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１． 企画概要 

1.1 はじめに 

 新型コロナウイルス感染症により、政府の緊急事態宣言を受け飲食業をはじめとする多くの

事業者がその活動を中止または縮小するという事態になっております。 

 那覇市の賑わいに貢献してきた飲食業の方々が受ける新型コロナウイルス感染症の影響を少

しでも軽減できるよう、日商のみらい飯プロジェクトの一環として、地域飲食店応援プロジェ

クト「みらい飯（那覇版）」を立ち上げました。本プロジェクトでは、那覇商工会議所が実行者

となり、クラウドファンディングを利用し、飲食店への支援を募ります。 

 本状況下で皆様も大変な時と存じますが、那覇商工会議所においても可能な限りの支援をし

ていきたいと考えております。 

 
 

1.2 プロジェクト名 

 
地域飲食店応援プロジェクト「みらい飯」 

 

【みらい飯の由来】飲食店の”みらい”を守る 

 
 

1.3 目的 

売上減少した飲食店が収入を得られるよう、クラウドファンディングを利用した応援プロジェク

トを実施する。 
 

クラウドファンディングにより、お客様より支援金（一部先払いの仕組み）をいただくことで、当面の間の運転

資金を確保していただければと思います。 

クラウドファンディング業者は READYFOR 社を利用します。 

 
 

1.4 主催 

 那覇商工会議所 
 
 

1.5 対象 

 那覇商工会議所 会員飲食店  
 （那覇地区外に所在する店舗でも那覇商工会議所会員事業所であれば参加可能） 
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1.6 目標⾦額 

  第１目標    ５万円 
  第２目標  ３００万円 
 

今回の企画全体の目標金額となります。 

なお、クラウドファンディング業者の READYFOR 社のホームページ上では目標金額が５万円となっております

が、事務処理の関係上ですのでご理解いただければと思います。 

 
 

1.7 参加飲食店募集期間 

 ５月１８日（月）〜６月３０日（火） 
 
 

1.8 参加資格 

・那覇商工会議所 会員飲食店（店内に飲食のスペースを有する）であること 
・今後も、引き続き継続して飲食店を営業する意思のあること 

・応募要項、とくに「10.免責事項などの重要事項」に同意していること  

・反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その

他これらに準ずる者をいう。）に該当しないこと 

・応募要項 http://urx3.nu/vqGn 

 

1.9 参加申込方法 

①メール申込 

 申込書フォーマット http://urx.space/wtLd 

 提出先 takaesu@nahacci.or.jp 

②google フォーム申込 

WEB 申込 URL : https://forms.gle/f7NXpsJ9KkpF1ZYAA 

③QR コード(google フォーム)申込 

 
 

1.10 参加費 

 参加費用は無料です。 
 ただし、食事券のプレミアム分 10%は、店舗負担となります。 
 また、集まった支援金を送金する際に、READYFOR 社決済手数料（5.5%）と銀行振込手数

料を差し引かせていただきます。 
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1.11 ホームページ 

 ホームページは２種類となっています。 
 
１．支援プロジェクトページ（6/30(火) ～ 8/14(金) 公開） 

→ 支援する際に使用します。( https://readyfor.jp/projects/37044 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
２．参加店舗一覧ページ（随時更新予定） 

   → 参加飲食店の詳細や画像、店舗ホームページへのリンクを貼ります。 
    ( https://readyfor.jp/projects/37044●●●●（作成中）) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.12 支援内容 

２つの寄付メニューを設定し、賛同者（以下、支援者）に寄付を募ります。 

 

作成中 作成中 

Ａ Ｂ 
(購入型) (寄付型) 
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A. 店舗指定コース（購入型） 応援したい店の食事券を事前に購入してくれる支援者を募ります。 

  
 支援者は支援金額と応援店舗を選び、インターネットを通じてクレジット決済します。 
 3,000 円・5,000 円・10,000 円・30,000 円・50,000 円・100,000 円の食事券をインターネッ

トで販売（複数回購入可）。 
 支援者には、10％のプレミアムを付与した食事券を返礼。（プレミアム分は店舗負担） 
 支援額は商工会議所で取りまとめ後、店舗へ入金します。 

      
 
B. 地域応援コース（寄付型） 見返りを求めず、飲食店に寄付してくれる支援者を募ります。 

  
 支援者は支援金額を選び、インターネットを通じてクレジット決済します。 
 5,000 円・10,000 円・50,000 円・100,000 円・1,000,000 円の支援額を設定。 
 支援者にはお礼メールを送付します。 
 支援額は商工会議所で取りまとめ後、全店舗で均等割をし、入金します。 
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２． 支援（食事券購入・寄付）方法 

 

2.1 アカウント取得（無料）（アカウントを取得しないと支援できません） 

 
１．READYFOR 社のホームページにアクセスする。URL : https://readyfor.jp/  
 
２．右上の「ログイン・登録」ボタンを押す。(図１) 
 
３．「メールアドレスで登録」ボタンを押す。（図２） 
 
４．必要事項を記入し、「新規登録」ボタンを押す。（図３） 
 
５．登録したメールアドレス宛にくる、メール内の URL をクリックし、登録完了。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 図２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 
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2.2  支援（食事券購入・寄付）方法 

 
１．READYFOR 社 HP 内の本プロジェクトページへアクセスする。（図１） 
  URL ： https://readyfor.jp/projects/37044 
 
２．プロジェクトページの本文を読む。 
 
３．支援金額、応援店舗を選ぶ。 
  支援店舗名は メモ もしくは スクリーンショット をとることがおすすめ。（図２） 

（店舗指定コース(購入型)： 3,000 円、5,000 円、10,000 円、30,000 円、50,000 円、100,000 円） 
（地域応援コース(寄付型)： 5,000 円、10,000 円、50,000 円、100,000 円、1,000,000 円） 

 
４．パソコンの場合は右部分・携帯の場合は下部分にある、希望金額の「このリターンを 

購入する」ボタンを押す 
 
５．必要事項を記入し、「次に進む」ボタンを押す。（図３） 
 
６．クレジットカード情報、郵送先情報を記入し、「次に進む」ボタンを押す。 
 
７．支援内容を確認後、「支援を確定する」ボタンを押し、支援完了。 
 
８．店舗指定コース(購入型)支援者のみ、有効期限内(2021 年 1 月 31 日(日))に食事券を使用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１ 図２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図３ 図４ 

作成中 作成中 

作成中 作成中 
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３． 全体の流れ（図解） 

全体の流れを図解にすると下記のとおりです。 

 

※④以降は、店舗指定コース(購入型) の支援をした場合 
 

 

４． スケジュール 

５月 １８日（月）～ 店舗募集開始（～６月３０日） 

６月 ２５日（木） 第１回 店舗登録作業開始 

６月 ２９日（月） 第１回 店舗登録作業終了（６月２４日まで申込分） 

６月 ３０日（火） 
店舗募集終了 
クラウドファンディング開始（～８月１４日） 

７月 ５日（日） 
第２回 店舗登録作業終了 
（６月２５日～６月３０日まで申込分） 

８月 １４日（金） クラウドファンディング募集終了 

８月 １５日（土）～ 
食事券の印刷・食事券を店舗へ発送・お礼メールの送付 
入金確認・参加店舗へ送金事務作業開始 

８月 ３０日（日） 印刷・発送・お礼メール作業終了 

８月 ３１日（月） 参加店舗へ送金終了 

(購入型) 

(寄付型) 
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９月  １日（火） 食事券利用開始（有効期限～２０２１年１月３１日） 

２０２１年１月 ３１日（日） 食事券利用終了 

 

 

 

５． 支援期間中にやること 

 
クラウドファンディング期間中（６月３０日（火）〜８月１４日（金））の間は、広報に取り組

んでください。 
 

5.1 広報 

広く一般の方へプロジェクトを周知する必要があります。 
クラウドファンディングの周知方法として、SNS を活用することが最も効果的です。 
店舗の Twitter、Instagram、Facebook や個人の SNS を使用し、幅広く周知をお願いしま

す。その際、そのまま支援ページに誘導できるように READYFOR 社内、本クラウドファンデ

ィングプロジェクトの URL を貼ることを忘れないようにお気をつけてください。 

SNS を利用した周知が、クラウドファンディングの成功につながります。那覇商工会議所だけでは、周知に限り

がございます。是非とも皆様のお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。 

 
 
 

６． 支援期間後にやること 

 
クラウドファンディング期間後（８月１５日（土）～）は下記３点に取り組んでください。 
 

6.1 食事券利⽤の準備 

支援者が食事券を利用する際の準備をしてください。 
店舗指定コース(購入型)の支援者の食事券・支援者リストは、那覇商工会議所から店舗へ郵送い

たします。食事券は金券ですので、必ず不足がないかを確認してください。 
また、店舗指定コース(購入型)では、指定店舗でしか使えないよう、食事券に店舗印や担当印等

を押印し、当該店舗でしか使用できないことがわかるよう準備のうえ、来店時に本人確認の

上、お渡しください。 
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6.2 食事券の利⽤対応の情報共有 

 
食事券に関する情報は下記のとおりです。 
ご一読のうえ、店舗スタッフと情報共有し、対応をお願いします。 
 

 
 

6.3 支援者へのお礼 

支援者に対して、感謝の気持ちを伝えてください。 
支援者一覧はクラウドファンディング期間終了後に確認することができます。店舗指定コース

（購入型）支援者の場合は、郵送にて対象飲食店へ一覧をお送りします。地域応援コース（寄

付型）支援者の場合は、特設ホームページにて一覧を表示します。なお、匿名希望者は匿名で

のお伝えとなることはご了承ください。 
 
 

 

～ 食事券の利用について ～ 

 

・利用期間：2020 年 9 月 1 日(火)～2021 年 1 月 31 日(日)です。 

・お釣りはでません。 

・プレミアム分 10％を含めたカード型の食事券を準備します。 

（券種は 1,000 円券、端数分は 500 円券、300 円券） 

（例： 3,000 円の支援の場合、1,000 円券×3 枚+300 円券×1 枚） 

（例： 5,000 円の支援の場合、1,000 円券×5 枚+500 円券×1 枚） 

（例：10,000 円の支援の場合、1,000 円券×11 枚） 

（例：30,000 円の支援の場合、1,000 円券×33 枚） 

・食事券は、支援者ごとにまとめ、支援者リストと共に登録店舗へ郵送します。届き次第、 

即、開封し過不足がないかを確認してください。 

・届いた食事券は、当該店舗でのみ使用可能です。店印やサイン等をし、他店舗で使用 

できないようご準備ください。 

・支援者が訪れた際には、支援者リストを参考に本人確認を行い、間違いないようお渡し 

 ください、（支援者は、「身分証明書」と「支援完了メールの画面 または 印刷したもの」 
を指定店舗に提示してもらうよう案内をしております。） 

・券面デザインは調整中です。 

・食事券を利用できない商品がある場合は、あらかじめ支援者に提示してください。 

・支援者に対する食事券の返金対応はいかなる場合でもいたしません。 

・支援者と食事券の利用方法に関するトラブルが発生した場合は、支援者と飲食店で 

問題解決していただくようご理解ください。 

・調査のため利用状況を聞く場合があるため使用枚数を記録ください。 
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７． Ｑ＆Ａ 

 

7.1 支援者向け 

 
No. 問い合わせ内容 回答内容 

１ 食事券はいつ頃届きますか。 

8 月末までに、ご支援いただいた店舗へ郵送します。9/1(火)

以降に店舗で本人確認のうえ受け取りください。その際、

「身分証明書」と「支援完了メールの画面 または 印刷した

もの」を指定店舗に提示してください。 

２ 支援できているか確認したい。 
確認後折り返します。（1.READYFOR のアカウント名、2.支援

金額、3.支援日と時間）を聞いてください。 

３ 
支援金額 or 応援店舗を間違

えた。 

原則変更はできませんが、確認しますので、折り返し対応を

お願いします。 

４ 

店舗指定型(購入型)で支援実

行後、当該指定店舗が閉店し

たらどうなるのか。 

食事券の利用はできなくなります。支援金としての意味合い

が大きいことを踏まえ、いかなる場合においても支援者の方

へ返金対応はしないという想定です。 

また店舗への分配前に判明した場合は、当該店舗への分配は

行わず「地域支援型（寄付型）」として扱います。 

５ 
飲食業界だけでなく、他の事

業者支援はないのか。 

本プロジェクトでは、外出制限、３密の影響を大きく受けて

いる中小飲食店を支援することから始めたいと考えていま

す。これがうまくいけば他業種への拡大も今後検討します。 

６ 
支援金の拠出において、税務

上の取扱いは。 

⇒「店舗指定型(購入型)」の場合、実態上は食事券の事前購

入であることから、その購入経費が事業上の必要経費である

なら、経費として費用計上が可能となります。  

⇒「地域支援型(寄付型)」の場合は、商工会議所等への寄付

とみなされると考えられます。支援者が法人の場合、一般の

寄付金扱いとなり、同法人における損金算入限度額を限度と

して損金算入が可能となります。 

 
 

7.2 飲食店向け 

 
No. 問い合わせ内容 回答内容 

１ 費用はかかりますか。 

参加無料です。ただし、返礼品の食事券におけるプレミアム

分 10％は店舗負担となります。また、集まった支援金を送金

する際に、READYFOR 社決済手数料(5.5%)と銀行振込手数

料を差し引かせていただきます。 

２ 参加したい。 
メール・google フォームで申込みを受付けています。 

なお、6/30(火)が参加締切となります。 

３ (非会員より)参加したい。 
那覇商工会議所へ入会後、参加申請可能です。 

なお、6/30(火)が参加締切となります。 

４ 
店舗が那覇市内にありません

が参加できますか。 

那覇商工会議所の会員飲食店（店内に飲食のスペースを有す

る）であれば、参加可能です。 

５ 
参加申請書が届いたか確認し

たい。 

事務局から５営業日以内に受理完了のメールを送ります。ま

た、その際に店舗紹介用の写真の送付をおねがいしますの

で、ご準備ください。 
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６ 写真の用途は。 
店舗紹介用でクラウドファンティングの店舗一覧ページに掲

載いたします。 

７ 
お金はどのくらい貰えます

か。 

店舗指定型(購入型)の場合は、支援者があなたの店舗を選ん

だ場合、支援金額より、READYFOR 社決済手数料(5.5%)と
銀行振込手数料を差し引いた金額を入金します。 

地域応援型(寄付型)の場合は、支援総額を店舗数で均等に割

り、上記と同様の手数料を差し引き全店舗へ分配します。 

８ いつ入金されますか。 2020 年 8 月 15 日(土)～31 日(月)までに入金予定です。 

９ 食事券面は何円単位ですか。 
基本単位は 1,000 円券となります。プレミアム分の端数につ

いては 300 円券、500 円券を発行します。 

１０ 店舗番号を知りたい。 
ホームページ上で店舗紹介と一緒に書いている番号となりま

す。 

１１ 

クラウドファンディングで集

まった支援金が店舗側に渡っ

た後で、店舗側にかかる税金

はありますかか。 

＜法人税・所得税＞  

⇒商工会議所から送金を受けた際、原則、益金としての計上

（課税対象）となります。  

 

＜消費税＞  

⇒「店舗指定型(購入型)」は実態上は食事券の前売りである

ことから、店舗が課税事業者であれば、資金調達額は消費

税の課税売上となります。具体的には資金を受け取った時

に「前受金」として計上し、食事提供時に「前受金」を

「課税売上高」に振替えることになると考えられます。    

※「店舗指定型(購入型)」で支援金へのお礼として食事券を

発行しますが、使用期限後、食事券の使い残しが確定した

場合は、支援金と実際の食事代金との差額は、「寄付」扱

いとなって、消費税は不課税になると考えられます。 

１２ 

地域支援型(寄付型)で集金さ

れた支援金を参加店舗へ配分

する場合、店舗側にかかる税

金はありますか。 

⇒寄附は消費税法上、不課税取引ですので、「地域支援型(寄

付型)」で店舗が支援金の配分を受けた場合（⇒食事券の発

行無し）は、不課税取引による入金となります。 

 
 
 

本件に関する問い合わせ先 

那覇商工会議所 中小企業相談部 

地域飲食店応援プロジェクト「みらい飯」 

担当︓高江洲・小嶺 

TEL : 098-868-3758 

FAX : 098-866-5728 

MAIL : takaesu@nahacci.or.jp 

 
 


