
Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業について

事業概要

名称 Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業

発行総額 250億円

発行数 200万冊

プレミアム率 25％

販売単価
1冊12,500円分を10,000円で販売 (プレミアム2,500円)
1人1回あたり20,000円まで購入可能

1冊の内容 500円券×7枚、1,000円券×9枚／12,500円 計16枚

販売期間

第1期 一般（ＷＥＢ）令和2年10月 7日（水）12：00～令和2年10月11日（日）23：59
（10万枚セット）

第2期 一般（ＷＥＢ）令和2年10月15日（木）12：00～令和2年10月22日（木）23：59
（30万枚セット）

第3期 一般（ＷＥＢ）令和2年10月27日（火）12：00～令和2年11月15日（日）23：59
（40万枚セット）

第4期 一般（ＷＥＢ）令和2年11月16日（月）12：00～令和2年12月13日（日）23：59
（70万枚セット）

第5期 一般（ＷＥＢ）令和2年12月14日（火）12：00～令和3年 1月31日（日）23：59
（50万枚セット）

*第4期、第5期の販売枚数は予定

利用期間 令和2年10月14日（水）9：00 ～ 令和3年3月31日（水）23：59

販売方法

①専用WEBサイトにて食事券を申込み。
②購入者にはメールで引換票番号を付与。
③ファミリーマート店頭にあるチケット購入端末（Famiポート）にて引換券を発券。
④レジにて決済。
⑤食事券受け取り。

販売場所
大阪府内のファミリーマート 1,366店舗（2020年7月31日現在）
ファミリーマート店頭にあるチケット購入端末（Famiポート）にて販売

利用可能
店舗

事前に申込された大阪府内の飲食店

コールセン
ター

Go To Eat大阪キャンペーン プレミアム食事券事業に関する質問は、コールセンターへ（9月23日（水）
14：00~ ）電話番号 0570-666-609 平日 10：00-17：00
（土・日・祝休業、年末年始12月28日（月）～1月3日（日）休業）

（一般消費者向け概要）

受付期間 発券開始日 発券終了日 在庫振分

第1期

販売

10月7日（水）12:00～

10月11日（日）23:59

10 月 14 日 （ 水 ） 9:00

以降
10月23日（金）23:59 10万セット

第2期

販売

10月15日（木）12:00～10月

22日（木）23:59

10 月 17 日 （ 土 ） 9:00

以降・予約中1日後
11月2日（月）23:59 30万セット

第3期

販売

10月27日（火）12:00～11月

15日（日）23:59

10 月 29 日 （ 木 ） 9:00

以降・予約中1日後
11月26日（木）23:59 40万セット

第4期

販売

11月16日（月）12:00～12月

13日（日）23:59

11 月 18 日 （ 水 ） 9:00

以降・予約中1日後
12月24日（木）23:59 70万セット

第5期

販売

12月14日（月）12:00～2021

年1月31日（日）23:59

12 月 16 日 （ 水 ） 9:00

以降・予約中1日後

2021年2月11日（木・祝）

23:59
50万セット



１ 事業目的
新型コロナウイルス感染症の拡大は、観光需要の低迷や、外出の自粛等の影響により、地域の多様な産業に

対し甚大な被害を与えている。
このため、新型コロナウイルス感染症の流行の収束状況を見極めつつ、甚大な影響を受けている大阪府内の

飲食業を対象とし、期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーンを講じる。

２ Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業の概要
（１）名 称 Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業
（２）発 行 総 額 250億円
（３）発 行 数 200万セット
（４）プレミアム率 25％
（５）販 売 単 価 １セットにつき12,500円分を10,000円で販売（プレミアム2,500円）

1人1回あたり20,000円（2セット）まで購入可能
（６）１セット の内 容 500円券X7枚、1,000円券X9枚/12,500円 計16枚
（７）販売期間 10/7(水)～WEBにて事前受付開始

10/14(水)～販売開始
（８）利 用 期 間 令和2年10月14日（水）～令和3年3月31日（水）
（９）販 売 方 法 ①専用WEBサイトにて食事券を申込み。

②購入者にはメールにて引換票番号を付与
③ファミリーマート店頭にあるチケット購入端末（Famiポート）にて引換券を発券。
④レジにて支払い。
⑤食事券受け取り。

（10）販 売 場 所 ファミリーマート店舗にて
参考：大阪府内1,366店舗 (2020年7月31日現在)
ファミリーマート店頭にあるチケット購入端末（Famiポート）にて販売

（11）利用可能店舗 大阪府内の飲食店（エントリー制）

事業概要

Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業について

加盟飲食店舗登録から精算までの流れ

加盟飲食店舗登録申請
原則オンラインで登録申請をお願いいたします。郵送申請も可能

マニュアル・スターターキットの受け取り
スターターキットには食事券見本・ステッカー等が入っています。

ステッカー掲示等の事前準備

感染症対策ガイドラインの遵守を宣言するステッカー等を掲示していただきます。

大阪プレミアム食事券取扱開始
利用エリア、有効期間等をご確認ください。

精算センターより登録口座へ振込
締め日から約一か月で指定の口座へ振り込みます。

QRコードの読み取りの場合、月2回程度の振込実施予定

換金方法は2種類①受け取った食事券をQRコードで読取

②受け取った食事券と必要書類を専用封筒で郵送

郵送料の負担なし！
※①受け取った食事券はQRコード読取をもって自動的に換金請求されます）

手順
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受け取った食事券の換金請求

手順
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主な参加条件

●日本標準産業分類「76飲食店」に該当する飲食店
⇒店内飲食をメインとしないもの
（宅配ピザ屋などのデリバリー専門店、持ち帰り専門店、移動販売店舗（キッチンカー）
、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など）は「76飲食店」に該当せず、
対象外。

●飲食店であっても、客への接待・遊興などを伴う飲食店※は除外
⇒キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック・料亭（接待を伴うもの）
は対象外。
※風営法の「接待飲食等営業」、「特定遊興飲食店営業」に該当する飲食店。

食堂、レストラン、専門料理店（日本
料理など）、そば・うどん店、酒場、
ビヤホール、喫茶店、オーセンティック
バー

対象飲食店
デリバリー専門店、持ち帰り専門店、
移動販売店舗（キッチンカー）、カラオケ
ボックス、キャバクラ、ショーパブ、ガールズ
バー、ホストクラブ、スナック・料亭（接待
を伴うもの）

対象外

プレミアム食事券を受け取る時の主な注意事項

手順
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●9月23日（水）14:00～ 大阪観光局ホームページバナーより
登録申請可能

●郵送での申請をご希望で、申請書類の様式が必要な場合
Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券 コールセンターへご連絡
ください。
TEL：0570‐666‐609 ※9/23(水)14:00以降開設

●食事券裏面に加盟飲食店舗印が押されていないことをご確認ください。
●食事券が切り離されていないかをご確認ください。
●食事券には、偽造防止加工が施されています。
受け取る前に偽造等されていないかをご確認ください。
必要に応じて食事券の見本券と比較してください。

申請方法

（飲食店舗向け概要）



全体管理サポート プロモーション

加盟飲食店舗 受付・管理

報告

GoToEat大阪キャンペーン プレミアム食事券事業事務局
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加盟店舗募集
スタートキット送付

食事券購入サイト 受付・管理

加盟店舗登録
（ポータルサイト上にて）

メールにて引換番号を送付購入サイトにて申込

食事券を発行

購入・食事券発行

食事の提供

食事券の使用

購入データ
報告

販売管理
（在庫委託）

使用済
食事券郵送

仕分け作業

QRコード読込

精算データ作成

データ連携

使用済商品券
廃棄処理

問い合わせ

金融機関

換金（振込）

ORコードにて
読み取り

下記いずれかの方法にて対応
①QRコードを店頭で読み込み
②半券を精算センター郵送

Go To Eat 大阪キャンペーン プレミアム食事券事業フロー図 （参考）



ホームページにて予約～ファミリーマートでの代金支払い・受取り

ホームページ等

食事券受領後、加盟飲食店舗にて食事券をご利用

ホームページ等

食事券の販売について（購入の流れ）

①ふれる
メニューボタンの中から“Go 
To EAT”のサービスボタンを
タッチすると、お申込み開始と

なります。

②入力する
お申込内容が正しければ、
「確認」または「発券」ボタンを

タッチします。

③申込券の受取
FamiポートからFamiポート
申込券(レシート)が発行され
ます。レシートに記載されたお
申込内容と印刷枚数をお確
かめください。

④レジで支払う
レジにFamiポート申込券を
お持ちください。

⑤お渡し
Go To Eat キャンペーン食
事券をお渡しいたします。
＊枚数・内容は今一度お客
様自身でお確かめください

ファミリーマートでの購入手順

ファミリーマートでの購入手順

食事券申込みサイト


