
取扱注意

加盟店マニュアル
【第５版(令和4年12月改訂)】

Go To Eat Tokyo 加盟店サポートセンター
TEL：03-6746-4830
FAX：03-6746-4831

E-Mail：gotoeat-tokyo1@jtb.com
受付時間：平日・土日祝 9:30～17:30

食事券利用可能期間

令和5年1月25日(水)まで

P1～ P8 重要なお知らせです。必ずご一読ください。



ー １ ー

重要

利用期間延長
令和5年1月25日(水)まで

有効期限の記載は
「令和3年3月31日」ですが
そのままご利用いただけます。

※ 最新の情報は、公式ホームページをご確認ください。
https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/gotoeat-tokyo/

会計の際に、「使えない」と言われたというクレームが

増えています。お店のスタッフへの周知をお願いします。

アナログ食事券の有効期限の記載は変わりません。



ー 2 ー

認証未取得の場合は、精算を保留いたします

◼ 認証未取得の加盟店から換金申請を受領した場合は、

取得の確認ができるまでお振込みを保留いたします。

0123456

点検管理番号

◼ 認証取得に関しては、以下にご連絡ください。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

電話 03-5388-0567 / 受付時間 9:00～19:00（土日祝日を含む毎日）

◼ 認証を取得された際は、公式HPから点検管理番号をご連絡ください。

QRコードから送信フォームにアクセスできます →

※ 更新対象店舗には、以下からメールが送付されます。

アドレス：info-tenken@covid19-check-v2-metro-tokyo.jp

差出人：徹底点検TOKYOサポート事務局

件名：【重要！】東京都から「徹底点検」認証の更新のお知らせです

◼ 認証の有効期限は1年間です。更新対象店舗には、東京都よりメールが

送付されます。(メール未登録の場合は郵送)

重要

mailto:info-tenken@covid19-check-v2-metro-tokyo.jp


ー 3 ー

重要

◼ 決済データが報告されるため、「受付けたはず」「決算されていないらしい」

などの疑義は受付けられません。※システムエラー等を除く

◼ タッチ式・読み取り式とは違い、消費者に自身のスマートフォン上で

加盟店番号を入力いただくことで、決済となります。

◼ 下記の画面を参考に、必ず「利用しました」までご確認ください。

決済完了の効果音は、スマートフォンの設定によっては鳴りません。

デジタル食事券の利用が開始となります

ここまで確認！

※効果音は設定により
鳴らない場合もあります。



◼ デジタル食事券の決済は、自動的に計算されます。

◼ 利用日毎の合計金額が確認できます。

(利用から24時間後～1週間程度で表示)

ー 4 ー

利用日毎の実績を確認する際には
デジタル食事券利用実績確認サイトをご利用ください
URL: https://area34.smp.ne.jp/area/p/ohne4pjpbs8lcmjqc2/gHRTFk/login.html

<ログイン後の画面>

ボタンをクリックすると、
ダウンロードできます

店舗が複数表示されている
場合、加盟店番号入力で
店舗を絞ることができます

3,000居酒屋xx 池袋店

居酒屋xx 新宿店 3,000

リアルタイムで利用実績を確認したい場合は、決済ごとに自動配信される
デジタル食事券利用通知メールをご確認ください。

配信元：passmarket-master@mail.yahoo.co.jp

重要

全項目の入力は
不要です

◼ 利用実績の表示は2週間程度で、古いものから削除されます。

お振込み時点では削除されておりますので、

定期的なダウンロードをお願いたします。

https://area34.smp.ne.jp/area/p/ohne4pjpbs8lcmjqc2/gHRTFk/login.html
mailto:passmarket-master@mail.yahoo.co.jp
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重要

加盟店登録内容の変更は、
加盟店サポートセンターまで
ご連絡お願いします

振込口座を変更する場合

アナログ
食事券

振込回ベースで振込先が切り替わります。
換金書類が精算事務局に到着した日に基づいて
お振込みいたします。

デジタル
食事券

ご利用期間により振込先が切り替わります。
自動精算のため、切替わりの日にちのご指定は出来ません。
※ご利用期間はP12換金スケジュールをご参照ください。

◼ 法人名 / 店舗名変更
◼ 住所変更
◼ 店舗譲渡に伴う変更
◼ 取扱券種の変更
◼ 点検管理番号の変更 等

法人変更に伴う口座変更について
デジタル食事券をお取扱いの場合は加盟店番号を変更いたします。

法人変更はお早めにお知らせください。



重要

加盟店マニュアル・換金スケジュールが
公式HPでご覧いただけます

『Go To Eat Tokyo』で検索！ URL:https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/gotoeat-tokyo/

ー 6 ー

TOPページから「飲食店の方へ」をクリック

飲食店の方へ

画面の下の方までスクロールすると換金スケジュールがご覧いただけます

スクロールして、「加盟店マニュアルをダウンロード」をクリック



重要

最終到着日を過ぎた場合、換金ができません。

◼ 食事券利用期間は、食事券の販売再開日以降

約3か月間です。

◼ 食事券の利用期間終了日から最終到着日までの期間は

10日程度です。

◼ 最終到着日を過ぎると、換金ができなくなります。

◼ 精算疑義は、振込日から2週間です。

◼ 精算疑義最終締切り日をもって、

加盟店サポートセンターは終了となります。

ー 7 ー

販売再開日
10/26

アナログは11/10

利用期間終了日
1/25

最終到着日
2/7

食事券利用期間（3か月間）

換金受付期間

10日程度

【利用期間と換金受付期間】

令和5年2月7日(火)までに
事務局に到着するように換金書類をご送付ください。



ー ８ ー

郵便事故が発生しています

控え３点を必ず保管してください

4枚目が店舗控え

① 食事券貼付台紙控え ② 食事券振込申請書控え

③ 枚数分の食事券貼付台紙の写真やコピー

２

３

１

重要

◼台紙は写真やコピーなどで記録を残してください。

◼入金確認ができない場合、上記3点が必要です。

◼3点無い場合はお振込みできません。

◼追跡可能な特定記録郵便もご検討ください。

※費用は加盟店様側での支払いとなります。



ー ９ ー

事業概要

商品券名称 Go To Eat キャンペーン Tokyo プレミアム付食事券

発行者 Go To Eat Tokyo 食事券発行共同事業体

プレミアム率 25％

購入対象者 制限なし(日本国外居住者も購入可能です)

利用期間 令和2年11月20日(金)～ 令和5年1月25日(水)※予定

食事券 券種

食事券は２種類あります。
【アナログ食事券】
1セット：1,000円券×10枚 500円券×5枚 = 12,500円分
所定の販売所にて事前に取得いただいた引換券を提示いただいたうえ
で販売(10,000円で販売)

【デジタル食事券】
1セット：1,000円券×10枚 ＝ 10,000円分
Yahoo！JAPAN 『PassMarket』上にて販売(8,000円で販売)

購入限度額 1回につき1人あたり2セットまで購入可

その他

◼ 新型コロナウィルス感染症対策の基本対処方針(改正)に基づき

3密を常に意識した対策実施をお願いします。

◼ 東京都の実施する「飲食店等感染防止徹底点検済証」

(ブルーマーク)の発行を受け、ステッカーの掲示をお願いします。

◼ 食事券は飲食または、サービス料などにおいてのみ利用可能です。

(物販などの利用はできません)

◼ 食事券と現金の交換はできません。

◼ 食事券面下の利用の場合でもつり銭のお渡しは不可です。

◼ 不足分については現金・クレジットカードなどで収受してください。

◼ デジタル食事券の場合は必ず、加盟店番号(店舗コード)を

消費者に入力いただき、使用済みの確認が必要です。

上記事項の他、募集事項に記載の
「Go To Eat キャンペーン参加飲食店同意事項」を必ず遵守いただき、

お店の運営をお願いします。

農林水産省が行う事前調査・追加調査によって取扱の条件を満たして
いないと判断した場合は、加盟の取消となる場合があります。
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送付物の確認(加盟店キット・農水省掲示物)

加盟店キット同封物

★キットの内容確認をしてください。不足がある場合、追加で必要なものがある場合、
加盟店サポートセンター(03-6746-4830)までご連絡ください。

加盟店番号(7桁)＝店舗コード

加盟店用マニュアル 食事券貼付専用台紙
(1,000円×50枚1冊・500円×20枚1冊)

換金用封筒×10枚

使用済み食事券換金
伝票×20枚1セット

(4枚複写式)

偽造券確認用ルーペ
及び偽造防止ガイド

加盟店ステッカー
2枚(デジタル版)

消込処理用マジック

加盟店ステッカー4枚

加盟店ポスター
A4×10枚

両面A4パウチ
(デジタル版)

デジタル取扱店のみ同梱

(重要)加盟店番号通知書

キャンペーン終了まで必ず保管してください重要

新 加盟店登録をされた飲食店様へ

「       キャンペーン     」の加盟店申込  きが完了いたしました。

加盟店キットをお送りいたしましたので、  をご確認ください。

デジタル食事券取り扱いのご 内

 店のマークは  の通りです。

  ：        

    ：        

ログイン  ・    

デジタル食事券受取時は、偽造防止のため店舗ごと指定されたマークを
必ずご確認ください。

１

店舗での利用実績を確認する際には、デジタル食事券利用実績サイトを
ご利用ください。 利用から  時間後～ 週間 どで  されます)
    週間程度分のみのため、  ダウンロードして保 してください

２

加盟店番号： １２３ ５  

     店店舗名：

【 意】

 加盟店番号は、 種申請時 デジタル食事券受取時に必要な番号です。

 法人 にまとめて送付されている場合は、 店舗に本 報をご連 ください。

 公式 ームページへの加盟店掲 はキット到着から約 週間後に完了します。

 お い合わせ先 

               加盟店サポートセンター                日土日祝          )

デジタル食事券利用実績サイト

※取り扱い券種がアナログ食事券のみの場合は、
デジタル食事券についての記 はございません

取扱注意

加盟店マニュアル

             加盟店サポートセンター
   ：            
   ：            

      ：                      
受付時間：平日・土日祝     ～     

※ ポスターなどに記 の日付は修正しておりません。ご了承ください。

デジタル食事券店頭掲示物
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運営にあたってのお願い

① 加盟店キットが到着したら必ず中身の確認をお願いします。

不足がある際は、速 かに加盟店サポートセンター(03-6746-4830)まで

ご連絡をお願いします。またお 合せの際は７桁の加盟店番号(店舗コード)を

ご準備ください。

② Go To Eat キャンペーン Tokyo 加盟店ステッカー・ポスター等

をお店の入口など見やすいところに掲示してください。

特にデジタル食事券取扱店の場合は、目の付くところへ掲示をお願いします。

③ 本誌(加盟店マニュアル)をご一読いただくようお願いいたします。

食事券の引き換え 順 換金、ならびによくある質 などを記 しております。

必ず目を通すようにお願いします。

④ 感染症対策基本的対処方針に基づき、３密対策実施をお願い

します。(感染防止対策認証制度への登録が必要です)

募集要項記 の誓約事項の他、東京都より発出している

「東京都感染防止チェックシート」をご覧いただき感染防止

対策の実施をお願いします。またコロナ対策リーダー、店長が

中心となり、重要な５つの対策チェックポイント（ 指消毒・マスク

・間隔確保・換気・コロナ対策リーダー）の取り組みを踏まえた上で、

運営をお願いします。

⑤ 食事券の回収・換金(アナログ食事券・デジタル食事券)

回収したアナログ食事券については、加盟店キットの台紙に券種ごとに貼付

いただきますようお願いします。換金の際必要となりますので換金申請までは

店舗で金庫などの安全な場所に保管してください。

また食事券を貼付した台紙は写真やコピーなどの控えを残してください。

尚、デジタル食事券の場合は別ページに記 の方法で処理がされたのち、

利用実績に基づき自動的にお支払いをいたします。

アナログ食事券・デジタル食事券は合算でご登録口座へお振込みいたします。

引用：東京都防災ホームページ
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精算手順と換金スケジュール

受け取った食事券は 記の流れで精算いたします。

食事券
利用者

加盟店 精算事務局
GoToEat Tokyo

食事券発行
共同事業体

①デジタル食事券

①アナログ
食事券

②利用実績を事務局が確認後、振込

③確認後振込

②換金請求送付

換金スケジュール

■ アナログ食事券 ■

振込回 精算事務局到着 入金予定日 振込 合せ締切

第46回 令和4年 10月20日(木)まで 11月2日(水) 11月16日(水)

第47回 令和4年 11月4日(金)まで 11月17日(木) 12月1日(木)

第48回 令和4年 11月24日(木)まで 12月6日(火) 12月20日(火)

第49回 令和4年 12月13日(火)まで 12月27日(火) 1月10日(火)

第50回 令和4年 12月20日(火)まで 1月6日(金) 1月20日(金)

第51回 令和5年 1月10日(火)まで 1月24日(火) 2月7日(火)

第52回 令和5年 1月25日(水)まで 2月14日(火) 2月28日(火)

最終回 令和5年 2月7日(火)まで 2月27日(月) 3月13日(月)

■ デジタル食事券 ■

振込回 ご利用期間 入金予定日

第47回 10月26日(水) 0:00 ～ 11月4日(金) 23:59 11月 17日(木)

第48回 11月5日(土) 0:00  ～ 11月24日(木) 23:59 12月 6日(火)

第49回 11月25日(金) 0:00 ～ 12月13日(火) 23:59 12月 27日(火)

第50回 12月14日(水) 0:00 ～ 12月20日(火) 23:59 令和5年 1月 6日(金)

第51回 12月21日(水) 0:00 ～ 1月10日(火) 23:59 令和5年 1月 24日(火)

最終回 1月11日(水) 0:00  ～ 1月25日(水) 23:59 令和5年 2月 14日(火)

※お振込みはアナログ券とデジタル券、合算となります。
デジタル券の明細は、利用実績確認サイト（P4参照）をご利用ください。
アナログ券の明細が必要な場合は、加盟店サポートセンターまでお 合せください。
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アナログ食事券とデジタル食事券について

アナログ食事券

デジタル食事券

◼ 食事券は現金 一般的な金券と同 の扱いです。
◼ 食事券での支払いではお釣りはでません。
実際の飲食代金が食事券金額を上回る場合、その差額については現金など
で支払うことになります。

◼ 受け取った食事券は、専用の台紙に貼付して毎月の換金申請まで保管
してください。

◼ 台紙の控えは、振込が確認されるまで保管してください。
◼ 貼付した台紙のコピー、または写真などを残してください。

◼ デジタル食事券はオンライン上のデータとして 在するため、会計時に消費者が
自身のスマートフォン等の画面でデジタル食事券を表示させて加盟店に
提示します。

◼ 加盟店は消費者が支払う際、割り当てられた7桁の店舗コード(加盟店番号)
を消費者に入力してもらい、支払いの確認(18ページ参照)をお願いします。
 ：QRコードではありません。

◼ 入力した店舗コードに基づいて、当該加盟店に対する売上として記録されます。
デジタル食事券での決済は事務局にて利用実績確認後、
支払いスケジュールに則りお振込みいたします。

飲食 会計 アナログ食事券 加盟店が台紙に
支払い 貼付して保管

飲食 会計
デジタル食事券の スマ 上で
画面を提示 無効化処理
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アナログ食事券の受取方法

アナログ食事券見本

◼ 食事券は、1シートにつき
1,000円×10枚、500円×５枚
合計 12,500円です。

◼ 点線がミシン目となっており、切り離して利用できます。

◼ シール状となっておりますが、剥がさず受け取ってください。

◼ 支払いの際はまとめて何枚でも受取ができます。枚数の上限はありません。
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換金手順詳細(アナログ食事券)

汚損の取り扱いについて ※   の条件を満たせばご利用可能です。

◼ 東京都の食事券であることが確認出来ること
◼ 券面の金額が確認できること
◼ 食事券面の 部に記載の券番号が確認できること
判断が難しい場合は、加盟店サポートセンターへお問合せください。

１ 受け取った食事券を台紙に貼り付けてください。

貼り付け後、使用済み処理をしてください。２

額面の中心に交点がくるように上 左右に線を引いてください。

金券番号を消さないようご注意ください。

不正利用防止
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換金手順詳細(アナログ食事券)

３ 台紙、食事券振込申請書、封筒に必要事項を記入してください。

赤枠内、全て記入し封入洩れのないようお願いします。

ご記入いただきました用紙を確認いたしますが、お支払いは貼り付け
された「食事券」の枚数を正といたします。

食事券振込申請書 換金用封筒

《4枚複写式》
1～３枚目を送付

4枚目は店舗控え

食事券貼り付け台紙

。食事券貼付台紙は写真やコピーで控えを残して さい。 

店舗の控え(３点)… ①食事券貼付台紙の上部控え(切取る)
②食事券振込申請書控え ③枚数分の食事券貼付台紙コピー
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デジタル食事券の受取方法

<具体例>

• 消費者がスマートフォンをお持ちでない

• 消費者のスマートフォンに不具合がある

• 消費者が消費者がデジタル食事券を購入した際の Yahoo!JAPAN ID でログインできない

• その他、通信環境の不具合・圏外などの理由で購入したデジタル食事券を提示できない

消費者の都合でデジタル食事券を提示できない場合は、ご利用をお断りください

消費者の食事券利用準備

PassMarketへ
アクセス

食事券提示のご準備

検索エンジンで
「パスマーケット」を検索
してPassMarketにアクセス

「パスマーケット」で「My」をタップ

Yahoo! JAPAN ID ログイン

「購入済みのチケット」をタップ
「Go To Eat キャンペーン
Tokyo デジタル食事券」をタップ

2 3 4

決済画面提示のための素材

素材イメージ

ツール取得ページ
QRコード

「パスマーケット」で
「ログイン」をタップ

手順に従って
ログイン

2

https://yahoo.jp/fcQ9dC 

１

１

非接触を保つため、スマートフォンの各操作は消費者に行っていただきます。

加盟店では「消費者への操作のお願い」と「消費者のスマートフォン画面確認」を

お願いします。※ 加盟店で機器を用意いただく必要はありません。



※ コロナ感染防止のため、消費者ご自身で操作をお願いします。

１ ２

３  

①利用するをタップ

① 7桁の店舗コード（加盟店番号）
を入力

② 利用枚数選択
③ 「決定する」をタップ

①「利用しました」を確認
注：「利用しました」と表示されない

と受け取ったことになりません。

デジタル食事券の受取手順
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① 7桁の店舗コード（加盟店番号）
と利用枚数に間違いがないかを
確認

② 利用するをスライド

効果音は設定
によっては
鳴りません！
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デジタル食事券受取時のその他の操作

利用したデジタル食事券の詳細を確認する場合

追加でデジタル食事券を利用する場合

チケット情報ページの にある

「利用履歴」から確認ができます。

＝確認できる項目＝

■デジタル食事券番号
■入力したコード
店舗コード（加盟店番号）

■利用した日時

※お会計時刻と店舗
コードで利用枚数、
券番号を確認
できます。

「利用しました」の にある

「もう一度チケットを利用する」をタップ。

同じ手順でご利用いただけます。

※未使用分のデジタル食事券がない場合

「もう一度チケットを利用する」の代わりに、

「他の購入済のチケットを確認する」と

表示されます。
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デジタル食事券受取の際の注意

① QRコードの決済ではありません。

正しい店舗コード(加盟店番号7桁)を入力しないと精算の対象となりません。

② 「利用しました」まで表示されないと食事券を受け取ったことになりません。

18ページの ④ の まで確認してください。

偽造防止のため、店舗別に マークが異なります。

予め指定された店舗のマークの確認をお願いします。

③ 一度「利用する」をタップするとキャンセル・返金はできません。

「7桁の店舗コード(加盟店番号)」 「利用枚数」を必ずご確認ください。

④ 正しく決済がされると、利用通知メールが自動配信されます。

決済が正しく行われたか確認ができます。

ご登録の店舗担当者のメールアドレスへ即時に通知が配信されます。

※ メール配信停止も可能です。但し停止されると再度のメール配信は

出来かねますのでご 意ください。

⑤ デジタル食事券利用実績サイトをご利用ください。

URL：https://area34.smp.ne.jp/area/p/ohne4pjpbs8lcmjqc2/gHRTFk/login.html

加盟店キット同封の加盟店番号通知書に初期パスワードを
記 しております。

ログインは出来ても、利用実績がないと表示はされません。

利用実績は即時に表示されません。24時間後～1週間程度で表示されます。

利用実績の表示は2週間程度で、古いものから削除されます。

お振込み時点では削除されておりますので、定期的なダウンロードを

お願いたします。

https://area34.smp.ne.jp/area/p/ohne4pjpbs8lcmjqc2/gHRTFk/login.html
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店舗情報の掲載について

加盟となった飲食店は、店舗情報が公式ホームページに掲載されます。
HP：https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/gotoeat-tokyo/

◼加盟となった飲食店は、株式会社ぐるなびが作成する Go To Eat キャンペーンTokyo 

公式 ームページ及び飲食店 報サイト「ぐるなび」に店舗 報が掲 されます。

◼公式HPでは店舗 報を店舗一覧(PDF) と 地図検索で掲 しております。

公式HPの”利用店舗検索”ページよりご覧いただけます。

◼掲  報は店名・電話番号・住所・業態・店舗URLのみです。

◼HP上には、アナログ食事券とデジタル食事券の利用可能券種も表記されます。

◼公式 ームページの掲 を取り止めたい場合は加盟店サポートセンターに

ご連絡をお願いいたします。

◼掲   の変更等には10日～14日 ど要します。予めご了承ください。

◼本キャンペーンの登録 掲 はぐるなびへの加盟を義務付けるものではありません。

未加盟店については事業終了後、継 の掲 費用は発生しません。

店舗一覧(PDF)

地図検索

公式ホームページ利用店舗検索

加盟店検索



よくある質問

１
Ｑ お店独自で食事券が使える時間帯を決めても良いか？

(例：夜の営業のみ利用可能、昼の営業 年末年始は不可など)

可能ですが、レジ・貼り紙・HPなどであらかじめ消費者が認識できるようにしてください。

２
Ｑ お店独自の割引 、他のクーポンとの併用、Go To Eatキャンペーンオンライン

予約との併用は可能か？

併用可能です。いずれの場合でも、消費者が認識できるようにしてください。

３
Ｑ 取扱い食事券の種類を変更したい。

(例：デジタル食事券を新たに扱いたい、または取扱いを めたい)

加盟店サポートセンターにご連絡ください。ご申告いただいた後、システム上の変更作業及び
 ームページ上への  に概ね２週間程度お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。

４
Ｑ 消費者がデジタル食事券をプリントアウトした紙を持ってきたが、

受け取って大丈夫か？

紙での提示は不可ですので受け取らないでください。紙での提示の他、スクリーンショットの提示等も
受け取りは不可です。

５
Ｑ

デジタル食事券で間違った枚数を使用してしまった場合はどうすればよいか？

「利用しました」と表示が出てしまった後は、一切取消ができません。加盟店 のご判断で対応を
お願いいたします。

６
Ｑ デジタル食事券の利用明細はでないのか？一括登録をしているため、

店舗毎の売上明細が欲しい。

明細は発行できません。決済毎の明細は「利用通知メール」、利用日毎の明細は「利用実績サイト」
よりご覧いただけます。利用実績サイトでは、検索機能を使用して店舗毎の売上明細をダウンロード
することができます。(表示は2週間程度で、古いものから削除されます)
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７
Ｑ 換金請求をした枚数・金額と実際の振り込みが異なっていた場合は、

どのようにすればいいか？

入金日から２週間以 に限り、 い合わせを受け付けます。
アナログ食事券は台紙の控え片と伝票の控え、台紙のコピーが必要です。
デジタル食事券はオンラインで処理されるため、決済完了されていない場合は記録は残りません。
原則は、お送りいただいた使用済みアナログ食事券、デジタル食事券の利用実績を正といたします。



よくある質問

飲食(及びお通し代等のサービス料)以外の物品、乗船料、入場料、観劇料、個室利用代等は
食事券の利用対象となりません。店舗で十分ご 意の上、お取扱いください。

飲食の他、店頭で販売している物品等も併せて食事券で会計しても 題
ないか？８

Ｑ

本事業(Go To Eat キャンペーン Tokyo)では、お店負担の 数料は発生致しません。

デジタル食事券を利用する店舗は決済 数料はかかりますか？
(Go To Eat オンライン予約ポイント事業では加盟店負担分もあるため)９

Ｑ

日中の場合は、消費者からお客 向けサポートセンター TEL：0570-550-269( 日・土日祝
9:30～17:30)までお電話いただくようにお伝えください。営業時間外で判断がつかない場合は、
デジタル食事券の使用をお断りいただきますようお願いします。

デジタル食事券決済時の画面にマニュアルに記 の無い表示がされている。
どこに い合わせればよいか？

Ｑ
10

加盟登録内容に変更がある場合は
加盟店サポートセンターへご連絡ください。

Go To Eat Tokyo加盟店サポートセンター
〒100‐0004 千代田区大 町2‐2‐1 新大 町ビル1階

加盟店様用連絡先

tel.            
fax.            

【受付時間】 平日・土日祝：9:30～17:30

E-MAIL gotoeat-tokyo1@jtb.com

管轄の保健所にご連絡頂き、指示に従って対応策を講じてください。
また、加盟店サポートセンターまでご報告をお願いします。

店舗でコロナウィルスの感染者が判明した場合、どこへ連絡すればよいか？
Ｑ
11


