
「かもめクーポン」
県内工業製品購入促進事業

2021年5月11日
1



目次
かもめクーポンとは ・・・・・・・・・・・・・・・・ P 3

事業者登録・製品登録について ・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

新規事業者登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P14

製品登録方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P23

登録内容の修正方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P26

ご精算方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・ P30

精算フローについて【パターンA】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P33

精算フローについて【パターンB】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P34

精算フローについて【パターンC】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P35

精算フローについて【パターンD】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P36

精算フローについて【販売時】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P37

精算フローについて【クーポン消込作業】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P41

ご精算書類について（実績報告書） ・・・・・・・・・・・・・・・・ P46

事務局からのお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・ P47
2



かもめクーポンとは
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１.事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内製造業を支援するため、
県内の工場・工房で製造された、希望小売価格等が単価３万円(税抜)以上の
完成された製品を購入した際に、購入者に一定の割引きを付与することで、県内
の需要を喚起する。

神奈川県内の需要喚起による経済活動の回復

■コロナ禍により疲弊した県内製造業者が事業を継続させるための直接的な消費喚起

■県民の消費活動を刺激し購買活動を促進することによるコロナ禍で可能な域内流通の拡大

■本事業を契機とした県工業製品の認知、魅力再発見による新たなサプライチェーンの構築
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２.「かもめクーポン」概要

■かもめクーポンとは？

神奈川県内の工場・工房で製造された、希望小売価格等が単価３万円（税抜）以上の
完成された製品・商品(※)を対象に、割引を支援するクーポンです。
※一般に流通し、一定の規格で製造されているもの。但し部品、部材は除く。

神奈川県内在住の個人及び県内に所在する事業所が、県内で対象製品を購入する場合に利用ができ
ます（事業者様から対象製品の登録申請が必要になります）。

■割引額について

・対象製品１つ当たり最大20万円の割引が受けられます。
（税抜希望小売価格等の10％以内）
・購入者１人（１事業者）当たりが利用できる
クーポンの上限金額は100万円とします。

※ 対象製品登録申請時に示された価格によって、
予めクーポンの金額を設定しますので、実際の店頭販
売価格と異なる場合があります。

※ １購入者（利用者）当たりのクーポン利用上限額
（100万円）は、令和３年６月16日(水) にリセット
されます。

クーポン金額

　　3万円以上 　　5万円未満 3,000円

　　5万円以上 　10万円未満 5,000円

　10万円以上 　15万円未満 10,000円

　15万円以上 　20万円未満 15,000円

　20万円以上 　35万円未満 20,000円

　35万円以上 　50万円未満 30,000円

　50万円以上 　75万円未満 35,000円

　75万円以上 100万円未満 45,000円

100万円以上 150万円未満 50,000円

150万円以上 250万円未満 75,000円

250万円以上 400万円未満 125,000円

400万円以上 200,000円

製造価格単価（税抜 希望小売価格等）
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対象製品の登録申請ができるのは、以下の条件を全て満たす事業者です

・神奈川県の法人県民税及び個人事業税の対象となる事業者
・神奈川県内の工場・工房で本事業の対象となる製品を製造する事業者等
（本社所在地が県外であっても申請可）
・暴力団員等に該当しない者

3.対象製品の登録申請について

■登録申請期間

■事業実施期間（クーポン利用可能期間）

令和４年１月31日（月）まで
※クーポン発行は令和４年１月29日まで（１月30日、31日は利用のみとなります）
※実施期間中に予算の上限に達した場合は、その時点で終了します。

6

募集回 募集月

第4回 7月募集 7月12日 月 7月16日 金 8月2日 月

第5回 8月募集 8月16日 月 8月20日 金 9月1日 水

第6回 9月募集 9月13日 月 9月17日 金 10月1日 金

第7回 10月募集 10月11日 月 10月15日 金 11月1日 月

第8回 11月募集 11月15日 月 11月19日 金 12月1日 水

受付開始 受付終了 利用開始予定



4.対象製品について

対象製品は、以下の条件を全て満たす製品です。

・神奈川県内の工場・工房で製造され、一般に流通している完成された製品（但し、部品・部材は除く）
・希望小売価格等が単価３万円以上（税抜）
・製造業者が大企業（※）の場合、県内のサプライヤーからの部品（部材）調達額の割合が10％以上
※「大企業」とは、中小企業支援法（昭和38年法律第147号）第2条に規定する中小企業者に当てはまらないもの

※その他、クーポン利用時（販売時）
の条件については、公式サイトFAQを
ご参照ください。

■対象除外製品

• 詰め合わせ品、セット品

• 試作品やオーダーメイド、中古品等、

一定の規格で製造されていないもの

• 神奈川県内で販売していないもの

• 公序良俗に反するもの

• その他、事務局が不適当と認めるもの

■その他の必要条件

・令和４年１月31日までに販売されていること
※販売=売買契約が成立している状態

・令和４年２月20日までに納品等が完了すること
※納品等＝以後キャンセルが生じない段階

・神奈川県内の店舗で購入できるもの
（※製造業者の直接販売の場合は店舗が無くても可）
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5.売買契約のタイミングについて

製品購入が成立し
全額が支払われる時

購入契約書を手交、販売額が
確定し、手付金が支払われた時

購入契約書を手交、
販売額が確定し、

ローン契約が完了する時

製品購入意思を示し、手続きを
開始した時、又は商習慣による

購入のタイミング

＜売買契約が成立している状態とは＞
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6.【事業者様】 全体の流れ

9/28 14時～10/12 17時

公式サイトより事業者登録

および
製品（商品）登録申請

事業者様

公式サイトより事業者登録

認定後、公式サイトに
製品掲載

※事務局→

クーポンとりまとめ管理者

割引相当額を
翌月末に振込み

割引額の交付販売実績報告

毎月
所定フォームに記入

※クーポンとりまとめ管理者
→事務局

翌月５日までに
報告書・領収書等の

ご提出

クーポン取扱店
(販売店)

購入者よりクーポン提示

本人確認・有効期限
クーポンコード等確認

クーポン記載の
二次元コードより消込

（都度）

割引額で販売
製品資格審査

製品登録申請
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7.【利用者様】 全体の流れ

利用者様
公式サイトより
製品を確認

クーポンを発行

ユーザー登録

クーポン発行方法

かもめクーポン
公式サイト

公式サイト二次元コード

1

購入

クーポンを提示
※携帯画面または印刷

製品販売

クーポンコード、
有効期限、本人確認

クーポン取扱店

クーポン利用方法

2

※ 事前にクーポンを発行していなくても、
スマートフォンで即時発行が可能です。

（発行は令和4年1月29日まで）
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クーポンとりまとめ管理者とは

「クーポンとりまとめ管理者」とは、製品ごとに毎月の割引実績の報告や、

報告に基づく割引相当額の受領など、事務局との窓口となっていただく担当者のことをいいます。

製品の流通経路によって、製品が工場からユーザーの手元に届くまで、

卸売業者、販売業者（小売り業者）など複数業者が仲介する場合がありますが、

申請前にあらかじめ１者、選出をお願いします。

クーポンとりまとめ管理者

販売業者 販売業者 販売業者

実績報告

割引額交付

パターン① パターン②

実績報告

割引額交付

クーポンとりまとめ管理者

事務局
実績報告

製
造
業
者

卸
売
業
者

販
売
店

1者選出製造業者

8.クーポンとりまとめ管理者について
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事業者登録・製品登録
について



1. 登録のながれ

仮登録

事業者登録
（本登録）

製品登録

クーポンとりまとめ
管理者登録

事業者登録

製品登録
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2.新規事業者登録

はじめに新規登録を行います。
TOPページ下部の「事業者様用 新規登録」ボタンをクリックしてください。

1

新規登録をクリック 14



メールアドレス・パスワードを入力し、設問にお答えください。

内容をよくご確認の上、
チェックボックスにチェックを入れてください。

パスワードには以下の全てを含めてください
・英字の大文字
・英字の小文字
・数字
・記号 ※以下のいずれか

– (ﾊｲﾌﾝ)
_  (ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ)

.  (ﾄﾞｯﾄ) 
&  (ｱﾝﾊﾟｻﾝﾄﾞ)
+  (ﾌﾟﾗｽ記号）

2

2.新規事業者登録
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登録されたメールアドレス宛てに本登録用のリンクが送られますのでご確認ください。3

2.新規事業者登録
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メールアドレスに記載のリンクをクリックするとログインページに進みます。
ログインボタンを押してログインしてください。

4

2.新規事業者登録
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登録したメールアドレスとパスワードを入力してください。5

全て入力しクリック

2.新規事業者登録
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申請する事業者様について、必要項目をご入力ください。6

選択してください。
・従業員数「300人以下」

「300人超」
・資本金額「3億円以下」

「3億円超」
※大企業の場合は、「県内調達額に関する誓約」を
提出してください。詳細はホームページのおしらせ欄
（9/18付）をご覧ください。

入力しクリック

法人格は省略せず「株式会社」の
ようにご記入ください。

2.新規事業者登録
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クーポンとりまとめ管理者について、必要項目をご入力ください。
※「クーポンとりまとめ管理者」とは、製品ごとに毎月の割引実績の報告や、

報告に基づく割引相当額の受領など、事務局との窓口となっていただく担当者のことをいいます。
7

2.新規事業者登録
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売買を証する書類の様式(サンプル)
は必ずご提出ください。

【OK例】
■領収書
■注文書
■売買契約書

【NG例】
■請求書

提出必須

全て入力後クリック

（続き）

2.新規事業者登録
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下記より製品登録を行ってください。

製品登録をする

事業者の登録が完了しました。
このまま製品登録へ進む場合は、続けて入力してください。
後日、改めてご登録いただくことも可能です。
その際は、事業者マイページより「製品登録」ページへとお進みください。

8

続けて製品登録を行う場合、
こちらをクリックしてお進みください。

2.新規事業者登録
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3.製品登録方法

１つの製品につき１ページの登録となります。
複数の製品を登録する場合は、１つの製品登録を完了後、
追加して登録してください。

1

小売価格が明記された製品の概要データは、
必ずご提出ください。
画像をアップロードできない場合は、
メール添付または郵送(申請締切日必着）
にてご送付ください。

同一名称の製品であれば、サイズの違いなど
によって希望小売価格等が異なる場合でも、
まとめて登録申請することも可能です。
但し、その場合、最も低い価格に対応する
クーポン券種となります。
なお、その際は該当する型番や
型式・希望小売価格等を備考欄に全てご
記入ください。

製品の説明をご記入ください。
こちらの文章は、ユーザー向けの製品紹介
ページに反映されます。

提出必須

製品画像データは、製
品の紹介ページに掲載
いたします。
画像なしでもご登録は
可能ですが、掲載される
ことをお勧めします。

「その他」の製品を
ご登録の場合、
具体的にご記入ください

マークのある項目は、公
式サイトの製品紹介ページに掲
載される内容です。お間違いのな
いようご入力をお願いいたします。

HP
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3.製品登録方法

同じ製品名で型番・型式が複数あり、
まとめて申請する場合、備考欄に
金額も含めて全てご記入ください。
ここに入力された内容は、製品紹介
ページに掲載されます。

同一名称の製品をまとめて申請する場
合は、最も低い価格をご記入ください。
対応するクーポン券種は最も低い券種
となります。
※金額に応じて製品ごとの申請をする
場合は、それぞれの価格に応じたクーポ
ンの設定が可能です。
※ここに入力された価格は、
適用クーポン額を判断するため、
製品紹介ページに掲載されます。

販売取扱店舗が10店舗以上ある場
合は、別途店舗リストをメールにてお送
りください。
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3.製品登録方法

製品登録の申請が完了しました。製品登録完了メールをご確認ください。
２品目以上登録する場合は「続けて製品登録する」をクリックし同様にご登録ください。
１品のみの登録の場合はこれですべての登録が完了です。
なお、ご登録された製品には個々に「製品番号」が割り当てられております。
製品登録完了メールに記載がありますのでご確認ください。
審査後、審査結果をメールでご連絡いたします。

2

2品目以降の製品登録を行う場合、
こちらをクリックしてください。
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4.登録内容の修正方法

製品登録の内容に変更が生じた場合、審査前に限りWEB上にてご自身で修正が可能です。
事業者登録ページにログイン後の「マイページ」よりお手続きください。

1

どちらからも
マイページに進みます
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4.登録内容の修正方法

メールアドレス、パスワードを入力しログインしてください。2

パスワードを忘れた場合、
こちらから再発行が可能です。
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4.登録内容の修正方法

マイページの製品登録リストから、各製品の「詳細」ボタンをクリックする
とその製品の内容確認および修正が可能です。

3

「詳細」ボタンをクリックすると、その製品の登録画面が開きます。
修正したい項目を修正してから「変更する」をクリックすると完了です。
※変更（更新）の場合、メールは届きません。

このステータスが「申請中」の場合は修正可能です。
「審査中」「公開中」の場合原則として修正は受け付けておりません。
但し製品の名称の変更や取扱店舗の増減、希望小売価格等の
改定があった場合は、その都度かもめクーポンデスクへ速やかに
ご連絡をお願いします。
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4.登録内容の修正方法
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ご精算方法について



9/28 14時～10/12 17時

公式サイトより事業者登録

および
製品（商品）登録申請

事業者様

公式サイトより事業者登録

認定後、公式サイトに
製品掲載

翌月末に割引相当
額を振込み

割引額の交付販売実績報告

毎月、
所定フォームに記入

※クーポンとりまとめ管理者

翌月5日までに
報告書・領収書等の

ご提出

クーポン取扱店
（販売店）

購入者よりクーポン提示

本人確認・有効期限
クーポンコード等確認

クーポンコードの消込
（都度）

割引額で販売
製品資格審査

製品登録申請

クーポンとりまとめ管理者
へ販売実績報告

※事務局 →
クーポンとりまとめ管理者

１．クーポンによる販売のながれ
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・製造業者は、製品登録の際に「クーポンとりまとめ管理者」を指定しています。

割引相当額の交付手続きは「クーポンとりまとめ管理者」と事務局との間で行います。

対象製品を販売した際は、月ごとに販売実績報告を「クーポンとりまとめ管理者」へご報告ください。

※直接、販売店様と事務局とのやり取りは行いません。

・複数の対象製品を取り扱う場合、製品ごとに「クーポンとりまとめ管理者」が異なる可能性もございます。

販売実績報告を提出後に返品（返金）が発生した場合は、
速やかにクーポンとりまとめ管理者へご報告ください

精算は取り扱う製品により、いくつかのパターンがあります。
※製造業者、取り扱う製品等によってはこの限りではありません。

【パターンA】・・・自身が製造・販売店の場合 ※販売（代理）店等をもたない場合

【パターンB】・・・自身が販売（代理）店で、１社の対象製品のみ取り扱う場合
※自身が「クーポンとりまとめ管理者」を兼務する場合もあります。（＝パターンD）

【パターンC】・・・自身が販売（代理）店で、複数の製造業者の対象製品を取り扱う場合
※クーポンとりまとめ管理者が複数存在する場合

【パターンD】・・・自身が販売（代理）店と、クーポンとりまとめ管理者を兼務する場合
※複数の販売（代理）店の代表

2．精算フローについて
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2．精算フローについて（パターンA）

事務局

実績報告

割引額交付

・自身が製造・販売店の場合
※他に販売（代理）店をもたない場合などは、自身がクーポンとりまとめ管理者と
なり、事務局との報告業務を行っていただきます。

例：直販など

パターンA

製造・販売店 兼
クーポンとりまとめ管理者
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2．精算フローについて（パターンB）

クーポンとりまとめ管理者

販売店

事務局

実績報告

割
引
額
交
付

実
績
報
告

割引額交付

・自身が販売（代理）店で、
１社の対象製品のみ取り扱う場合

対象製品の「クーポンとりまとめ管理者」との
報告業務のみが発生します。

例：直営店など

パターンB
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・自身が販売（代理）店で、
複数の製造業者の対象製品を取り扱う場合

対象製品ごとのクーポンとりまとめ管理者との報告業務が
発生します。

例：量販店など

2．精算フローについて（パターンC）

製品Aのクーポンとりまとめ管理者

販売店
【取扱い商品】

製品A
製品B

事務局

製品Bのクーポンとりまとめ管理者

35

パターンC

実績報告

割引額交付

割
引
額
交
付

製
品
A
の

実
績
報
告

割
引
額
交
付

製
品
B
の

実
績
報
告
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2．精算フローについて（パターンD）

販売店

販売店 兼
クーポンとりまとめ管理者

・自身が販売（代理）店とクーポンとりまとめ管理者を
兼務する場合

自身が管理する対象製品の実績報告をまとめていただき、
事務局へのご報告を行っていただきます。

例：チェーン店など

パターンD

実績報告

割引額交付

割
引
額
交
付

実
績
報
告

割
引
額
交
付

実
績
報
告

販売店

事務局
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３．精算フローについて 【販売時】

1.本人確認・・・神奈川県内在住の個人又は神奈川県に所在する法人（事業所）であるか

【本人確認書類】

○ １点で本人確認書類として認められるもの：１点で氏名及び現住所、顔写真が確認できる書類
例：マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、障害者手帳等各種福祉手帳 等

○ 上記書類がない場合：①を２つ 又は ①＋②を各一つ
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、公共料金の領収書（発行から３カ月以内）等

※いずれも、氏名及び現住所が記載で、有効期限の記載があるものは有効期限内のもの
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書 等

○法人の場合、名刺や社員証など法人の所在地（神奈川県内の住所）が確認できるもの
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2.クーポンコード確認・・・クーポン額、有効期限、ユーザー名の３点を確認

①対象製品に付与された正しいクーポン額であるか？

例：クーポン額が100,000円の製品には100,000円のクーポンのみ使用できます。
※50,000円のクーポン２枚など、合算しての使用はできません。

③クーポン発行者と購入者が同一人物であるか？
本人確認書類に記載のお名前と、クーポン発行者名が同一人物か
どうかご確認ください。

②有効期限内であるか？
有効期限は発行日を含めた3日目の23：59までとなります。
例：11月1日15：00に取得 → 11月3日23：59まで有効

ユーザーが取得した二次元コード画面

クーポンID／発行者：かもめ太郎様

【注意事項・重要】 ■クーポン発行額が間違っている場合でも、販売した対象製品に応じた割引額を交付、
もしくは、割引いた金額に応じて交付いたします。

例①）35,000円（税抜）の製品を販売する際、かもめクーポン5,000円を利用し販売。
→３万円以上５万円未満の製品に対するクーポン額は3,000円が正当となり、事務局からは3,000円の支払いとなります

例②）60,000円（税抜）の製品を販売する際、かもめクーポン3,000円を利用し販売。
→５万円以上10万円未満の製品に対するクーポン額は5,000円が正当ですが、事務局からは3,000円の支払いとなります

３．精算フローについて 【販売時】
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3.クーポンコード消込み・・・販売と同時にクーポンコードの消込み

クーポンは、①公式サイト ②二次元コード のいずれかにて消込をお願いします。
ご都合の良い方をお選びください。

【クーポン サンプル】
※変更となる可能性もございます。

または

消込み方法については41ページ以降をご参照ください

【注意事項】

■ 有効期限を過ぎると、消込みができなくなります。
■ 毎月の「使用実績報告」に、消し込んだクーポンコードが必要となりますので必ずお控えください。

クーポンID／発行者：かもめ太郎様

３．精算フローについて 【販売時】
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≪クーポンの即時発行について≫・・・購入者がクーポンを発行していない場合

事前にクーポンを発行していない購入者も、スマートフォンなどで即時発行が可能です。

※公式サイト（https://kanagawa-kamome-c.com/）より取得できます。
※発行にはユーザー登録が必要です。詳細は公式サイトをご参照ください。

4.「売買を証する書類」 （写し）の保管・・・予め申請された様式です。登録事業者・製造事業者にご確認下さい。

毎月の使用実績報告をクーポンとりまとめ管理者へご報告いただく際に添付が必要となります。
①必ずコピーを保管しておいてください。
②コピーの余白に、「製品番号(※1)」「クーポンコード」「購入者名（任意）」をご記入ください。

添付がない場合、割引相当額の交付は出来かねます。ご注意ください。
（※1）「製品番号」は製品登録時に付与される6桁の数字です。

認定された「製品名」「販売価格」「販売店情報」「販売日」の記載のあるもの

クーポンコードの消込みを忘れて有効期限が切れた場合は？
クーポンコードを控えるのを忘れた場合は？

⇒ かもめクーポン事務局へお問い合わせください。その際、購入者のお名前が必要になります。
購入者のお名前からユーザー情報の確認をいたします。

３．精算フローについて 【販売時】
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4．精算フロー 【クーポン消込み作業】

クーポンは、①公式サイト ②二次元コード のいずれかにて消込をお願いします。
ご都合の良い方をお選びください。

≪注意事項≫
・有効期限を過ぎると、消込みができなくなります。
・月末の「使用実績報告」に消し込んだクーポンコードが必要となりますので
必ずお控えください。

ユーザーが取得した二次元コード画面

クーポンID／発行者：かもめ太郎様
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・公式サイト(https://kanagawa-kamome-c.com/)からお手続きください。

※実際の公式サイトの画面は若干変更となる可能性もありますが、基本的な操作方法は変わりません。

TOPページにリンクされている
「クーポン消し込み」をクリック

4．精算フロー 【クーポン消込み作業 パソコンから】
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クーポン消し込み用のログインページが開きますので、消込IDと消込パスワードをご入力ください。
消込IDと消込パスワードは、製造事業者ごとにクーポンとりまとめ管理者へお知らせしていますのでご確認ください。

消込ID

消込パスワード

クーポンに記載のクーポンコード16桁を「コード」欄に入力してください。

××××-××××-××××-××××

クーポンID／発行者：かもめ太郎様

4．精算フロー 【クーポン消込み作業 パソコンから】

43



クーポンコードを入力後、
「検索する」をクリックしてください。

××××-××××-××××-××××

クーポンの詳細画面が開きます。

①「クーポン金額」
②「有効期限」
③「使用状況」
をご確認ください。

確認後、「消込」をクリック。
※有効期限の切れたクーポンは
利用できません

4．精算フロー 【クーポン消込み作業 パソコンから】

44

使用者名に購入者（＝クーポンを取得し
たユーザー名）をご入力後、
「消込する」ボタンをクリック。
消込み完了となります。

【注意事項】

■使用者名は、事業者の場合、
株式会社を省略しないでください。



お客様からクーポンを受け取ったら二次元コードを読み込んでください

② 消込完了③①

××××-××××-××××-××××

消込IDと消込パスワードは、
製造事業者ごとにクーポン
とりまとめ管理者へお知らせ
していますのでご確認ください。

※使用済みクーポンの場合は
①→③となり、ご利用頂けません。

消込ID／パスワードを入力し、
発行者名をご確認ください。

ご確認後、
「クーポンを使用済にする」をクリック

消込ＩＤ

パスワード

クーポンID/発行者：かもめ太郎 様

クーポンID／発行者：かもめ太郎様

4．精算フロー 【クーポン消込み作業 二次元コードから】
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5.ご精算書類について（使用実績報告書）

【実績報告書サンプル】当月利用分をリストにご入力の上、「売買を証する書類」とともにご提出ください
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事務局からのお願い

感染防止対策取組書とは？
各お店や施設が取り組んでいる感染防止対策
の内容を表示するものです。
店先に掲示することで利用者や地域の安心に
つなげます。
LINEコロナ お知らせシステムと合わせて
ぜひご活用ください。

神奈川県の感染防止取組書の掲示にご協力ください。

≪サンプル≫

【参考URL】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/
ga4/corona/lineosirase.html
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