様に
は実際に受領した金額を返金

例：5,000円お買上でふく割を使用し
4,000円受領した場合は4,000円を
返金

お
問
い
合
せ

確認ＴＥＬ ＦＡＸの送信

電話 0776-97-8745
受付時間 ： 10:00～17:00

0776-97-8747
※24時間受付

※ 各シートの内容確認のため、お客様やお店側にお問合せさせていただくことがあります。
※ お客様からいただいた、レスキューシートには個人情報を多く含みます。2023年3月31日までは、厳重に保管をお願い致します。

また、廃棄の際も責任をもって処分をお願いします。 ※返品の場合、お客様の「ふく割」クーポンは戻りませんので、読取り前にご確認をお願いします。

間違ってQRコードを
読み取ってしまった
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ふく割
2022

新規店舗
の皆さま トラブル・返金の際は？ レスキューシートと減算（返品）シート



Ｑ.１ 買い物金額が5,000円に満たないと対象になりませんか？

Ａ.１ 今年度の[ふく割2022]では、
5,000円以上のお買物で1,000円割り引くクーポンの他、
2,500円以上のお買物で500円割り引くクーポンなど、
様々なバリエーションのクーポンが発行されます。
クーポンの種類と割引内容をよく把握してご参加ください。

----------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.２ 利用期間が過ぎたクーポンはどうなりますか？

Ａ.２ 自動的にアプリ画面から消えて見えなくなります。

---------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.３ クーポンは全部「1枚1,000円割引」なのですか。

Ａ.３ クーポンにより異なります。

---------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.４ 返品の場合の対応は？

Ａ.４ お客様からいただいた金額を返金いただくと同時に
「減算（返品）対応シート」を事務局にＦＡＸ願います。
購入の際、読み取った金額からマイナス処理をさせていた
だきます。なお、お客様の「ふく割」クーポンは戻らず
無効となります。

---------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.５ 複数の店舗を運営しているのですが、メールアドレスを
一度に全店舗の利用実績を見ることはできますか？

Ａ.５ 今回の企画では、一度に複数の店舗の利用実績を見ること
はできません。

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.６ 「ふく割」が使えない商品はあるのですか？
利用対象にならないものは？

Ａ.６ 利用対象にならない物は下記の通りです。

出資や債務の支払（税金,振込手数料,電気･ガス･水道

料金等）/ 不動産及び金融商品に係る支払 / 宝くじ

公共ギャンブル,パチンコ等 / たばこ /切手,印紙,ギ

フト券,図書券,各種金券,プリペイドカード等換金性の

高いもの / 公的医療保険等の対象となる医療行為等

への支払 / 事業用の原材料,機器類及び仕入商品購入

買掛金,未払金の支払 / 施設利用及び交通機関利用に

係る回数券及び定期券 /プレミアム分が加算されてい

る回数券 / 学習塾,スポーツジム,文化教室等の月謝/

風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に

おいて提供される役務 /「ふく割」の売買,現金との換

金,その他,本事業の趣旨にそぐわないもの
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「ふく割」のルール･Ｑ＆Ａをおさらいして準備万端！

Ｑ.７ 昨年のＱＲコードやのぼりなどのグッズを紛失したのですが…

Ａ.７ QRコードは、管理ウェブからダウンロードしてください
（７ページ参照）。のぼりやＰＯＰスタンドについては、
コールセンターまでお申し出ください。

--------------------------------------------------------------------------------------------

重 要



Ｑ.８ お客様のスマートフォンが不調で、ＱＲコードの
読取りがうまくいきませんが、どうしたらよいですか？

Ａ.８ 本冊子１８ページのレスキューシートを活用して
所定の事務処理を経て、お客様に割引を実施してください。
事務・コールセンターへのＦＡＸと連絡を忘れず行ってください

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.９ 「ふく割」のロゴをチラシに使ってもいいですか？

Ａ.９ ぜひ活用ください。ホームページにデータを公開しています
ので、ダウンロードしてご利用ください。

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.１０ お店の広告で「ふく割」キャンペーン参加店と告知したいです

Ａ.１０ ぜひ活用して、お店の販促を盛り上げてください。

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.１１ コーヒーチケットや回数券などは対象としてよいですか？

Ａ.１１ プレミアム分が設定されている回数券などは、
今回の企画の割引対象外となります。

（１０回分料金で１１回分の回数券 → ×）

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ｑ.１２ ［マスク会食割］について詳しく教えてください。

Ａ.１２ ［マスク会食］を推進する飲食店で使用可能なクーポンです。
利用はマスク会食をしていただいた方に限ります。
（マスク会食にご協力いただけないお客様にはご利用

いただけません。） なお、当クーポンは、店内飲食時にのみ
使用可能であり、テイクアウト・デリバリーには使用できません。

--------------------------------------------------------------------------------------------
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「ふく割」のルール･Ｑ＆Ａをおさらいして準備万端！

Ｑ.13 お客様がスマートフォンやアプリの操作のことで
困っておられますが、どうしても対応できません。
どうしたらよいですか？

Ａ.13 事務・コールセンターへお電話するようお伝えください。
お客様にご説明し必要に応じて電話でのご案内や
ショッピングセンターのサポートセンターなどをご案内します。

福井県の消費応援キャンペーン［ふく割］参加誓約書 ［再掲］（抜粋）

●行政への協力
当店は福井県の消費応援キャンペーン［ふく割］（以下、［ふく割］）期間中に、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２４条第９項に基づく
協力の要請があった場合には、それに従います。また、同法に基づく要請でないもの
であっても、営業時間短縮等、国または地方公共団体からの要請があった場合には、
それに従います。
●訪問調査への協力
当店は、ふくいデジタルバウチャー推進協議会（以下、当協議会）が事前通告なしに

行う訪問調査に協力します。
●虚偽行為の禁止
当店は、当協議会から配布された参加店マニュアルに記載されているとおりの方

法でお客様に対し電子クーポン利用（割引処理）を行います。当協議会の指摘に適切
に対応しない場合や参加店登録申請書の申請内容に虚偽や本誓約書の誓約内容に
違反があった場合には、［ふく割］の参加店登録を取り消されることに同意します。
●電子クーポン取扱時の注意事項の遵守
当店は、下記事項を遵守することに同意します。
（１）参加店関係者はアプリ登録・使用に関し、虚偽または不正行為を助長しない。
（２）電子クーポンの利用を見込んで、通常よりも高い価格を設定する等、消費喚起の
趣旨に反する行為を行わない。
（３）いかなる理由があろうとも、有効期限後の電子クーポンを受け取らない。
（４）参加店関係者が、換金目的・図利目的での電子クーポンの使用は行わない。
（５）自社商品の購買に電子クーポンを利用してはならない。
（６）電子クーポンを、事業者間取引に伴う代金（仕入れ代金・諸経費）の支払に使用し
てはならない。
●当協議会が悪質と判断するものに対して、当協議会が関係機関と連携し、不正を
明らかにし、刑事・民事の責任について追及するとともに、損害額を弁済させること
があることを認識し、同意します。

重 要



アプリインストール時に、
Apple IDやGoogleアカウントの
［メールアドレス］［パスワード］が必要となる場
合があります。事前にご準備の上、
インストールを行うことをお勧めいたします。

～準備からログインまで～徹底ガイド 2021/2/23版
画面は変更となる
場合がございます

準備からアプリのダウンロードとインストール

Ｑ 「ふく割」アプリはどこにあるの？

「ふく割」アプリは、App StoreとGoogle Playよ

りダウンロードできます。スマートフォンの検索窓に

「ふく割」と入力し、検索してください。検索結果の中

から下記のアプリを探してみてください。

Ｑ 「ふく割」に必要なものは？

カメラ機能付きのスマートフォン（Android・iOS）と

メールアドレスが必要です。下記のアイコンを探して

メールアドレスを確認してください。

「ふく割」アプリアイコン

App Store Google Play

入手

Ｑ 「ふく割」のインストール方法は？

App Store Google Play

入手

iPhoneのApp Storeの［入手］、

Android OSのGoogle Playの［インストール］

ボタンからインストールを進めます。

下記ＱＲコードをカメラで読み取ってダウンロード

画面に移動することができます。

アプリ一覧画面に「ふく割」アプリアイコンが表示

されれば、インストールは完了です。

新規登録とメール確認、ログイン （画面はiOS版）

起動と会員登録方法

①

②

ホーム画面の

「ふく割」アイコン

をタッチする

「ふく割」ホーム

画面左上の

ハンバーガー

アイコン（三本線）

をタッチ

［ログイン］の

文字をタッチ

画面下部の

［新規登録］の

文字をタッチ

③

④

⑤ ［必要事項を入力］

・ユーザー名

・メールアドレス

・居住市町

・パスワード

・生まれ年（西暦）

・性別

・国籍

・都道府県

□確認しましたに

チェックを入れる

最後に

［新規登録］の

ボタンをタッチ

利用規約を確認、

［同意する］の

ボタンをタッチ

［仮登録の

お知らせ］メールが

届くので、メールを

開き、本文のURLを

タッチする

⑥

⑦

［続行するには

ここをクリック］を

タッチする

⑦

メール画面を閉じる

⑧ もう一度「ふく割」

アプリを起動し、

ログイン画面に

移動する

⑨ 登録した

［ユーザー名］または

［メールアドレス］と

［パスワード］を

再度入力

［ログイン］をタッチ

⑩ 「ふく割」ホーム
画面が現れたら
準備完了！

お買い物を
楽しもう！

（スマートフォンからアクセスができるメールアドレスが必要です）
任意の文字を入力

福井県外でもＯＫ

８文字以上の
英字・数字を含める

メール画面

メール画面

インストール時のご注意

Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2020 Apple Inc. All rights reserved. 「Google」 及びGoogle ロゴ、Android および Android ロゴ、Google Play（旧 Android マーケット）および Google Play ロゴ、Gmail および Gmail ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標で
す。「docomo」「spモード」「デコメ/デコメール」は､株式会社NTTドコモの登録商標です｡「au」「EZweb」「Cメール」は、KDDI株式会社の登録商標です。「SoftBank」及び「ソフトバンク」「S!メール」の名称、ロゴは日本国及びその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です｡

メールが、
迷惑メールボックス

に入る場合が
あります

アプリが一部機種に対応しておりません。
あらかじめご了承下さい。

お店にはアプリダウンロード・新規登録を済ませてからお出かけください
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徹底ガイド
2021/2/23版
画面は変更となる
場合がございます～クーポンダウンロードからお買い物まで～

電子クーポンのダウンロード

クーポンを選ぼう！

公式ホームページ
fukuwari.com

いよいよお買い物！ （画面はiOS版）

ホーム画面の左下の

［取得する］ボタンを

タッチすると、配信中の

電子クーポンが

表示されます。

①

電子クーポン

［電子クーポン］をタッチすると、

クーポンの詳細が表示されます。

電子クーポンにタッチし、

［次に進む］をタッチします。

［内容の確認に進む］、

［取得］をタッチし、

クーポン取得を完了します。

②

③

おトクにお買い物をしましょう！

電子クーポンが

使えるお店を、あらかじめ

公式ホームページ

で調べておきます。

①

公式ホームページバナー

「ふく割」ホーム右下の

［クーポンを使う］ボタンを

タッチし、

［お店でつかう］をタッチ

②

ふく割で
お願いします!

枚数を指定する画面で

［確定する］をタッチ。
③

レジで「ふく割を使いたい」

とスタッフに伝え、

［ＱＲコードを読み取る］

ボタンをタッチします

④

⑤

ＱＲコードをスタッフに

提示してもらい、カメラで

スキャンします。

完了画面が表示されたら

スタッフに

確認してもらいましょう

⑥ スタッフの確認が

終わったら、

「ふく割」アプリの操作は

終わりです。

通常のお会計から

割り引かれて

いることを確認し、

残りのお会計を済ませて

「ふく割」完了です！

ＦＡＱ

Ｑ１ 会員登録が完了しない

⇒ 必要事項が全部入力されているか確認して
下さい。

Ｑ２ 仮登録のお知らせメールが届かない

まず迷惑メールフォルダを確認してください。
それでも見つからない場合は、迷惑メール設定に
変更が必要です。「evoucherpf.com」からの
メールを許可するように設定変更したうえで、
再度登録したユーザー名と
パスワードを入力しログイン下さい。

Ｑ３ 設定したパスワードを忘れてしまった

⇒ パスワード変更の手続きが必要となります。
アプリの「パスワードを忘れた方はこちら」を押し
登録したメールアドレスを入力の上、送信して
ください。

Ｑ４ 買い物時に電子クーポンが出てこない

⇒電子クーポンは事前に必ず「取得」する必要が
あります。忘れずに「取得」をしてください。

まだ登録方法が分からない方は

「ふく割」事務・コールセンター

電話 0776-97-8745
受付時間： 10:00~17:00

以下の方法でもお問合せ可能です。

●お電話…下記コールセンターまでご連絡下さい

●解説動画 公式ＨＰで詳細を

●ショッピングセンターでの ご確認ください
ＰＲイベント

●県内各所にサポート会場を
設けております
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お店にはアプリダウンロード・新規登録を済ませてからお出かけください
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［レスキューシート］（加算処理申請書）
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［減算（返品）シート］（減算処理申請書）

～19～


