【参加店募集のご案内】
「新型コロナウイルスを吹き飛ばせ！千葉県野田市の飲食店を応援しよう！」
野田市の飲食店オーナー様
現在、新型コロナウイルスの感染拡大により、野田市の飲食店様におかれましては大変なご
苦労を強いられておられる事と推察いたします。
この状況を何とかすべく、この度、NODA 産 FOOD フェスタ実行委員会が中心となり、
「のだ
食サポ！実行委員会」を立ち上げ、NSP プロジェクトを始動することとなりました（野田市
の【N】飲食店を【S】応援プロジェクト【P】
）。
NSP プロジェクトとは、新型コロナウィルス感染拡大が収束し、晴れて野田市内で食べ飲み
歩きできる日を楽しみに、まずは事前に飲食チケットを購入し、窮地に立たされた飲食店を
応援しよう！というものです。
お客様の中には「今は飲みに行けないけれど、早く仲間とワイワイやりたいなー」とお考え
方も多いのではないでしょうか？それならば「楽しく飲み歩きできる日を楽しみに、旅の切
符を買うように、飲食チケットを事前購入して頂き、皆で飲食店を応援しよう！」と考えま
した。
のだ食サポ！実行委員会では、全国の皆様から野田市の飲食店への応援を募ります。
野田市内の飲食店様であればどなたでも無料で参加出来ますので、是非ご参加下さい！
…………………………………………………………………………………………………………
■NSP プロジェクト概要
全国の皆様から野田市の飲食店への支援を募ります。支援方法は「お食事券の購入」という
形となります。飲食店様はご支援頂いた方への御礼も込めて、例えば、3,000 円のお食事券
を購入したお客様には 10％のリターンをつけて、3,300 円のお食事券をお送りします。
※郵送や食事券作成等は事務局が全て行いますので、飲食店様の作業負担は特にございま
せん
■参加店様の主なメリット
・全国の方に飲食店のお食事券を販売する事が出来、未来の収益を先に確保出来る
・全国から集まった応援金を参加店で分配する（経費等を差し引く）

■具体的な方法
「クラウドファンディング」という方法を使います。
CAMPFIRE 参照 https://camp-fire.jp/
目標金額や期間等を定め、プロジェクトにご賛同いただいた支援者の方々から支援金を募
るシステムです。先日、北海道におきましてクラウドファンディング「コロナウイルスに負
けない！大好きな飲食店を応援！！」というプロジェクトが遂行されました。こちらは既に、
目標金額以上に支援が集まっております。
※参考
「コロナウイルスに負けない！大好きな飲食店を応援！！」
https://actnow.jp/project/hokkaido_food/detail
■参加申込方法
まずは短期間に沢山の飲食店様に参加して頂きたく思います。
お忙しいところお手数をおかけしますがご協力の程何卒宜しくお願い致します。
最後のページの参加申込書をＦＡＸ若しくはメールいただくか
下記をご記入の上、メールにてご返信下さい
--------------------------------------------------・店舗名
・担当者名
・電話番号（必ず連絡がつく番号をご記入下さい）
・メールアドレス
・ホームページアドレス（食べログ等も可）
・店舗から応援者へのメッセージ（50 文字以内）
※メッセージはクラウドファンディングのページ内に掲載させていただきます。
--------------------------------------------------【お問合せ先】
のだ食サポ！実行委員会事務局
～野田商工会議所内～
担当

牧

～野田市関宿商工会内～
担当 松本

TEL

04-7122-3585

TEL 04-7198-0161

FAX

04-7122-7185

FAX 04-7198-0174

E-mail info@nodacci.or.jp
主催 のだ食サポ！実行委員会
共催 野田の食を盛り上げる会
協力 野田商工会議所 野田市関宿商工会
後援 野田市

E-mail m-hisashi@chibaken.or.jp

■お申込期限
一次募集 4/18 （土）15：00 迄
二次募集 4/21 （火）15：00 迄
三次募集 4/28 （火）15：00 迄
四次募集 5/ 1 （金）15：00 迄
※プロジェクトの応募状況により、締め切らせて頂く場合がございますので予めご了承下
さい
■ご支援いただいた方へのお礼
※支援金額に応じて、下記の返礼品を予定しています。
リターンあり
◇3,000 円→ご希望の野田市内飲食店お食事券 3,300 円分
◇5,000 円→ご希望の野田市内飲食店お食事券 5,500 円分
◇10,000 円→ご希望の野田市内飲食店お食事券 11,000 円分
※ご支援いただいた方にご希望の飲食店様（1 店舗）を選択して頂きます。食事券の利用期
間「有効期限：2020 年 6 月 15 日〜2020 年 12 月 14 日」予定
※発送の手配等は全て「のだ食サポ！実行委員会」で行います。
■支援金についての各店舗分配方法
①「食事券を事前購入」で支援（店舗を指定して応援）された支援金については、プロジェ
クト終了後、指定された各飲食店へご入金。
②「食事券購入なし」で支援（野田市の飲食店参加店舗全体の応援）された支援金について
は、プロジェクト終了後、支援金額合計から諸経費等を差し引いて均等に分け、参加店へ
分配します。また、10%のリターン分等の経費等に一部活用させて頂きます。
※支援金入金の際に、クラウドファンディング入金手数料５％を控除させていただきます。
■プロジェクト内容
「新型コロナウイルスを吹き飛ばせ！千葉県野田市の飲食店を応援しよう！」
「のだ食サポ！」～野田市の飲食店サポートプロジェクト～
プロジェクト概要
・掲載サイト CAMPFIRE
・目標金額

3,000,000 円

・期

間

2020 年 4 月 22 日開始予定

・期

間

36 日

～クラウドファンティング支援者～
【応援の方法】応援の仕方は 2 通り
①「食事券を事前購入」で支援（店舗を指定して応援）
②「食事券購入なし」の支援（野田市の飲食店参加店舗全体の応援）
①「食事券を事前購入」で支援の場合
3,000 円、5,000 円、10,000 円の３種類
・3,000 円→ご希望の野田市内飲食店お食事券 3,300 円分
・5,000 円→ご希望の野田市内飲食店お食事券 5,500 円分
・10,000 円→ご希望の野田市内飲食店お食事券 11,000 円分
※応援する飲食店を指定して食事券を購入。
※食事券有効期限：2020 年 6 月 15 日〜2020 年 12 月 14 日
※お食事券は、500 円券や 1,000 円券等、利用しやすい組み合わせでお届けする。
※会計時お釣りは出ない。
※購入した店舗で食事券の使用が出来ない事情が出来た場合は、購入店舗と相談の上、店舗
を支援する支援金とさせていただきます。
※万が一「都市封鎖」級の事態になった際は、食事券相当の商品を参加店舗からお送り頂く
(応援店舗とは限らない)可能性もある。
②「食事券購入なし」の支援（野田市の飲食店参加店舗全体の応援）
5,000 円、10,000 円、30,000 円、50,000 円、100,000 円、300,000 円、500,000 円の７種類
・ 5,000 円→HP などにて支援者様のご紹介
・10,000 円→HP などにて支援者様のご紹介
・30,000 円→野田商工会議所(欅のホール入口掲示板)及び HP などにて支援者様のご紹介
・50,000 円→野田商工会議所(欅のホール入口掲示板)及び HP などにて支援者様のご紹介
・100,000 円→野田商工会議所(欅のホール入口掲示板)及び HP などにて支援者様のご紹介
とオリジナルボールペン１本＋オリジナルステッカー
・300,000 円→野田商工会議所(欅のホール入口掲示板)及び HP などにて支援者様のご紹介
とオリジナルボールペン２本＋オリジナルステッカー
・500,000 円→野田商工会議所(欅のホール入口掲示板)及び HP などにて支援者様のご紹介
とオリジナルボールペン３本＋オリジナルステッカー
（補足）支援者の方は、プロジェクト終了後、支援金が口座から引き落とされる際、引き落
としの諸経費として別途（200 円＋税）がかかります。

【スケジュール（予定）
】
・4 月 22 日（水）クラウドファンディングスタート
・5 月 27 日（水）クラウドファンディング 終了
・6 月 3 日（水）～6 月 12 日（金）購入者へお食事券発送
・7 月 1 日（水）～7 月 8 日（水）各店舗へ支援金入金
※支援金入金の際に、手数料５％と振込手数料を控除させていただきます。
・6 月 15 日（月）～12 月 14 日（月）購入者が食事券を各飲食店で利用
【参加店舗募集スケジュール（予定）】
4 月 16 日(木曜日) 参加飲食店公募開始
4 月 18 日(土曜日) 参加飲食店第 1 次募集締切⇒特設サイトオープン時に掲載
4 月 21 日(火曜日) 参加飲食店第 2 次募集締切
4 月 22 日(水曜日) クラウドファウンディングスタート
（食事券購入特設サイトオープン）
4 月 28 日(火曜日)参加飲食店第 3 次募集締切
5 月 1 日(金曜日)参加飲食店第 4 次募集締切（参加飲食店募集終了）
5 月 27 日（水）クラウドファンディング 終了

のだ食サポ！プロジェクト飲食店参加申込書

・店舗名

・担当者名

・電話番号（必ず連絡がつく番号をご記入下さい）

・メールアドレス

・ホームページアドレス（食べログ等も可）

・店舗から応援者へのメッセージ（50 文字以内）
※メッセージはクラウドファンディングのページ内に掲載させていただきます。

こちらの用紙にご記入いただき、ＦＡＸ若しくはメールにてお送り下さい。
送信先 FAX 04-7197-6933

E-mail

miyazaki@fureai.or.jp

