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【キャンペーンの概要】
・
「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」の認証店舗及び事前に参加申請をした「ふじの
くに安全・安心認証（飲食店）制度」の認証店舗（以下、認証店舗）で飲食をした際に
支払った額と同額（ただし、1 回の飲食で 50,000 円が限度額）をキャッシュバックする
キャンペーンです。
・支払った額を証明できるもの（レシート、領収書等）と店舗で配布する「応募カード」
を添付して応募いただきます。
・キャンペーン期間中、毎日抽選で 400 組の当選者を決定します。
・期間終了後、応募時のアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で 1,000 名様に
「浜松・浜名湖のカタログギフト〜浜名湖だより(税込 5,500 円)」をプレゼントします。
【応募条件】
・認証店舗内で飲食をした個人又はグループに対し、支払った飲食代をキャッシュバック
します。
・1 回の飲食（1 会計）につき 1 応募が可能です。
・1 応募の当選金の上限は 50,000 円とします。
・キャンペーン期間中であれば何度でも応募可能ですが、同一のレシート、領収書等で複
数回応募することはできません。
・18 歳未満の方が応募者となることはできません。
（グループ内に 18 歳未満の方が混在す
ることは可能です。
）
・浜松市が行う「先払いチケットによる飲食店支援＝さきめし」での支払いや、GoTo トラ
ベルの地域共通クーポン、GoTo イートの食事券を使った支払い、静岡県の「バイシズオ
カ地域クーポン」での支払いについては、キャンペーンの対象となりません。また、そ
れらと現金払い等との併用で支払ったものについても全額対象外です。
・認証店舗からのデリバリーやテイクアウトについてもキャンペーンの対象となりません。
・認証店舗にて、商品券や電子マネーへのチャージなど金券の類を購入した代金はキャン
ペーンの対象となりません。
・企業や個人事業主が経費として支払ったもの等についても全額対象となりません。また、
認証店舗の経営者やその家族等が自店で支払ったものについても全額対象となりません。
・暴力団員その他それに準ずるものは応募できません。その他、本要項に定めのない事項
については、浜松市補助金交付規則（昭和 55 年浜松市規則第 17 号）の例によります。
・応募された場合は、本要項に同意したものとみなします。

【応募方法】
・キャンペーン期間中、
「はままつ安全・安心な飲食店認証」店舗内及び参加申請をした「ふ
じのくに安全・安心（飲食店）認証」店舗内で飲食をした際、支払いの時にレシート、
領収書等と応募カードを受け取ってください。
・レシート、領収書等と応募カードを並べて同時撮影した写真データをご用意ください。
（レ
シート、領収書等は①利用店舗名、②利用日時、③支払い金額がはっきり写っているこ
と。応募カードに記載されている「店番」がはっきり写っていること。
）
・応募カードの裏面の QR コードをスマートフォン等で読み込み、応募フォームから応募い
ただきます。（https://adk-event.com/hamamatsu-cb2021/）その際、添付資料（対象期
間内に認証店舗を利用したことを証明する資料）として、上記写真データが必要です。
（応
募フォームにアップロードしてください）
・応募フォームには、利用状況のほか、郵便番号、住所、氏名（漢字、フリガナ）
、生年月
日、連絡先（e-mail、電話）をご入力いただきます。なお、氏名については、当選時に
ご登録いただく振込口座の名義と同一のものとし、相違が発覚した場合は、当選を取り
消します。
・インターネット環境が無い方のみ、郵送での応募を受け付けます。必要事項として、郵
便番号、住所、氏名（漢字、フリガナ）、生年月日、連絡先（e-mail、電話）
、利用した
認証店舗名、利用日をご記入いただき（様式は任意）
、支払いを証明できるもの（レシー
ト、領収書等の原本もしくは写し）と応募カード（原本）を同封のうえ、
【第 3 弾】1 億
円キャッシュバックキャンペーン運営事務局（詳細下記）までお送りください。
（郵送料
は応募者負担。応募期間内必着。消印無効。
）なお、応募の際にご同封いただいた書類、
レシート、領収書等の全ては返却できませんのでご了承ください。
≪宛先≫
〒430-0929 静岡県浜松市中区中央 2‐10‐1 浜松青色会館 5 階
（株）中日アド企画 東海支社内
【第 3 弾】1 億円キャッシュバックキャンペーン運営事務局
（土日祝日、1/3（月）を除く）
期間：令和 3 年 11 月 22 日（月）〜令和 4 年 1 月 24 日（月）

電話：053-452-0556
受付時間：平日 10:00〜17:00
【キャンペーン期間】
・対象期間
令和 3 年 12 月 1 日(水) 0：00 〜 12 月 31 日(金) 23：59
ただし応募期間は 12 月 1 日(月) 9：00 〜 1 月 5 日(水) 23：59 まで
（郵送の場合の応募期間は 〜 1 月 5 日(水) 必着／消印無効）
※期間の途中でも予算に達した時点でキャンペーン終了となります。

【抽選及び当選発表】
・応募期間中、毎日受け付けし、締め切ります。翌日、厳正な抽選（抽選システムによる
ランダム抽選）の上、当選者 400 人を決定します。
（ただし、郵送で応募の場合は土日祝
日の受付は行いません。また運営事務局への持参は受け付けておりません。
）なお、最終
抽選は 12 月 31 日(金)〜1 月 5 日(水)までの分を 1 月 6 日(木)にまとめて抽選します。
・当選者には、1 週間以内に郵送で通知いたします。
（1 月 6 日(木)抽選分は除く）
・当選発表は当選者にのみにご連絡いたします。また、審査、当選に関わるお問い合わせ
は一切お受けできませんので、ご了承ください。
・当選通知が宛所不明等で届かなかった場合は当選が無効となりますのでご了承ください。
・当選通知は再送できませんのでご了承ください。当選通知を紛失した場合は無効となり
ますので、ご注意ください。
・当選通知内に記載されている期間内に、当選通知内の URL より当選者用入力フォームへ
アクセスし、必要な情報（振込先口座情報等）を入力の上ご登録いただくと「当選確定」
となります。
（令和 4 年 1 月 24 日(月)までに入力フォームに入力がない場合や、内容に
不備のある場合には当選権利が無効となりますのでご注意ください。
）また、郵送でのご
登録を希望される場合は、通知内の「振込口座情報登録」欄にご記入のうえ、指定の期
日までに運営事務局宛ご返送ください。
（郵送料は応募者負担。指定期日内必着。消印無
効。
）
・振込口座は、国内の普通口座のみ指定可能です。なお、会社名義、屋号名義等へのお振
込みはできません。
・期間中複数回当選された場合において、当選情報の引き継ぎはいたしません。必要な情
報（振込先口座情報等）の入力は、当選ごとに必要となります。
・記入内容に不備・誤り・虚偽等があった場合、応募・当選を無効とさせていただくこと
があります。
・運営事務局より、当選者に対して口座の暗証番号やクレジットカードの暗証番号等をお
伺いすることはありません。
【注意事項】
・所定の応募方法以外での応募は受け付けません。
・本キャンペーン応募要項に反する不正な応募（架空・他者へのなりすまし等）があった
場合、運営事務局にて予告なしに応募、当選を無効とさせていただく場合があります。
・以下の場合はいずれも応募及び当選が無効となりますのでご注意ください。


応募条件を満たしていない場合。



レシート、領収書等の画像に改ざんが認められた場合。



レシート、領収書等の内容が判読できない場合。



不正に取得したレシート、領収書等で応募された場合。



応募カードが写真に写っていなかった場合。



同一のレシート、領収書等で複数回応募された場合。



応募内容に記入漏れ又は不備があった場合。



当選者が長期不在、又は連絡不能の場合。



当選通知が届かず、返送された場合。



当選者と口座の名義が一致しない場合。



指定の期日までに当選者が必要情報を申請しなかった場合。



当選者の必要情報に不備があり、運営事務局の連絡にも応じなかった場合。



その他、浜松市が不正と判断した場合。

・応募の際にかかる通信料、郵送料などは、応募者の負担とさせていただきます。
・通信の際の接続トラブルにつきましては、責任を負いかねます。
・対象期間内での認証店舗内の利用が確認できないレシート、領収書等ではご応募頂けま
せん。
・グループで利用した際に代表して応募される方は、グループ内で同意を得てからご応募
ください。
・クレジットカードでお支払いの場合は、カード情報部分を切り取り、お買い上げ情報が
記載された部分のみを添付してください。尚、カード情報が記載されたままご応募いた
だいた場合でも、その情報は個人情報と同様に管理を行います。
・キャッシュバックは浜松市（会計課）からご指定の口座に振り込みます。なお、応募者
以外の方の口座の指定や複数口座の指定はできません。支払い日は口座情報を取得して
から 1 カ月以内が目安です。
・当選権利の譲渡はできません。
・お預かりした個人情報は、運営事務局が適切に管理し、応募資格の確認、当選通知の発
送、支払い先口座の確認、お問い合わせ等に利用いたします。また、キャンペーンによ
る効果測定等の目的で、個人を特定しない統計情報としても活用いたします。その他ご
記入いただいた内容につきましては、個人を特定しない情報として今後の企画立案に利
用させていただきます。なお、応募者の個人情報を、応募者の同意なしに業務委託先以
外の第三者に開示・提供することはございません。
（法令等により開示を求められた場合
を除く。
）
・上記を含む個人情報の取り扱いに関しては、浜松市個人情報保護条例に基づいて実施い
たします。
・当選確定し、振り込み後、応募内容に不正が発覚し、無効になった場合は、浜松市補助
金交付規則の規定の例により、全額浜松市に対し当選金の返金及び加算金の支払いをし
ていただきます。
・想定を超えて来店があったことにより、認証店舗で応募カードが不足し、配布できなく
なった場合は、キャンペーン期間中であっても一時的、又は残りの全期間で当該店舗が
キャンペーン対象店舗から除外されることがあります。
・本事業に関して、浜松市が必要と判断した場合には、事前に何ら通達なく事業を中止す

ることがあります。その場合の飲食代の補償は一切いたしません。
・当選額が予算額に達した場合は、期間内であっても、予告なくキャンペーンを終了いた
します。
【お問い合わせ】
〒430-0929 静岡県浜松市中区中央 2‐10‐1 浜松青色会館 5 階
（株）中日アド企画 東海支社内
【第 3 弾】1 億円キャッシュバックキャンペーン運営事務局
（土日祝日、1/3（月）を除く）
期間：令和 3 年 11 月 22 日（月）〜令和 4 年 1 月 24 日（月）

電話：053-452-0556
受付時間：平日 10:00〜17:00

