
現在キャッシュレス 

決済を導入している 

□はい □いいえ

やお買い物まつり 参加申込書 

※ご記入いただいた内容について、八尾商業まつり開催実行委員会並びに八尾商工会議所からの各種連絡・事業 PR等の情報提供のために利用することがあります。

八尾商業まつり開催実行委員会 事務局（八尾商工会議所） 

     ＦＡＸ：072-922-8828 MAIL：shinkou_g@yaocci.or.jp 
郵送される場合は 〒581-0006 八尾市清水町 1-1-6 八尾商工会議所宛 

事業所名 

チラシ掲載用
店舗名【必須】

※事業所名とは別に店舗名等がある場合はご記入ください。広報用チラシに掲載します。

チラシ掲載用
所在地【必須】

（〒 － ） 

チラシ掲載用
ＴＥＬ【必須】 （ ） － □チラシに TELの記載を希望されない場合☑をご記入ください。 

業  種 

【必須】 

□１．グルメ（飲食）※カフェ、ラーメン店、居酒屋 etc.

□２．ショッピング（食料品小売）※パン屋、精肉店、鮮魚店、青果店、コンビニ etc.

□３．ショッピング（生活品等小売）※寝具販売、自転車販売、電器店、インテリア雑貨販売 etc.

□４．ファッション（美容・理容）※美容院、理髪店、エステ etc.

□５．ファッション（服飾販売）※ブティック、紳士服・婦人服販売 etc.

□６．ライフ（生活サービス、娯楽等）※整骨院、薬局、スポーツジム、クリーニング店、浴場 etc.

キャッチコピー

（20文字程度）

【必須】 

1 10 20

（飲食店の例：旬の魚介類や地酒を豊富に取り揃えた居酒屋） 

□前回参加店舗でキャッチコピーの変更がない場合は☑をご記入ください。

テイクアウト・
デリバリーの対応 

□テイクアウト □デリバリー □対応していない ※広報用チラシに掲載します。

最 寄 駅 

近鉄 ＪＲ 地下鉄 

□久宝寺口 □近鉄八尾 □河内山本

□高安 □恩智 □服部川

□信貴山口

□久宝寺

□八尾

□志紀

□八尾南

※店舗から直線距離で最も近い駅に☑してください。広報用チラシにエリア別で記載する際の参考にします。
※町名や周辺店舗等を考慮して、申告いただいた最寄駅とは違うエリアに分類される場合があります。

代 表 者 担 当 者 

所 在 地 
（〒 － ） 

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） 

メールアドレス ＠ 
八尾商工会議所メールマガジン ⇒ 要 □ ・ 不要 □

スクラッチくじ
申込枚数

＠５円 × （ ）００枚 ＝ 円 ※１００枚１セット

店舗イベント開催 □開催予定である □開催する予定はない ※中面の開催概要で詳細をご覧ください

開催内容 
（例：ハズレ券５枚でドリンク１杯サービス） 

各補助金への 
申請意向 

①感染防止対策補助金 □申請する □申請見込み □申請しない

②キャッシュレス化推進補助金（いずれか１つ）

・キャッシュレス決済手数料補助 □申請する □申請見込み □申請しない

・新規導入補助 □申請する □申請見込み □申請しない

③新規創業補助金 □申請する □申請見込み □申請しない

申込先

コロナに負けず 

イメージキャラクター

第22回やお買い物まつり 

主  催 八尾商業まつり開催実行委員会（事務局 八尾商工会議所） 

開催期間 2020年12 月1 日(火)～12月 27 日(日)

※当選金券使用期間 2020年 12月 1日(火)～12月 31日(木)

参加店舗にはコロナに負けない
店舗づくりを支援します︕︕

コロナに負けず 

八尾商工会議所会員以外の店舗もご参加いただけます！  

【八尾市商売繁盛支援事業】 

  やお買い物まつり 参加申込書 FAX 072-922-8828 

※ご記入いただいた内容について、八尾商業まつり開催実行委員会並びに八尾商工会議所からの各種連絡・事業 PR等の情報提供のために利用することがあります。

八尾商業まつり開催実行委員会 事務局（八尾商工会議所） 

     ＦＡＸ：072-922-8828 MAIL：shinkou_g@yaocci.or.jp 
郵送される場合は 〒581-0006 八尾市清水町 1-1-6 八尾商工会議所宛 
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チラシ掲載用
店舗名【必須】

※事業所名とは別に店舗名等がある場合はご記入ください。広報用チラシに掲載します。

チラシ掲載用
所在地【必須】

（〒 － ） 

チラシ掲載用
ＴＥＬ【必須】 （ ） － □チラシに TELの記載を希望されない場合☑をご記入ください。

業  種 

【必須】 

□１．グルメ（飲食）※カフェ、ラーメン店、居酒屋 etc.

□２．ショッピング（食料品小売）※パン屋、精肉店、鮮魚店、青果店、コンビニ etc.

□３．ショッピング（生活品等小売）※寝具販売、自転車販売、電器店、インテリア雑貨販売 etc.

□４．ファッション（美容・理容）※美容院、理髪店、エステ etc.
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【必須】 

1 10 20

（飲食店の例：旬の魚介類や地酒を豊富に取り揃えた居酒屋） 

□前回参加店舗でキャッチコピーの変更がない場合は☑をご記入ください。

テイクアウト・
デリバリーの対応 

□テイクアウト □デリバリー □対応していない ※広報用チラシに掲載します。

最 寄 駅 

近鉄 ＪＲ 地下鉄 

□久宝寺口 □近鉄八尾 □河内山本

□高安 □恩智 □服部川

□信貴山口

□久宝寺

□八尾

□志紀

□八尾南

※店舗から直線距離で最も近い駅に☑してください。広報用チラシにエリア別で記載する際の参考にします。
※町名や周辺店舗等を考慮して、申告いただいた最寄駅とは違うエリアに分類される場合があります。

代 表 者 担 当 者 

所 在 地 
（〒 － ） 

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） － 

メールアドレス ＠ 
八尾商工会議所メールマガジン ⇒ 要 □ ・ 不要 □

スクラッチくじ
申込枚数

＠５円 × （ ）００枚 ＝ 円 ※１００枚１セット

店舗イベント開催 □開催予定である □開催する予定はない ※中面の開催概要で詳細をご覧ください

開催内容 
（例：ハズレ券５枚でドリンク１杯サービス） 

八尾市商売繁盛支

援事業申請の意向 
申請する ・ 申請するかもしれない ・ 申請しない 

申込先

イメージキャラクター

やおっち®

第22回やお買い物まつり 

主  催 八尾商業まつり開催実行委員会（事務局 八尾商工会議所） 

開催期間 2020年12 月1 日(火)～12月 27 日(日)

※当選金券使用期間 2020年 12月 1日(火)～12月 31日(木)

特別企画

参加店舗にはコロナに負けない
店舗づくりを支援します!!

【八尾市商売繁盛支援事業】

コロナに負けず

参加店舗募集案内

商 売 繁 盛 !

参加店舗募集案内
八尾商工会議所会員以外の店舗もご参加いただけます！



開催期間中に各参加店舗でのイベント開催をおすすめしています。 

店舗イベント開催により、やお買い物まつりとの相乗効果で更なる集客が期待できます。 

イベント内容は特設ＨＰにて公開・広報しますので、この機会にぜひ店舗イベントを開催して八尾市内をより盛

り上げましょう！

■はずれ抽選券５枚でワンドリンクサービス（飲食店）

■粗品プレゼント（小売店） ■バーゲンセールの開催（小売店）

■はずれ抽選券１枚につきポイントカード１つ押印（サービス業）

■新聞折込チラシ

新聞折込チラシに全参加店舗名・住所・電話番号・業種(キャッチコピー)等

を記載。八尾市内全戸約 100,000世帯に配布します。

（2020年 12月予定）

■八尾市公共施設・自治体掲示板へのポスター掲示

■市政だより掲載（2020年 12月号予定）

■八尾商工会議所 会報誌・ホームページ・メルマガ

■J:COMかわち局／FMちゃお／新聞社へのプレスリリース 等

やお買い物まつりに参加される店舗は以下の補助金に申請できます！ 

※1．詳細は別紙チラシ、当所ホームページをご覧ください。
[八尾商工会議所] https://www.yaocci.or.jp/event/yao-kaimonobosyu.html 

※2．申請には条件・審査がございます。

 

●スクラッチくじ購入
2020年

11 月12 日(木)～11 月20 日(金)※予定

（販売場所：八尾商工会議所) 

八尾市全域の商業イベント︕あなたのお店も参加しませんか︕ 
 今年の「やお買い物まつり」はいつもとちょっと違います。八尾の商業を盛り上げるだけでは 
ありません。Withコロナ・Afterコロナの時代でも、お客様に楽しくお買い物をしていただきたい…。 

そんな思いを持つ参加店舗の「新しい生活様式」を取り入れたお店づくりを応援します。 
たくさんのお店の参加をお待ちしています。 

イベント例

開催概要

①八尾市全域に広報します！

③相乗効果！店舗イベントでまつりを盛り上げよう！

 

スクラッチくじで当たる賞品

④参加店の声

店舗の感染防止対策に要した費用の一部を補助 

2020年 4月 1日以降に創業された方を対象に補助 

キャッシュレス決済を既に導入、もしくは新規で導入する店舗を対象に

決済手数料の補助や新規導入の補助 

やお買い物まつりへの 

参加が絶対条件！ 

 
 

②コロナに負けない店舗づくりを支援！（八尾市商売繁盛支援事業）

●参加申込書の提出期間
2020年

９月１日(火)～１０月２３日(金)

（提出先：八尾商工会議所） 

スケジュール

※店舗においては、感染防止対策の取り組みをお願いいたします。 

従来 1枚につき 10円ご負担いただいてい

た「スクラッチくじ」を、今年は 1枚につ

き５円で参加いただけます。 

（100枚単位でお申込み） 
※八尾市商売繁盛支援事業による半額補助

八尾商業まつり開催実行委員会の発行す

る「スクラッチくじ」を事前に購入いた

だき、貴店で提供されている商品やサー

ビスの購入金額に応じて、消費者に「ス

クラッチくじ」を進呈してください。

（例：1,000円につき 1枚）

八尾市内で商業店舗を営んでいること。

店舗の大小は問いません。 
参加

資格

参加

負担

実施

方法

10,000円金券・・・ 50本 

1,000円金券・・・ 500本 

500円金券・・・ 2,000本 

100円金券・・・80,000本 
※当選本数はスクラッチくじ発売数に応じて変更する場合があります。

[ 商売繁盛賞 ] 

20,000円金券・・・50本 

5000円金券・・・100本 

100円金券・・・45,000本 

賞品金額1,600 万円！ 

当選本数120,000 本以上！

今年はさらに！ 

●スクラッチくじ配布
2020年

１２月1 日(火)～１２月２７日(日)

●スクラッチカード使用可能期間

2020年 

１２月1日(火)～１２月３１日(木) 

※消費者は「スクラッチくじ」の当選券を金券として

ご使用いただくことができます。売上として受け取

った金券は下記の換金期間内に八尾商工会議所で現

金に換金させていただきます。

昨年より実施期間＋６日 
多くスクラッチくじを購入することをおすすめします 

●お客さんと会話のネタになり楽しくコミュニケーションをとることができました。
●新規顧客の来店で効果を感じました。
●お客さんが喜ぶので満足しています。
●はずれ券を一定集めて持参いただいた方に、自店で使えるチケットなどをプレゼントしました。

 ９０％以上の参加店舗が継続参加を希望！！

●受け取った当選金券の換金期間

2021年１月１３日(水)～１月２９日(金)

【参加のメリット】

開催期間中に各参加店舗でのイベント開催をおすすめしています。 

店舗イベント開催により、やお買い物まつりとの相乗効果で更なる集客が期待できます。 

イベント内容は特設ＨＰにて公開・広報しますので、この機会にぜひ店舗イベントを開催して八尾市内をより盛

り上げましょう！

■はずれ抽選券５枚でワンドリンクサービス（飲食店）

■粗品プレゼント（小売店） ■バーゲンセールの開催（小売店）

■はずれ抽選券１枚につきポイントカード１つ押印（サービス業）

■新聞折込チラシ

新聞折込チラシに全参加店舗名・住所・電話番号・業種(キャッチコピー)等

を記載。八尾市内全戸約 100,000世帯に配布します。

（2020年 12月予定）

■八尾市公共施設・自治体掲示板へのポスター掲示

■市政だより掲載（2020年 12月号予定）

■八尾商工会議所 会報誌・ホームページ・メルマガ

■J:COMかわち局／FMちゃお／新聞社へのプレスリリース 等

やお買い物まつりに参加される店舗は以下の補助金に申請できます！ 

※1．詳細は別紙チラシ、当所ホームページをご覧ください。
[八尾商工会議所] https://www.yaocci.or.jp/event/yao-kaimonobosyu.html 

※2．申請には条件・審査がございます。
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たくさんのお店の参加をお待ちしています。 

イベント例
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③相乗効果！店舗イベントでまつりを盛り上げよう！
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店舗の感染防止対策に要した費用の一部を補助 

2020年 4月 1日以降に創業された方を対象に補助 

キャッシュレス決済を既に導入、もしくは新規で導入する店舗を対象に

決済手数料の補助や新規導入の補助 

やお買い物まつりへの 

参加が絶対条件！ 

 
 

②コロナに負けない店舗づくりを支援！（八尾市商売繁盛支援事業）

●参加申込書の提出期間
2020年

９月１日(火)～１０月２３日(金)

（提出先：八尾商工会議所） 
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※店舗においては、感染防止対策の取り組みをお願いいたします。 

従来 1枚につき 10円ご負担いただいてい

た「スクラッチくじ」を、今年は 1枚につ

き５円で参加いただけます。 

（100枚単位でお申込み） 
※八尾市商売繁盛支援事業による半額補助

八尾商業まつり開催実行委員会の発行す
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だき、貴店で提供されている商品やサー

ビスの購入金額に応じて、消費者に「ス

クラッチくじ」を進呈してください。

（例：1,000円につき 1枚）

八尾市内で商業店舗を営んでいること。

店舗の大小は問いません。 
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多くスクラッチくじを購入することをおすすめします 

●お客さんと会話のネタになり楽しくコミュニケーションをとることができました。
●新規顧客の来店で効果を感じました。
●お客さんが喜ぶので満足しています。
●はずれ券を一定集めて持参いただいた方に、自店で使えるチケットなどをプレゼントしました。

 ９０％以上の参加店舗が継続参加を希望！！

●受け取った当選金券の換金期間

2021年１月１３日(水)～１月２９日(金)

【参加のメリット】

開催期間中に各参加店舗でのイベント開催をおすすめしています。 

店舗イベント開催により、やお買い物まつりとの相乗効果で更なる集客が期待できます。 

イベント内容は特設ＨＰにて公開・広報しますので、この機会にぜひ店舗イベントを開催して八尾市内をより盛

り上げましょう！

■はずれ抽選券５枚でワンドリンクサービス（飲食店）

■粗品プレゼント（小売店） ■バーゲンセールの開催（小売店）

■はずれ抽選券１枚につきポイントカード１つ押印（サービス業）

■新聞折込チラシ

新聞折込チラシに全参加店舗名・住所・電話番号・業種(キャッチコピー)等

を記載。八尾市内全戸約 100,000世帯に配布します。

（2020年 12月予定）

■八尾市公共施設・自治体掲示板へのポスター掲示

■市政だより掲載（2020年 12月号予定）

■八尾商工会議所 会報誌・ホームページ・メルマガ

■J:COMかわち局／FMちゃお／新聞社へのプレスリリース 等

やお買い物まつりに参加される店舗は以下の補助金に申請できます！ 

※1．詳細は別紙チラシ、当所ホームページをご覧ください。
[八尾商工会議所] https://www.yaocci.or.jp/event/yao-kaimonobosyu.html 

※2．申請には条件・審査がございます。

 

●スクラッチくじ購入
2020年

11 月12 日(木)～11 月20 日(金)※予定

（販売場所：八尾商工会議所) 

八尾市全域の商業イベント︕あなたのお店も参加しませんか︕ 
 今年の「やお買い物まつり」はいつもとちょっと違います。八尾の商業を盛り上げるだけでは 
ありません。Withコロナ・Afterコロナの時代でも、お客様に楽しくお買い物をしていただきたい…。 

そんな思いを持つ参加店舗の「新しい生活様式」を取り入れたお店づくりを応援します。 
たくさんのお店の参加をお待ちしています。 

イベント例

開催概要

①八尾市全域に広報します！

③相乗効果！店舗イベントでまつりを盛り上げよう！

 

スクラッチくじで当たる賞品

④参加店の声

店舗の感染防止対策に要した費用の一部を補助 

2020年 4月 1日以降に創業された方を対象に補助 

キャッシュレス決済を既に導入、もしくは新規で導入する店舗を対象に

決済手数料の補助や新規導入の補助 

やお買い物まつりへの 

参加が絶対条件！ 

 
 

②コロナに負けない店舗づくりを支援！（八尾市商売繁盛支援事業）

●参加申込書の提出期間
2020年

９月１日(火)～１０月２３日(金)

（提出先：八尾商工会議所） 
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※店舗においては、感染防止対策の取り組みをお願いいたします。 

従来 1枚につき 10円ご負担いただいてい

た「スクラッチくじ」を、今年は 1枚につ

き５円で参加いただけます。 

（100枚単位でお申込み） 
※八尾市商売繁盛支援事業による半額補助

八尾商業まつり開催実行委員会の発行す

る「スクラッチくじ」を事前に購入いた

だき、貴店で提供されている商品やサー

ビスの購入金額に応じて、消費者に「ス

クラッチくじ」を進呈してください。

（例：1,000円につき 1枚）

八尾市内で商業店舗を営んでいること。

店舗の大小は問いません。 
参加

資格

参加

負担

実施

方法

10,000円金券・・・ 50本 

1,000円金券・・・ 500本 

500円金券・・・ 2,000本 

100円金券・・・80,000本 
※当選本数はスクラッチくじ発売数に応じて変更する場合があります。

[ 商売繁盛賞 ] 
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5000円金券・・・100本 

100円金券・・・45,000本 

賞品金額1,600 万円！ 
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今年はさらに！ 
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１２月1 日(火)～１２月２７日(日)

●スクラッチカード使用可能期間
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※消費者は「スクラッチくじ」の当選券を金券として

ご使用いただくことができます。売上として受け取

った金券は下記の換金期間内に八尾商工会議所で現

金に換金させていただきます。

昨年より実施期間＋６日 
多くスクラッチくじを購入することをおすすめします 

●お客さんと会話のネタになり楽しくコミュニケーションをとることができました。
●新規顧客の来店で効果を感じました。
●お客さんが喜ぶので満足しています。
●はずれ券を一定集めて持参いただいた方に、自店で使えるチケットなどをプレゼントしました。

 ９０％以上の参加店舗が継続参加を希望！！

●受け取った当選金券の換金期間

2021年１月１３日(水)～１月２９日(金)

【参加のメリット】



開催期間中に各参加店舗でのイベント開催をおすすめしています。 

店舗イベント開催により、やお買い物まつりとの相乗効果で更なる集客が期待できます。 

イベント内容は特設ＨＰにて公開・広報しますので、この機会にぜひ店舗イベントを開催して八尾市内をより盛

り上げましょう！
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■粗品プレゼント（小売店） ■バーゲンセールの開催（小売店）

■はずれ抽選券１枚につきポイントカード１つ押印（サービス業）
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新聞折込チラシに全参加店舗名・住所・電話番号・業種(キャッチコピー)等

を記載。八尾市内全戸約 100,000世帯に配布します。
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※1．詳細は別紙チラシ、当所ホームページをご覧ください。
[八尾商工会議所] https://www.yaocci.or.jp/event/yao-kaimonobosyu.html 

※2．申請には条件・審査がございます。

 

●スクラッチくじ購入
2020年

11 月12 日(木)～11 月20 日(金)※予定

（販売場所：八尾商工会議所) 

八尾市全域の商業イベント︕あなたのお店も参加しませんか︕ 
 今年の「やお買い物まつり」はいつもとちょっと違います。八尾の商業を盛り上げるだけでは 
ありません。Withコロナ・Afterコロナの時代でも、お客様に楽しくお買い物をしていただきたい…。 

そんな思いを持つ参加店舗の「新しい生活様式」を取り入れたお店づくりを応援します。 
たくさんのお店の参加をお待ちしています。 

イベント例

開催概要

①八尾市全域に広報します！

③相乗効果！店舗イベントでまつりを盛り上げよう！

 

スクラッチくじで当たる賞品

④参加店の声

店舗の感染防止対策に要した費用の一部を補助 

2020年 4月 1日以降に創業された方を対象に補助 

キャッシュレス決済を既に導入、もしくは新規で導入する店舗を対象に

決済手数料の補助や新規導入の補助 

やお買い物まつりへの 

参加が絶対条件！ 

 
 

②コロナに負けない店舗づくりを支援！（八尾市商売繁盛支援事業）

●参加申込書の提出期間
2020年

９月１日(火)～１０月２３日(金)

（提出先：八尾商工会議所） 

スケジュール

※店舗においては、感染防止対策の取り組みをお願いいたします。 

従来 1枚につき 10円ご負担いただいてい

た「スクラッチくじ」を、今年は 1枚につ

き５円で参加いただけます。 

（100枚単位でお申込み） 
※八尾市商売繁盛支援事業による半額補助

八尾商業まつり開催実行委員会の発行す

る「スクラッチくじ」を事前に購入いた

だき、貴店で提供されている商品やサー

ビスの購入金額に応じて、消費者に「ス

クラッチくじ」を進呈してください。

（例：1,000円につき 1枚）

八尾市内で商業店舗を営んでいること。

店舗の大小は問いません。 
参加

資格

参加

負担

実施

方法

10,000円金券・・・ 50本 

1,000円金券・・・ 500本 

500円金券・・・ 2,000本 

100円金券・・・80,000本 
※当選本数はスクラッチくじ発売数に応じて変更する場合があります。

[ 商売繁盛賞 ] 

20,000円金券・・・50本 

5000円金券・・・100本 

100円金券・・・45,000本 

賞品金額1,600 万円！ 

当選本数120,000 本以上！

今年はさらに！ 

●スクラッチくじ配布
2020年

１２月1 日(火)～１２月２７日(日)

●スクラッチカード使用可能期間

2020年 

１２月1日(火)～１２月３１日(木) 

※消費者は「スクラッチくじ」の当選券を金券として

ご使用いただくことができます。売上として受け取

った金券は下記の換金期間内に八尾商工会議所で現

金に換金させていただきます。

昨年より実施期間＋６日 
多くスクラッチくじを購入することをおすすめします 

●お客さんと会話のネタになり楽しくコミュニケーションをとることができました。
●新規顧客の来店で効果を感じました。
●お客さんが喜ぶので満足しています。
●はずれ券を一定集めて持参いただいた方に、自店で使えるチケットなどをプレゼントしました。

 ９０％以上の参加店舗が継続参加を希望！！

●受け取った当選金券の換金期間

2021年１月１３日(水)～１月２９日(金)

【参加のメリット】

開催期間中に各参加店舗でのイベント開催をおすすめしています。 

店舗イベント開催により、やお買い物まつりとの相乗効果で更なる集客が期待できます。 

イベント内容は特設ＨＰにて公開・広報しますので、この機会にぜひ店舗イベントを開催して八尾市内をより盛

り上げましょう！

■はずれ抽選券５枚でワンドリンクサービス（飲食店）

■粗品プレゼント（小売店） ■バーゲンセールの開催（小売店）

■はずれ抽選券１枚につきポイントカード１つ押印（サービス業）

■新聞折込チラシ

新聞折込チラシに全参加店舗名・住所・電話番号・業種(キャッチコピー)等

を記載。八尾市内全戸約 100,000世帯に配布します。

（2020年 12月予定）

■八尾市公共施設・自治体掲示板へのポスター掲示

■市政だより掲載（2020年 12月号予定）

■八尾商工会議所 会報誌・ホームページ・メルマガ

■J:COMかわち局／FMちゃお／新聞社へのプレスリリース 等

やお買い物まつりに参加される店舗は以下の補助金に申請できます！ 

※1．詳細は別紙チラシ、当所ホームページをご覧ください。
[八尾商工会議所] https://www.yaocci.or.jp/event/yao-kaimonobosyu.html 

※2．申請には条件・審査がございます。

 

●スクラッチくじ購入
2020年

11 月12 日(木)～11 月20 日(金)※予定

（販売場所：八尾商工会議所) 

八尾市全域の商業イベント︕あなたのお店も参加しませんか︕ 
 今年の「やお買い物まつり」はいつもとちょっと違います。八尾の商業を盛り上げるだけでは 
ありません。Withコロナ・Afterコロナの時代でも、お客様に楽しくお買い物をしていただきたい…。 

そんな思いを持つ参加店舗の「新しい生活様式」を取り入れたお店づくりを応援します。 
たくさんのお店の参加をお待ちしています。 

イベント例

開催概要

①八尾市全域に広報します！

③相乗効果！店舗イベントでまつりを盛り上げよう！

 

スクラッチくじで当たる賞品

④参加店の声

店舗の感染防止対策に要した費用の一部を補助 

2020年 4月 1日以降に創業された方を対象に補助 

キャッシュレス決済を既に導入、もしくは新規で導入する店舗を対象に

決済手数料の補助や新規導入の補助 

やお買い物まつりへの 

参加が絶対条件！ 

 
 

②コロナに負けない店舗づくりを支援！（八尾市商売繁盛支援事業）

●参加申込書の提出期間
2020年

９月１日(火)～１０月２３日(金)

（提出先：八尾商工会議所） 

スケジュール

※店舗においては、感染防止対策の取り組みをお願いいたします。 

従来 1枚につき 10円ご負担いただいてい

た「スクラッチくじ」を、今年は 1枚につ

き５円で参加いただけます。 

（100枚単位でお申込み） 
※八尾市商売繁盛支援事業による半額補助

八尾商業まつり開催実行委員会の発行す

る「スクラッチくじ」を事前に購入いた

だき、貴店で提供されている商品やサー

ビスの購入金額に応じて、消費者に「ス

クラッチくじ」を進呈してください。

（例：1,000円につき 1枚）

八尾市内で商業店舗を営んでいること。

店舗の大小は問いません。 
参加

資格

参加

負担

実施

方法

10,000円金券・・・ 50本 

1,000円金券・・・ 500本 

500円金券・・・ 2,000本 

100円金券・・・80,000本 
※当選本数はスクラッチくじ発売数に応じて変更する場合があります。

[ 商売繁盛賞 ] 

20,000円金券・・・50本 

5000円金券・・・100本 

100円金券・・・45,000本 

賞品金額1,600 万円！ 

当選本数120,000 本以上！

今年はさらに！ 

●スクラッチくじ配布
2020年

１２月1 日(火)～１２月２７日(日)

●スクラッチカード使用可能期間

2020年 

１２月1日(火)～１２月３１日(木) 

※消費者は「スクラッチくじ」の当選券を金券として

ご使用いただくことができます。売上として受け取

った金券は下記の換金期間内に八尾商工会議所で現

金に換金させていただきます。

昨年より実施期間＋６日 
多くスクラッチくじを購入することをおすすめします 

●お客さんと会話のネタになり楽しくコミュニケーションをとることができました。
●新規顧客の来店で効果を感じました。
●お客さんが喜ぶので満足しています。
●はずれ券を一定集めて持参いただいた方に、自店で使えるチケットなどをプレゼントしました。

 ９０％以上の参加店舗が継続参加を希望！！

●受け取った当選金券の換金期間

2021年１月１３日(水)～１月２９日(金)

【参加のメリット】

開催期間中に各参加店舗でのイベント開催をおすすめしています。 

店舗イベント開催により、やお買い物まつりとの相乗効果で更なる集客が期待できます。 

イベント内容は特設ＨＰにて公開・広報しますので、この機会にぜひ店舗イベントを開催して八尾市内をより盛

り上げましょう！

■はずれ抽選券５枚でワンドリンクサービス（飲食店）

■粗品プレゼント（小売店） ■バーゲンセールの開催（小売店）

■はずれ抽選券１枚につきポイントカード１つ押印（サービス業）

■新聞折込チラシ

新聞折込チラシに全参加店舗名・住所・電話番号・業種(キャッチコピー)等

を記載。八尾市内全戸約 100,000世帯に配布します。

（2020年 12月予定）

■八尾市公共施設・自治体掲示板へのポスター掲示

■市政だより掲載（2020年 12月号予定）

■八尾商工会議所 会報誌・ホームページ・メルマガ

■J:COMかわち局／FMちゃお／新聞社へのプレスリリース 等

やお買い物まつりに参加される店舗は以下の補助金に申請できます！ 

※1．詳細は別紙チラシ、当所ホームページをご覧ください。
[八尾商工会議所] https://www.yaocci.or.jp/event/yao-kaimonobosyu.html 

※2．申請には条件・審査がございます。

 

●スクラッチくじ購入
2020年

11 月12 日(木)～11 月20 日(金)※予定

（販売場所：八尾商工会議所) 

八尾市全域の商業イベント︕あなたのお店も参加しませんか︕ 
 今年の「やお買い物まつり」はいつもとちょっと違います。八尾の商業を盛り上げるだけでは 
ありません。Withコロナ・Afterコロナの時代でも、お客様に楽しくお買い物をしていただきたい…。 

そんな思いを持つ参加店舗の「新しい生活様式」を取り入れたお店づくりを応援します。 
たくさんのお店の参加をお待ちしています。 

イベント例

開催概要

①八尾市全域に広報します！

③相乗効果！店舗イベントでまつりを盛り上げよう！

 

スクラッチくじで当たる賞品

④参加店の声

店舗の感染防止対策に要した費用の一部を補助 

2020年 4月 1日以降に創業された方を対象に補助 

キャッシュレス決済を既に導入、もしくは新規で導入する店舗を対象に

決済手数料の補助や新規導入の補助 

やお買い物まつりへの 

参加が絶対条件！ 

 
 

②コロナに負けない店舗づくりを支援！（八尾市商売繁盛支援事業）

●参加申込書の提出期間
2020年

９月１日(火)～１０月２３日(金)

（提出先：八尾商工会議所） 

スケジュール

※店舗においては、感染防止対策の取り組みをお願いいたします。 

従来 1枚につき 10円ご負担いただいてい

た「スクラッチくじ」を、今年は 1枚につ

き５円で参加いただけます。 

（100枚単位でお申込み） 
※八尾市商売繁盛支援事業による半額補助

八尾商業まつり開催実行委員会の発行す

る「スクラッチくじ」を事前に購入いた

だき、貴店で提供されている商品やサー

ビスの購入金額に応じて、消費者に「ス

クラッチくじ」を進呈してください。

（例：1,000円につき 1枚）

八尾市内で商業店舗を営んでいること。

店舗の大小は問いません。 
参加

資格

参加

負担

実施

方法

10,000円金券・・・ 50本 

1,000円金券・・・ 500本 

500円金券・・・ 2,000本 

100円金券・・・80,000本 
※当選本数はスクラッチくじ発売数に応じて変更する場合があります。

[ 商売繁盛賞 ] 

20,000円金券・・・50本 

5000円金券・・・100本 

100円金券・・・45,000本 

賞品金額1,600 万円！ 

当選本数120,000 本以上！

今年はさらに！ 

●スクラッチくじ配布
2020年

１２月1 日(火)～１２月２７日(日)

●スクラッチカード使用可能期間

2020年 

１２月1日(火)～１２月３１日(木) 

※消費者は「スクラッチくじ」の当選券を金券として

ご使用いただくことができます。売上として受け取

った金券は下記の換金期間内に八尾商工会議所で現

金に換金させていただきます。

昨年より実施期間＋６日 
多くスクラッチくじを購入することをおすすめします 

●お客さんと会話のネタになり楽しくコミュニケーションをとることができました。
●新規顧客の来店で効果を感じました。
●お客さんが喜ぶので満足しています。
●はずれ券を一定集めて持参いただいた方に、自店で使えるチケットなどをプレゼントしました。

 ９０％以上の参加店舗が継続参加を希望！！

●受け取った当選金券の換金期間

2021年１月１３日(水)～１月２９日(金)

【参加のメリット】



現在キャッシュレス 

決済を導入している 

□はい □いいえ

やお買い物まつり 参加申込書 

※ご記入いただいた内容について、八尾商業まつり開催実行委員会並びに八尾商工会議所からの各種連絡・事業 PR等の情報提供のために利用することがあります。

八尾商業まつり開催実行委員会 事務局（八尾商工会議所） 

     ＦＡＸ：072-922-8828 MAIL：shinkou_g@yaocci.or.jp 
郵送される場合は 〒581-0006 八尾市清水町 1-1-6 八尾商工会議所宛 

事業所名 

チラシ掲載用
店舗名【必須】

※事業所名とは別に店舗名等がある場合はご記入ください。広報用チラシに掲載します。

チラシ掲載用
所在地【必須】

（〒 － ） 

チラシ掲載用
ＴＥＬ【必須】 （ ） － □チラシに TELの記載を希望されない場合☑をご記入ください。 

業  種 

【必須】 

□１．グルメ（飲食）※カフェ、ラーメン店、居酒屋 etc.

□２．ショッピング（食料品小売）※パン屋、精肉店、鮮魚店、青果店、コンビニ etc.

□３．ショッピング（生活品等小売）※寝具販売、自転車販売、電器店、インテリア雑貨販売 etc.

□４．ファッション（美容・理容）※美容院、理髪店、エステ etc.

□５．ファッション（服飾販売）※ブティック、紳士服・婦人服販売 etc.

□６．ライフ（生活サービス、娯楽等）※整骨院、薬局、スポーツジム、クリーニング店、浴場 etc.

キャッチコピー

（20文字程度）

【必須】 

1 10 20

（飲食店の例：旬の魚介類や地酒を豊富に取り揃えた居酒屋） 

□前回参加店舗でキャッチコピーの変更がない場合は☑をご記入ください。

テイクアウト・
デリバリーの対応 

□テイクアウト □デリバリー □対応していない ※広報用チラシに掲載します。

最 寄 駅 

近鉄 ＪＲ 地下鉄 

□久宝寺口 □近鉄八尾 □河内山本

□高安 □恩智 □服部川

□信貴山口

□久宝寺

□八尾

□志紀

□八尾南

※店舗から直線距離で最も近い駅に☑してください。広報用チラシにエリア別で記載する際の参考にします。
※町名や周辺店舗等を考慮して、申告いただいた最寄駅とは違うエリアに分類される場合があります。

代 表 者 担 当 者 

所 在 地 
（〒 － ） 

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） 

メールアドレス ＠ 
八尾商工会議所メールマガジン ⇒ 要 □ ・ 不要 □

スクラッチくじ
申込枚数

＠５円 × （ ）００枚 ＝ 円 ※１００枚１セット

店舗イベント開催 □開催予定である □開催する予定はない ※中面の開催概要で詳細をご覧ください

開催内容 
（例：ハズレ券５枚でドリンク１杯サービス） 

各補助金への 
申請意向 

①感染防止対策補助金 □申請する □申請見込み □申請しない

②キャッシュレス化推進補助金（いずれか１つ）

・キャッシュレス決済手数料補助 □申請する □申請見込み □申請しない

・新規導入補助 □申請する □申請見込み □申請しない

③新規創業補助金 □申請する □申請見込み □申請しない

申込先

コロナに負けず 

イメージキャラクター

第22回やお買い物まつり 

主  催 八尾商業まつり開催実行委員会（事務局 八尾商工会議所） 

開催期間 2020年12 月1 日(火)～12月 27 日(日)

※当選金券使用期間 2020年 12月 1日(火)～12月 31日(木)

参加店舗にはコロナに負けない
店舗づくりを支援します︕︕

コロナに負けず 

八尾商工会議所会員以外の店舗もご参加いただけます！  

【八尾市商売繁盛支援事業】 

  やお買い物まつり 参加申込書 FAX 072-922-8828 

※ご記入いただいた内容について、八尾商業まつり開催実行委員会並びに八尾商工会議所からの各種連絡・事業 PR等の情報提供のために利用することがあります。

八尾商業まつり開催実行委員会 事務局（八尾商工会議所） 

     ＦＡＸ：072-922-8828 MAIL：shinkou_g@yaocci.or.jp 
郵送される場合は 〒581-0006 八尾市清水町 1-1-6 八尾商工会議所宛 

事業所名 

チラシ掲載用
店舗名【必須】

※事業所名とは別に店舗名等がある場合はご記入ください。広報用チラシに掲載します。

チラシ掲載用
所在地【必須】

（〒 － ） 

チラシ掲載用
ＴＥＬ【必須】 （ ） － □チラシに TELの記載を希望されない場合☑をご記入ください。

業  種 

【必須】 

□１．グルメ（飲食）※カフェ、ラーメン店、居酒屋 etc.

□２．ショッピング（食料品小売）※パン屋、精肉店、鮮魚店、青果店、コンビニ etc.

□３．ショッピング（生活品等小売）※寝具販売、自転車販売、電器店、インテリア雑貨販売 etc.

□４．ファッション（美容・理容）※美容院、理髪店、エステ etc.

□５．ファッション（服飾販売）※ブティック、紳士服・婦人服販売 etc.

□６．ライフ（生活サービス、娯楽等）※整骨院、薬局、スポーツジム、クリーニング店、浴場 etc.

キャッチコピー

（20文字程度）

【必須】 

1 10 20

（飲食店の例：旬の魚介類や地酒を豊富に取り揃えた居酒屋） 

□前回参加店舗でキャッチコピーの変更がない場合は☑をご記入ください。

テイクアウト・
デリバリーの対応 

□テイクアウト □デリバリー □対応していない ※広報用チラシに掲載します。

最 寄 駅 

近鉄 ＪＲ 地下鉄 

□久宝寺口 □近鉄八尾 □河内山本

□高安 □恩智 □服部川

□信貴山口

□久宝寺

□八尾

□志紀

□八尾南

※店舗から直線距離で最も近い駅に☑してください。広報用チラシにエリア別で記載する際の参考にします。
※町名や周辺店舗等を考慮して、申告いただいた最寄駅とは違うエリアに分類される場合があります。

代 表 者 担 当 者 

所 在 地 
（〒 － ） 

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） － 

メールアドレス ＠ 
八尾商工会議所メールマガジン ⇒ 要 □ ・ 不要 □

スクラッチくじ
申込枚数

＠５円 × （ ）００枚 ＝ 円 ※１００枚１セット

店舗イベント開催 □開催予定である □開催する予定はない ※中面の開催概要で詳細をご覧ください

開催内容 
（例：ハズレ券５枚でドリンク１杯サービス） 

八尾市商売繁盛支

援事業申請の意向 
申請する ・ 申請するかもしれない ・ 申請しない 

申込先

イメージキャラクター

やおっち®

第22回やお買い物まつり 

主  催 八尾商業まつり開催実行委員会（事務局 八尾商工会議所） 

開催期間 2020年12 月1 日(火)～12月 27 日(日)

※当選金券使用期間 2020年 12月 1日(火)～12月 31日(木)

特別企画

参加店舗にはコロナに負けない
店舗づくりを支援します!!

【八尾市商売繁盛支援事業】

コロナに負けず

参加店舗募集案内

商 売 繁 盛 !

参加店舗募集案内
八尾商工会議所会員以外の店舗もご参加いただけます！


