GoTo Eat キャンペーンあいち
第2期販売 抽選はがき受付応募のご案内
第2期 食事券購入方法が変更になりました。
本チラシのはがきで応募可能です。

い つものお 店で

あいちにエール

はがき応募受付：

まで
2020年11月30日（月）
当日消印有効

食事券購入は、本チラシはがき、
または通常はがき、Webでの応募による抽選販売となります。
はがき１枚につき2セット
（2万円分）
まで応募できます。
（https://gotoeat-aichi.jp/）
抽選Web受付での申込方法詳細は公式ホームページをご覧ください。

第2期食事券
購入方法

1

郵 便 は が き
お手数ですが

・本チラシはがきでの応募

左記はがきを記入の上、きりとって郵送ください。

表面 〒103-8691 日本郵便株式会社
日本橋郵便局 私書箱172号
Go To Eat キャンペーン あいち 第2期販売
抽選応募はがき受付センター 宛

裏面 氏名（漢字）、氏名（カナ）、電話番号、郵便番号、住所、
年代、性別、希望セット数（1セットまたは2セット）
※住所は、当選通知の送付先となりますので、
正確にご記入ください。

Go To Eat キャンペーン あいち
第2期販売
抽選応募はがき受付センター 宛

キリトリ 線

私書箱172号

〒103-8691

必要事項を記入の上、郵送ください。

切手を貼って
お送りください

日本郵便株式会社 日本橋郵便局

［通常はがき 記入例］

・通常はがきでの応募

2

日本郵便株式会社 日本橋郵便局
私書箱172号

1 0 3 8 6 9 1

Go To Eat キャンペーン あいち
第2期販売
抽選応募はがき受付センター 宛

63円

本チラシはがきまたは通常はがきでの応募

●表面

①氏名
［漢字］
②氏名
［カナ］
③電話番号
④郵便番号
⑤住所
⑥年代
⑦性別
⑧希望セット数
（1セットまたは2セット）

●裏面

2020年11月16日
（月）投函〜
2020年11月30日
（月）
まで 当日消印有効

抽選応募はがき受付センターへ送付
切手代は応募者負担となります。

3

抽選

Web受付・はがき受付は同じ当選率で
設定します。

2020年12月21日
（月）

4

5

当選通知（郵送）発送

当選通知にはファミリーマートにて食事券が購入できる
引換票番号が記載されています。
※落選者への通知はございません。
※当選結果のメールおよび電話での確認は受け付けておりません。

2020年12月21日
（月）10:00〜
2021年1月14日
（木）23:59

支払・発券

全国のファミリーマート店内のFamiポートにて発券し、
レジにてお支払い・受取下さい。

●お問い合わせ

Go To Eat キャンペーン 愛知県事務局

〒453-6106 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート6階

電話:052-433-3680

E-mail:gotoeat-aichi@jtb.com

営業時間：平日10:00〜17:00（土日祝休み）
年末年始休み
（12月29日〜1月3日）

ホームページ

https://gotoeat-aichi.jp/

キャンペーン内容
第2期食事券購入方法の変更について

第1期販売では、購入希望者の方々から大変多くの反響を頂き、10月8日
（木）
の事前Web受付、10月16日
（金）
の第1期Web受付と
もに、即日受付が終了しました。第2期販売につきましては、第1期を大きく上回る購入希望者がいることが予想されるため、
当初予定
していた11月16日
（月）
からのWeb受付（先着）及び店頭受付（先着）
を中止とし、抽選Web受付・抽選はがき受付へ変更いたします。

食事券利用期間

2020年10月16日
（金）〜2021年3月31日
（水）

第2期受付セット数

40万セット ※50億円分（食事券面額合計）
（Web受付・抽選はがき受付合計）
1セット10,000円 12,500円分の食事券
（1,000円券×10枚＋500円券×5枚）

販売額

① 抽選Web受付
② 抽選はがき受付

応募方法

公式ホームページより応募
本チラシはがきまたは、通常はがきにて応募

1回あたりの応募につき2セット
（2万円分）
まで
（Web1回・はがき1枚につき）

応募条件
抽選方式

Web受付・はがき受付ともに同じ当選確率で設定

参加飲食店

公式ホームページ https://www.gotoeat-aichi.jp/
また、
加盟飲食店に設置しているキャンペーンステッカー等をご確認ください。

当選通知が届いたら…

下記はがきにご記入の上、きりとって
郵送してください ▼

1 引換票番号を確認してください。
確認

記入例
〒

ご住所

当選通知（郵送）

●発送日：2020年12月21日
（月）発送

電話番号

抽選応募はがき受付センターより当選通知をお送りします。

申込者
氏 名
購入希望
セット数
年代性別

★ファミリーマートでの
引換票番号13桁が記載
されています。
［例］

全国のファミリーマート

アイチ

タロウ

愛知

太郎

いずれかに
チェック

✓
□1セット
（1万円） □2セット
（2万円）

□10代未満 □10代 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70代以上

男・女

※鉛筆や消せるボールペン等は、記入内容が読み取れない場合がございます。使用しないでください。

キリトリ 線

2 ファミリーマートにて支払・発券

フリガナ

●油性ボールペンで記入してください。

1234567891234

※当選者の発表は当選通知の発送をもってかえさせていただきます。
※落選者への通知はございません。
※当選結果のメールおよび電話での結果確認は受け付けておりません。

000 ｰ 0000
愛知県名古屋市○○○○○町○○○○
○○○○○○○○○
○○○-○○○-○○○

●わかりやすい字でハッキリと書いてください。

●支払・発券は、全国のファミリーマート店内のFamiポートです。
●キリトリ線にそって切り取ってください。

※キリトリ線から大きく外れて切り取られたものは、機械で読み取りができないため、無効な申込となります。

下記の項目に漏れなくご記入ください。記入漏れは無効となります。
〒

ｰ

ご住所

Famiポート

電話番号
引換・番号を入力

レジにて支払い：発券・受取

●支払・発券期間：

2020年12月21日
（月）10：00〜
2021年1月14日
（木）23：59

上記期間中にファミリーマート店舗で引換ください。

申込者
氏 名

フリガナ

購入希望 いずれかに
セット数 チェック
年代性別

□1セット
（1万円） □2セット
（2万円）

□10代未満 □10代 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70代以上

個人情報の取扱い

男・女

申込に伴う個人情報については、
申込者への問合せ、抽選結果の連絡など、
本事業に関してのみ使用するものであり、利用目的以外に本人の同意なく
個人情報を開示・公表することはありません。

