広島県呉市

報道発表資料

令和３年１月６日
産業部商工振興課
0823-25-3307

くれまち店舗応援プロジェクト補助金（市単独事業）について

本事業について，１月５日時点での実施中及び今後実施予定の団体及び事業を別紙のとお
り情報提供します。１１月２５日時点より追加となったものは，NO.１，２，１４及び１５で
す。
なお，本事業の申請受付は１２月２８日までで終了しましたが，各事業の実施は最長３月
末までとなります。

別紙
（１/５現在）

現在実施中及び今後実施予定の団体及び事業
NO.

団体名

事業名

事業内容

事業期間

問い合わせ先

1

川尻地区商業振興
会

川尻地区商業振興会
プレミアム商品券

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1セット5,000円（500円券11枚，額面5,500円）
発行冊数：400セット
販売場所：呉広域商工会川尻支所
利用店舗：川尻地区商業振興会加盟店

販売期間：令和2年7月31日～令和2年8月31日
利用期間：令和2年7月31日～令和3年1月30日

呉広域商工会川尻支所
所在地：川尻町西2丁目
10番2号
℡：87-2139

2

くれ・ひと・まち
情報応援団

有志団体による情報
ＰＲと連携活動

・ハチハチハチマル作戦
戦艦大和の進水80年にちなみ，影響事業者が専用のぼり旗を掲げ，大和関連
資料の展示，グッズの販売，ステッカーやミニカードの配布等を実施
・ＨＰ情報発信（https://kure-ouendan.org）

作 戦 開 催 期 間 ：令和2年8月8日～令和2年8月10日
カード等配布期間：令和2年8月8日～令和3年3月31日
Ｈ Ｐ 掲 載 期 間 ：令和2年12月1日～

くれ・ひと・まち情報応
援団
所在地：中央4丁目3番
10-108号
℡：090-1331-9780

プレミアム付商品券

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1セット5,０00円（500円券13枚，額面6,500円）
発行冊数：1,730セット（22,500枚（500円券））
販売場所：駅よこ０番地商店街各店舗
利用店舗：上記販売場所と同じ

発 売 日 ：令和2年10月1日
利用期間：令和2年10月1日～令和3年3月31日

駅よこ0番地商店街事務
局（山崎家）
所在地：中央1丁目9番9
号
℡：24-2020

食べてクレチケット

・飲食店で使えるプレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊10,000円（1,000円券13枚綴，額面13,000円）
発行冊数：7,000冊
購入上限：1人1回10冊まで
販売場所：呉信用金庫各支店・広島県中小企業家同友会呉支部・呉商工会議所
利用店舗：ＨＰをご覧ください。
（https://tabekure.com/）

販売期間：令和２年10月20日～令和３年1月29日
利用期間：令和２年10月20日～令和３年3月28日

広島県中小企業家同友会
呉支部
所在地:中通4丁目4番7号
笹兵衛ビル101
℡：23-9711

“楽しんでクレ”
プレミアム商品券

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊1,000円（200円券5枚綴と300円券1枚綴，額面1,300円）
発行冊数：9,000冊
購入上限：1人1回につき10冊まで
販売期間：令和2年10月25日～令和3年1月31日
販売場所：ダイクレスイミングクラブ・KSPスイミングクラブ・KSPゴルフ
利用期間：令和2年10月25日～令和3年3月28日
ガーデン・メディカルフィットネスクラブ ウイング呉・中国新聞文化センター
呉教室・呉マリンボウル・テンポイント広ボウリングセンター・ダンススタジオ
FLEX呉駅校・ペアーレれんがどおり
利用店舗：上記販売所と同じ

プレミアム付商品券

・プレミアム付商品券の発行 ※抽選方式
販売価格：1冊10,000円（1,000円券13枚綴，額面13,000円）
発行冊数：1,500冊
購入上限：1人2冊まで
販売場所：呉広域商工会 本所・各支所
利用店舗：ＨＰをご覧ください。
（https://www.kure-kouiki.jp/news/4345/）

プレミアム付商品券

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊10,000円（1,000円券13枚綴，額面13,000円）
発行冊数：900冊
発 売 日 ：令和2年11月12日
購入上限：1人1回につき3冊まで
利用期間：令和2年11月12日～令和3年1月31日
販売場所：ピコ化粧品店・サロンドミエ
利用店舗：いとう生花店・ココカラファイン・イトウゴフク・サロンドミエ・ピ
コ化粧品店・ユメコロ

3

4

5

6

7

駅よこ０番地商店
街

呉を元気にしよ
う！プロジェクト

“楽しんでクレ”
いきいき健康推進
委員会

呉広域商工会

クレアル専門店会
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ペアーレれんがどおり
所在地：中通3丁目2番
18号クレアル6階
℡：20-6311

呉広域商工会
応募期間：令和2年10月19日～令和2年10月23日（10月24日抽選）
所在地：川尻町西1丁目1
販売期間：令和2年10月26日～令和2年10月30日（当選者向け）
番1号
利用期間：令和2年11月2日～令和3年1月31日
℡：70-5660

ピコ化粧品店
所在地：中通3丁目2番
18号クレアル2階
℡：24-1929

別紙
（１/５現在）

現在実施中及び今後実施予定の団体及び事業
NO.

8

9

10

11

団体名

ゆめタウン呉

中央地区商店街

呉縁点描委員会

吉浦商店連盟

事業名

事業内容

事業期間

ゆめタウン・ゆめ
マート応援プロジェ
クト

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊10,000円
（1,000円券1０枚綴と500円券6枚綴，額面13,000円）
発行冊数：1,800冊
発 売 日 ：令和2年11月14日
購入上限：1人２冊まで
利用期間：令和2年11月14日～令和2年12月17日
販売場所：ゆめタウン呉・ゆめマート川尻・ゆめマート阿賀
利用店舗：ゆめタウン呉・ゆめマート川尻・ゆめマート阿賀の直営売売場・各専
門店（一部利用できない専門店があります。）

ゆめタウン呉店
所在地：宝町５番１０号
℡：２３-９２００
9時～２０時受付

恩返しプレミアム商
品券

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊10,000円
（1,000円券１０枚綴と500円券６枚綴，額面13,000円）
発行冊数：3,450冊
発 売 日 ：令和2年11月20日・21日（10時～18時）
購入上限：1人３冊まで
利用期間：令和2年11月20日～令和３年２月28日
販売場所：中通3-6-1（高砂餅隣り）
利用店舗：呉本通商店街振興組合・呉劇場通商店街振興組合・呉花見橋通商店街
振興組合・呉中通商店街振興組合・三和通商店会・呉互交会

呉中通商店街振興組合
所在地:中通4丁目５番８
号Ｉビル3階
℡：21-8539

呉縁プロジェクト

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊10,000円
（1,000円券１０枚綴と500円券６枚綴，額面13,000円）
発行冊数：９00冊
購入上限：1人２冊まで
販売場所：寿食堂・居酒屋利根本店・たまや・風来房・ＣＡＬＭＣＡＦＥ
利用店舗：上記販売場所と同じ

発 売 日 ：令和2年11月20日
利用期間：令和2年12月1日～令和３年３月20日

寿食堂
所在地：中通４丁目８番
９号
℡：24-6527

吉浦商店連盟応援プ
ロジェクト

・プレミアム付商品券の発行 ※申し込み必要，応募者多数の場合は抽選
販売価格：1冊10,000円（1,000円券１３枚綴，額面13,000円）
発行冊数：９00冊
購入上限：1世帯１冊まで
販売場所：薄井ガラス店・三島屋・たけもと酒店・米澤電器商会
利用店舗：吉浦商店連盟加盟店

応募期限：令和2年11月25日まで
発 売 日 ：令和2年12月1日（応募者向け）
利用期間：令和2年12月1日～令和3年1月30日

吉浦商店連盟（薄井ガラ
ス店）
所在地：吉浦本町１丁目
２番２号薄井ガラス店
℡：31-7013

・福引き抽選会
応 募 券 ：応募期間内に参加店舗での利用1,000円ごとに抽選応募券を１枚配布
応募方法：応募券に必要事項を記入し参加店舗備え付けの応募箱に投函
賞
品：特
賞 毛ガニ２杯セット →1名
ゆたか賞 地域の名産品セット →2名
12

豊町地域活性化委
員会

問い合わせ先

豊町歳末大売出し福
引き抽選会

応募期間：令和2年12月1日～令和2年12月20日
抽 選 日 ：令和2年12月25日（予定）
参加店舗で利用できる商品券5,000円分 →5名
賞品発送：令和2年12月28日（予定）
参加店舗で利用できる商品券3,000円分 →15名
賞品の商品券利用期間：令和3年1月1日～令和３年2月28日
参加店舗で利用できる商品券1,000円分 →30名
※商品券は500円券の2～10枚綴り
当選発表：賞品の発送を以て通知
参加店舗：エディオン豊町店・村尾昌文堂・今村商店・有限会社資誠堂・和田電
機商会・有限会社須賀石油店・カモメはりきゅう院・株式会社村上内装
（カラメルマンダリン，黄金瓶詰レモンカード，ひじきふりかけ３種）

１
２
３

等
等
等
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呉広域商工会豊支所
所在地：豊町御手洗248
番地の２
℡：66-2020

別紙
（１/５現在）

現在実施中及び今後実施予定の団体及び事業
NO.

13

14

15

団体名

呉中央地区有志の
会

呉中通商店街振興
組合

昭和地区商店連盟
会

事業名

事業内容

事業期間

問い合わせ先

呉中央地区販売回復
応援プロジェクト

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊10,000円
（1,000円券１０枚綴と500円券６枚綴，額面13,000円）
発行冊数：９00冊
販売期間：令和2年12月10日～令和3年2月8日
購入上限：1人５冊まで
利用期間：令和2年12月10日～令和3年3月8日
販売場所：金光金銀堂・メガネのカワベ・ＧＩＭＭＩＣＫ・河野家具店・ハフリ
美容室・ハフリ理容室・ナンバ洋服店・ノーブル・ピコ化粧品店
利用店舗：上記販売場所及びいとう生花店

金光金銀堂
所在地：中通４丁目２番
１７号
℡：21-2441

呉中通商店街販売回
復応援プロジェクト

・プレミアム付商品券の発行
販売価格：1冊5,000円
（500円券13枚綴，額面6,500円）
発行冊数：1,800冊
発 売 日 ：令和3年1月28日
購入上限：1人10冊まで
利用期間：令和3年1月28日～令和3年3月21日
販売場所：呉中通商店街振興組合事務局・中国堂書店・ペアーレれんがどおり・
高砂餅呉中通店・呉パーリーゲイツ・金光金銀堂・谷口電機産業・井上一誠堂薬
局
利用店舗：呉中通商店街振興組合加盟店

呉中通商店街振興組合
所在地:中通4丁目５番８
号Ｉビル3階
℡：21-8539

昭和地区商店連盟会
ショップガイド
2021

・ガイドブックの作成
昭和地区商店連盟会に加盟する企業・商店を紹介するガイドブックを制作
【冊子仕様】A5サイズ，フルカラー中綴じ32P（表紙4P＋本文28P））
【発行部数】13,000部
発 行 日 ：令和3年3月15日
・ＨＰの作成
昭和地区商店連盟会に加盟する企業・商店が情報発信できるプラットホームを
構築

昭和地区商店連盟会
所在地：焼山本庄2丁目9
番14号
℡：33-4434
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