
やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン
タクシー・運転代行利用券

やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン
タクシー・運転代行利用券事務局

取扱注意

令和４年２月1日（火）～ 令和4年6月30日（木）

利用券使用有効期間

本キャンペーンの実施にあたっては、感染拡大防止対策を徹底し
てください。
新型コロナウイルス感染症の状況等により、利用期間の中断や
延長を行う場合があります。
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＜キャンペーン概要について＞
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名称
やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン
タクシー・運転代行利用券発行事業

配布内容

プレミアム食事券を1冊ご購入毎に、1,000円分（500円×2枚）の
タクシー・運転代行利用券を配布。
※プレミアム食事券とは…10,000円（1,000円券×10枚）分の
食事券セットを、現金8,000円にて販売（30万セット発行予定）

配布場所
山梨県内の郵便局及び県内の商業施設等
※食事券販売箇所
※詳細は公式ページをご確認ください。（https://yamanashi-gzshokujiken.com/）

配布期間
令和4年1月28日（金）～令和4年6月30日（木）
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、販売期間の中断や再度の延長を行う場合が
あります。

利用期間
令和4年2月1日（火）～令和4年6月30日（木）
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、利用期間の中断や再度の延長を行う場合が
あります。

山梨県庁

報告指示

②食事券
タクシー・代行利用券
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※④使用済み
タクシー・運転代行利用券

※③タクシー・
運転代行利用券

使用

契約

やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン タクシー・運転代行利用券事務局

※⑤入金

※取扱事業者が関係する箇所
マニュアルP2~4をご確認ください。

＜取扱事業者一覧について＞
●本キャンペーン公式ページ
（https://yamanashi-gzshokujiken.com/taxiuntendaikou/）にて
公開しております。

＜キャンペーンの流れ＞

取扱事業者
（タクシー・運転代行）
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＜タクシー・運転代行利用券の取扱いについて＞

2 利用者がタクシー・運転代行利用券を提示

・タクシー・運転代行利用券の半券が切り離されていないか確認してください。
切り離されている場合は、切り離された片も含め回収してください。
・おつりは出せないことをお伝えください。
・お客様から収受する際には、店舗名スタンプ押印や自署等、ご署名がされているか
必ず確認をお願いいたします。

1 お会計（支払い額の提示）

③タクシー・運転代行利用券の使用

表面 裏面

お客様から収受する際には、
店舗名スタンプ押印や
自署等、ご署名がされているか
必ず確認をお願いいたします。

（例）グリーン食堂

※P1のキャンペーンの流れを
ご確認ください

券面は切り離されていないこと。
切り離されている場合は、両方の片を回収

※利用券券面には、利用期間が「令和4年4月30日（土）まで」
と記載されていますが、そのままご利用いただけます。



５ ミシン目に沿って、ハサミ等で利用券（大小）を切り離して
保管してください。
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取扱店舗控え（小） 事務局送付用（大）

4 利用者よりタクシー・運転代行利用券をお受け取りください。

裏面

（例）グリーン食堂

振込金額に異議がある場合に必要です。
事業者にて大切に保管してください。

換金申請の際に必要です。
換金専用封筒に入れて事務局に送付してください。

ハサミ等で
切り離してください

3 偽造されたものでないかご確認ください。

・タクシー・運転代行利用券見本と比較してください。
・偽造防止加工、色合いなど、偽造と判別できた場合はタクシー・運転代行利用券の受け取り
を拒否し、速やかに警察及び事務局へご連絡ください。

＜タクシー・運転代行利用券のセキュリティ機能（コピー牽制・マイクロ文字）について＞
〇コピー牽制：複合機などでカラーコピーした場合、「COPY」の文字が浮き上がります。

※大きさの異なる２種類の網点を使用し、一方をカラーコピー機で解像できる網点、
もう一方を解像できない網点にしております。

〇マイクロ文字：表面上部分に「YAMANASHI PREFECTURE」のマイクロ文字を印字しております。
文字が微細であるため、カラーコピー等で複製しようとしても精密に再現することができません。
※偽造の疑いがある場合にルーペ等で真偽判定を行うことが可能です。
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＜タクシー・運転代行利用券の換金について＞

④使用済みタクシー・運転代行利用券
換金申請方法

⑤入金
タクシー・代行利用券換金申請〆切日及び入金日

・記入済み換金用伝票と利用済みタクシー・運転代行利用券を専用封筒に入れて
封を閉じてください
・切手を貼らずにポストに投函してください。

※注意事項
・営業所毎に必ず換金用伝票を記載してください。
・換金用伝票は複写式となっております。
二枚目の換金用伝票（事業者控）は、各事業者で大切に保管く
ださい。
・申請時は、専用封筒1通・換金用伝票1セットのみ利用して
ください。（封筒に切手の貼り付けは不要です）
・切り取った利用券片（大）も忘れず封入してください。
・切り取った利用券片（小）は事業者控えとなります。
・タクシー・運転代行利用券片の枚数が多く、換金用封筒に入りきら
ない場合は、事務局までご相談ください。
・やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン タクシー・運転代行利
用券以外のものは受け付けられません。入れ間違いにご注意ください。

・事前に登録された口座に、以下の日程で振り込みを行います。
・振込名義人名は「やまなしタクシー・運転代行利用券事務局」となります。
・振込手数料は事務局負担となります。
・最終申請〆切日（＝事務局必着日7月18日（月））を過ぎた換金申請は、
受け付けられません。

・事務局からの入金額は必ずご確認ください。5月～7月は、月2回換金申請可能です。
・事務局からの入金額に異議のある場合は、入金日から10日以内に事務局までお申し出ください。

換金申請対象 事務局必着申請〆切日 入金日（予定）

２月実績分 ３月１０日（木） ３月２２日（火）

３月実績分 ４月１０日（日） ４月２１日（木）

４月実績分
（※月２回換金申請可能）

５月１０日（火）
５月２０日（金）

５月２３日（月）

６月６日（月）

５月実績分
（※月２回換金申請可能）

６月１０日（金）

６月２０日（月）

６月２１日（火）

７月４日（月）

６月実績分
（※月２回換金申請可能）

７月１０日（日）
７月１８日（月）

７月２１日（木）
７月２８日（木）

※P1のキャンペーンの流れを
ご確認ください



タクシー・運転代行利用券換金申請時の注意事項

●タクシー・運転代行利用券の向き（天地、表裏）は
揃えてください

正確でスムーズな換金処理のため皆様のご協力をお願いいたします

●破損分やテープ留めした分は他のタクシー・運転代行利用とは
別にして輪ゴムでまとめてください

※破損時、ホッチキスでの補修はおやめください

例）合計で２袋送付する場合

2/21/2２袋分の合計枚数を記入し
どちらかの封筒に入れる

【換金するタクシー・運転代行利用券が多く、封筒が複数口になる場合】

●封筒に口数を書いてください
●伝票はいずれかの封筒１つに１枚同封していただき
枚数は送付されるタクシー・運転代行利用券の合計数をご記入
ください
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換金ツール（換金専用封筒・換金用伝票）

←↑
承認された月以降の必要枚数を送付いたします。
封筒に切手の貼り付けは不要です。

ステッカー（A6横）

↑
各車両分配布いたしますので

１車両に1枚貼りつけをお願いします。

＜その他＞
・タクシー・運転代行利用券の利用期間が～4/30（土）迄と表記されております
が、そのまま6/30（木）迄利用可能な為お受け取り下さい。
・万が一不足のある場合は事務局までお知らせください。

配布物

見本券（各事業者１枚）

(複写式 ２枚組)

→P7参照
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換金ツール（換金専用封筒・換金用伝票）追加申請分

←↑
承認された月以降の必要枚数を送付いたします。
封筒に切手の貼り付けは不要です。

期間訂正用シール

↑
各車両ステッカー配布枚数分訂正シールをお送りいたしますので

上記のように期間が隠れるよう貼りつけをお願いします。

＜その他＞
・万が一不足のある場合は事務局までお知らせください。

期間延長に伴う配布物

(複写式 ２枚組)

↑訂正用シールはこちらです

対応の
お願い

貼付前 貼付後



よくあるお問い合わせ

・Q1：タクシー・運転代行利用券の使用方法を教えてください。
・A1：まずは、食事券取扱飲食店を利用の際に、利用者が飲食店からタクシー・運転代行利用券の署名欄に店舗名

を署名（スタンプ押印、自署等）してもらいます。
店舗名が記載されたタクシー・運転代行利用券は、タクシーまたは運転代行を利用した際、代金のお支払い時に
ご使用いただけます。

・Q2：店舗名の署名がないタクシー・運転代行利用券は使用できないのですか？
・A2：はい、本券はプレミアム食事券取扱飲食店利用時にお使いいただける券となっております。

本キャンペーンは飲食店の利用促進を目的としているので、利用券に取扱飲食店の店舗名の署名
（スタンプ押印、自署等）がないものは、使用出来ません。
タクシー・運転代行の乗務員は、利用者から受取時に必ず裏面に店舗名の署名（スタンプ押印、自署等）が
あるか確認をお願いいたします。

・Q3：タクシー・運転代行利用券の購入は可能ですか？
・A3：いいえ、購入は出来ません。プレミアム食事券1冊購入毎に1,000円分（500円券×2）付与（無料）

いたします。

・Q4：タクシー・運転代行利用券は一度に複数枚使用できますか？
・A4：はい、使用できます。

・Q5：タクシー・運転代行利用券の使用にあたってお釣りは発生しますか？
・A5：いいえ、お釣りは出ません。

・Q6：清算時、タクシー・運転代行利用券で足らない分の支払いに関しては、現金以外の決済対応は可能ですか。
・A6：各事業者ごとに導入している決済システムが違う為、貴社で導入しているシステムが対応可能かご確認ください。

対応可能な場合、お客様からお申し出があればご対応ください。対応不可の場合は、その旨お伝えください。

・Q7：タクシー・運転代行利用券が使用できる会社（事業者）はどこで確認出来ますか？
・A7：公式HP（https://yamanashi-gzshokujiken.com/taxiuntendaikou/）の利用券取扱い

事業者一覧をご確認ください。また、利用券裏面のQRコードを読み取っていただくことでもご確認いただけます。
また、対象車両には緑色のステッカーが貼ってあります。

・Q8：換金キットを紛失してしまいました。
・A8：事務局までご連絡ください。新しいものを送付いたします。

・Q9：当月分の換金申請を忘れておりました。
・A9：翌月の実績分と一緒にお送りください。なお、最終申請締め切り日（7月１８日事務局必着）が過ぎた

換金申請に関しては受付できない場合がございますので、必ず期日までに申請していただきますよう
お願いいたします。

・Q10：お客様からお預かりしたタクシー・運転代行利用券を紛失してしまった。
・A10：紛失したタクシー・運転代行利用券は換金できませんので、大切に保管ください。

https://yamanashi-gzshokujiken.com/taxiuntendaikou/


＜問い合わせ先について＞

やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン

受付時間 平日10:00～17:00

事 務 局
所 在 地

〒400-0031
山梨県甲府市丸の内１丁目1-８
山梨交通ビル４階

Ｔ Ｅ Ｌ 055-249-8195

✉ yamanashi-gzshokuji@jtb.com

〇プレミアム食事券事務局

〇タクシー・運転代行利用券事務局

受付時間 平日10:00～17:00

事 務 局
所 在 地

〒400-0031
山梨県甲府市丸の内１丁目1-８
山梨交通ビル４階

Ｔ Ｅ Ｌ 055-236-8286

✉ yamanashi-taxidaikou@jtb.com


