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大阪経済記者クラブ各位 

 

「大阪飲食店応援クラウドファンディング」の寄付金募集開始について 

“大阪の飲食店を応援しよう！飲食店応援プロジェクト #みらい飯” 

参加登録希望の飲食店も再募集します（5/1 正午まで） 

 

 

 

食創造都市 大阪推進機構（事務局：大阪商工会議所、(公財)大阪観光局）は、４月２１

日に立ち上げた「大阪飲食店応援クラウドファンディング」の寄付金を、本日より５月  

１５日まで募集する。 
 
○本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上が落ち込み、事業継続に苦心す

る飲食店を応援することを目的に実施するクラウドファンディング。専用サイトに応援

を求める大阪府内の飲食店を掲載し、広く寄付を求める。 
 
○また、４月２１日に開始した参加店（応援を求める飲食店）の第１次募集に多数の飲食

店が応募したことを受け、参加を希望する飲食店の申し込みを本日より５月１日（金）

正午まで専用サイトにおいて追加で受け付け、サイト上に順次掲載する。 
 
【寄付（応援）の方法】 寄付金募集期間：４月２８日（火）～５月１５日（金） 

① 店舗指定コース 

専用サイト上に掲載された飲食店リストから、応援する飲食店を指定して行う寄付

（１店舗あたり３,０００円～１０万円）。複数の飲食店への寄付も可能。 

② 地域応援コース 

特定の飲食店を指定せず、本事業全体に対して行う寄付。後日、寄付金の総額をとり

まとめ、全参加店に均等に分配する。 

【寄付者に対する返礼品】 

「店舗指定コース」をされた方には、各寄付先の飲食店で利用可能なお食事カード（寄付

額の１割増し）を提供する 

※「地域応援コース」に対しては、返礼品はなし 
 
【お食事カードの使用期間】：発行日より６か月間 

※７月１日～１２月３１日を想定。緊急事態宣言の解除等の時期により後日決定 

【飲食店に対する応援金（寄付金）の拠出時期】：５月末（予定） 

以 上 

 

＜添付資料＞1.「大阪飲食店応援クラウドファンディング」の寄付金募集開始のチラシ 

2.「大阪飲食店応援クラウドファンディング」参加店リスト（４月２８日現在） 

3. 「大阪飲食店応援クラウドファンディング事業」 飲食店参加応募要項 

公益財団法人 大阪観光局 

Osaka Convention & Tourism Bureau 

 

記 者 配 布 資 料 

【お問合せ】 

食創造都市 大阪推進機構（事務局：大阪商工会議所、(公財)大阪観光局） 

担当：中村・登坂・岡田（大阪商工会議所・地域振興部） 

TEL: 06-6944-6323   E-mail：chishin@osaka.cci.or.jp 



 

 

 

このたび、食創造都市 大阪推進機構（事務局：大阪商工会議所、(公財)大阪観光局）では、 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上が落ち込む大阪府内の飲食店を応援する 

クラウドファンディングを立ち上げました。 

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、皆様に不要不急の外出の自粛が求められているだけでなく、

飲食店は休業や営業時間の短縮を求められており、厳しい状況が続いています。 

思い出が詰まったあのお店でまた楽しい時間を過ごせるように、大阪の財産である飲食店を守るために、

皆様のご協力をお待ちしております。 

１．寄付の方法 

右記QR コードもしくは下記URLから専用ページにアクセスいただきお申し込みください。 

https://readyfor.jp/projects/osaka_inshokuouen 

寄付には以下の二つの方法があります。  

①店舗指定コース 

    応援したいお店をリストから選択し、3,000円から 10万円までの複数コースの中からご寄付していただきます。 

寄付先の飲食店で使用できる「1割お得な」お食事カードを提供します。 

例 30,000円 コース：寄付先の飲食店で利用可能なお食事カード（33,000円分） 

    100,000円 コース：         〃                （110,000円分） 

②地域応援コース 

 飲食店を指定せず、本事業全体に対する寄付を行っていただくものです。 

寄付金額は、全参加店に均等に分配します。本寄付に対する返礼品はございません。 

  3,000円コース、10,000円コース、100,000円コース、1,000,000円コース 

※なお、上記のコースを複数組み合わせて応援することや、複数の店舗を応援すること（店舗数分申し込みが必要）

も可能です。 

２．寄付申込手続きと返礼品等  

①２ページ（裏面）に掲載の店舗一覧より、寄付金の贈り先となる応援したい飲食店をお選びいただきます。 

②皆様にいただいた寄付金は、手数料（６％）を控除し、５月末をめどに、指定先の店舗にお贈りいたします。 

③応援した店舗で使える「1 割お得な」お食事カード（例：1 万円の寄付で 1 万 1,000 円分食事可能等）は、

７月１日以降(予定)、指定した各店舗にて、寄付者ご本人に直接お受け取りいただきます（初回に訪問される

際にお受け取りされることをお薦めいたします）。 

④お食事カードは発行日より６か月間使用可能です。７月１日～１２月３１日を想定していますが、緊急事態

宣言の解除等の時期により後日決定、お知らせいたします。 

⑤お食事カードはご寄付先に指定された飲食店以外ではご利用いただけません。 

⑥お食事カードを利用されない部分については、返金いたしません。 

⑦寄付金が運営主体より指定の飲食店に支払われる前に寄付先の飲食店が閉店された場合は、地域応援コース

への寄付金に変更させていただきます。また、寄付金が指定の飲食店に支払われた後、寄付先の飲食店が閉店さ

れる場合もございます。いずれのケースも、食事カードが利用できない事態が発生いたします。あらかじめご了承くだ

さい。 

３．クラウドファンディング（応援者）募集期間： ４月２８日（火）～５月１５日（金） 

４．運営主体： 食創造都市 大阪推進機構 （事務局：大阪商工会議所 地域振興部） 

 

 

大阪の飲食店に対する寄付を募集しています！ 
＜大阪の飲食店を応援しよう！飲食店応援プロジェクト #みらい飯＞ 

 
 

クラウドファンディング募集期間は４月２８日（火）～５月１５日（金）まで。 

お気軽にお問合せください。 

【お問い合わせ先】 

食創造都市 大阪推進機構（事務局：大阪商工会議所 地域振興部） 

TEL: 06-6944-6323  FAX: 06-6944-6330  E-mail: chishin@osaka.cci.or.jp 

資料１ 

 



資料２

（ジャンルごと50音順）

店舗名 所在地

割烹　一の谷 枚方市

賀茂ん 大阪市北区

元祖ぶっちぎり寿司　魚心本店 大阪市北区

健菜天　佳川 大阪市中央区

創作揚げ工房　さ・ん・ぽ 松原市

十三すし屋台 大阪市淀川区

旬鮮和楽 さな井 大阪市中央区

匠面と旬の和食　よさこい 貝塚市

西心斎橋 ゆうの 大阪市中央区

まごころ料理つる井 大阪市住吉区

Restaurantえい参 高槻市

店舗名 所在地

a canto（アカント） 大阪市中央区

agnel d'or 大阪市西区

アンティカオステリアダルポンピエーレ 大阪市中央区

イタリア料理店MIZUTAMA 大阪市住吉区

島之内フジマル醸造所 大阪市中央区

（食）ましか 大阪市西区

ニク × ワイン ギャルド 大阪市都島区

ビストロソウルキッチン 大阪市淀川区

ビストロ　ベッセ・ヴォワール 大阪市大正区

ピッツエリア　エッセ   ディ　 ピュ 泉佐野市

リュメルライゼ 寝屋川市

レオーネ 大阪市北区

レストラン　シェノワ 東大阪市

大阪の飲食店を応援しよう！飲食店応援プロジェクト #みらい飯　

参加店舗一覧表（4月28日正午時点・63店舗）

※参加店舗は随時追加になりますので、最新情報はホームページ上にてご確認ください

https://readyfor.jp/projects/osaka_inshokuouen

和食（11店舗）

洋食（フレンチ、イタリアン等）（13店舗）

https://readyfor.jp/projects/osaka_inshokuouen


店舗名 所在地

雁飯店 茨木市

げん家ラーメン天六国分寺店 大阪市北区

Jessie 大阪市北区

台灣食堂 大阪市中央区

中華料理　珍八香 大阪市中央区

火鍋成都 大阪市北区

避風塘みやざわ　 大阪市北区

麺処三上家 大阪市東住吉区

店舗名 所在地

お魚酒場 鬼とと 堺市

北堀江ほおずき 大阪市西区

九州干物市場　わだち 大阪市中央区

佐海屋旭 大阪市浪速区

酒人肴びりけん 大阪市北区

サクサク亭京橋本店 大阪市都島区

シマネヤ 大阪市中央区

「食と酒」居酒屋かるだん 大阪市中央区

ＴＯＮＫＵＵ 大阪市北区

はまじま 大阪市北区

美食dining　燦 大阪市中央区

ラグビー部　マーラー 大阪市中央区

店舗名 所在地

good spoon 南堀江店 大阪市西区

The brick 大阪市中央区

パティスリーエルブランシュ 門真市

まち家カフェ Sacay 堺市

店舗名 所在地

アレグレ 大阪市北区

コント　デュ　ヴァン 大阪市福島区

Jam酒場 Yellow Mama 大阪市西区

バー（8店舗）

居酒屋（12店舗）

中華・各国料理（8店舗）

カフェ（4店舗）



ダイニングバーDANK 大阪市北区

DIVA 大阪市北区

Bar RetroBox 大阪市中央区

bar 1045 大阪市北区

麦酒酒場　幸民 大阪市中央区

店舗名 所在地

I.B GRILL 四条畷市

味乃家 本店 大阪市中央区

お好み焼き　ゆかり　曽根崎本店 大阪市北区

千房　千日前本店 大阪市中央区

鉄板焼鳥 くちばし 北新地本店 大阪市北区

福えびす道頓堀店 大阪市中央区

フレッシュネスバーガー天満橋OMM店 大阪市中央区

以　上

その他（7店舗）
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2020年 4月 28日 

 
【食創造都市大阪推進機構】 

＜大阪商工会議所・大阪観光局＞ 

 「大阪飲食店応援クラウドファンディング事業」 

“大阪の飲食店を応援しよう！飲食店応援プロジェクト #みらい飯” 

飲食店参加応募要項（追加募集） 
 

「食創造都市 大阪推進機構」では、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、営業自粛などにより日々

の資金繰りや今後の事業継続にお困りになられている大阪府内の飲食店を応援するため、標記事業を実

施することになりました。インターネットによるクラウドファンディングを活用して広く寄付金を募り、

できるだけ早く飲食店の皆様に応援金を提供したく考えております。 

応募要項をご一読いただき、ご関心の向きは、下記「９」にご案内している応募フォームに必要事項を

ご記入いただきますよう、ご案内申し上げます（申込完了後、貴店名が店舗一覧に掲載されます）。 

 

【１．参加登録資格】 

① 大阪府内の飲食店（店内で飲食のスペースを有する）であること 

② 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 

③ 本応募要項、とくに「8.免責事項などの重要事項」に同意していること  

④ 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 

 

【２．主な参加メリット】 

① インターネット（ウェブサイト）を通じて応援金が拠出されることで、運転資金として活用していただけます。 

② 大阪以外の人からも広く応援いただける可能性があります。 

③ 後日、応援者が来店されることで、顧客とのつながりが深まります。 

 

【３．寄付金（応援金）の募集方法】 

クラウドファンディングサービスを行うインターネット媒体（ウェブサイト）を活用し、広く応援金を募ります。具

体的には、食創造都市大阪推進機構が実施する本事業を、日本商工会議所とクラウドファンディング事業者

（READYFOR株式会社）が連携して設置する専用ページに、参加店舗の情報等も含め掲載します。応援者

は、同ウェブサイトで情報を確認後、寄付金を拠出する仕組みです。 

https://readyfor.jp/projects/osaka_inshokuouen  

 

【４．寄付金（応援金）の概要】 

本事業で募集する寄付金には以下の２種類があり、それぞれ以下の方式で各飲食店に支払われる応援金

が決定されます。 

① 店舗指定コース 

〇応援者が、あらかじめ寄付金の贈り先となる飲食店を指定する寄付金です。 

（寄付１件あたり３，０００円～１０万円） 

〇各飲食店への店舗指定コース寄付金総額から手数料（６％）が控除された金額が応援金となります。  

  （例）Ａ店を指定する１０万円の寄付がなされた場合、１０万円×９４％＝９万４,０００円が、 

Ａ店に提供される応援金となります。 

②  地域応援コース 

〇寄付者が飲食店を指定せず、本事業全体に対する寄付金です。 

〇地域応援コース寄付金の総額から手数料（６％）が控除された金額を、全参加店に均等に分配します。 

 （例）地域支援型寄付金が総額１００万円の場合、（１００万円×９４％＝９４万円）÷５０店舗（参加店舗数） 

＝１万８,８００円が各飲食店に提供される応援金となります。 

資料３ 
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【５．寄付金（応援金）募集期間】 

  ２０２０年４月２８日（火）～５月１５日（金）（予定） 

 

【６．参加する飲食店において必要な対応】 

① 応援金の入金確認 

〇 上記「５．寄付金（応援金）の募集期間」終了後、なるべく早期に（５月末予定）、各飲食店が、「参加登録申

込書」に記載いただいた振込先に、上記４における二つの応援金が合算して振り込まれます。入金をご

確認ください。なお、その際の振込手数料は、各飲食店にご負担いただきます。 

〇 応援金振り込み後（５月末予定）、各飲食店に対し「それぞれの応援者リスト（応援者名、寄付金額）」を別

途お送りします。 

② お食事カードの受領と支援者に対する配布 

〇 ７月頃、各飲食店に対し、事務局（大阪商工会議所）より、各飲食店を応援した応援者数分の「お食事カ

ード」をお送りします。 

〇 貴飲食店を指定した応援者が来店された際は、お食事カードに店印またはサインいただき、応援者にお

渡しください。誤配布を防ぐため、配布時には応援者の本人確認（運転免許証等）を行ってください。 

〇 応援のお礼として、お食事カードには、必ず実際の寄付額の１０％をプレミアムとして上乗せしていただき

お渡しください。プレミアム（上乗せ）となる１０％は、各飲食店の負担となります。 

   （例）当該飲食店を指定し、１５万円を寄付した支援者に対しては、１５万円×１１０％＝１６万５０００円

分のお食事カードをお渡しください。 

〇 お食事カードは、スタンプカード形式（１人の応援者に対して１枚提供、応援者名と寄付額＋１０％の金額

記載）を想定しています。後日、事務局より詳細をご案内いたします。 

＊念のため、お食事カードの利用状況を応援者ごとに記録しておいてください（使用金額、使用日等）。 

＊貴飲食店を指定せず寄付を行った方（他の飲食店指定、および地域支援型の寄付をされた方）には、お

食事カードをお渡しする必要はありません。 

＊万が一、「都市封鎖」級の事態になった際には、飲食店の営業自粛が継続されることが予想されます。そ

の場合は、お食事カード相当の商品を参加店舗から応援者へお送りいただく等の対応をお願いする場

合がございますので、予めご了承ください。 

 

【７．お食事カードの利用可能期間】 

2020年 7月 1日（水）～2020年 12月 31日（木）（予定） 

＊緊急事態宣言の解除等の時期を見ながら決定し、事務局よりご連絡いたします。 

 

【８．免責事項などの重要事項】 

①本プロジェクトへの参加申し込み以降、お食事カードの有効期間内に、やむを得ない事情により閉店される 

場合は、閉店が決まり次第直ちに事務局（大阪商工会議所）までご連絡ください。 

②「店舗指定コース」については、応援者が応援したい店舗を指定して寄付するものであるため、指定されな 

い（応援金がない）場合もあることを予めご了承ください。 

③店舗指定コースにて寄付がなされている場合でも、事務局より指定飲食店への応援金の振り込み前に閉 

店された場合は、応援金のお振込はいたしません。予めご了承ください。 

④万一、各飲食店と応援者（お食事カード利用者）との間でトラブルが発生した場合でも、大阪商工会議所は 

関与・干渉いたしません。 

 

【９．飲食店参加申し込み方法】 

ウェブフォーム「「大阪飲食店応援クラウドファンディング」参加登録申込書」に必要事項をご記入 

いただく形でお申し込みください（１社につき１店舗限りでお願いします）。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYqlSY5EMWbGi-qUjQpPh6FlAJfeNdwzRkiyHkOLw6lR8oTg/viewform 

＜お申し込み期限＞ 

２０２０年５月１日（金）正午 

以 上 


