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北部エリア

南部エリア

・菓樹工房きぬがわ

・㈲京都事務機販売

・㈱トータル・メンテナンス・サービス

                   　タイヤランド福知山

・笹部行政書士事務所

・シカタ管材商会㈱

・ボディリペアサービス

・焼肉　八島丹山

・㈱ヘルシーライフ

・PEDAL

・㈲魚たつ

・㈱アクア

・セイブリビング㈱森下米穀店販売所

・㈱カワカミハウジング

・㈲川又商店

・ADACHI住建

・㈲フジムラ

・たきたて弁当　物部店

・㈲ソニックマイヅル

・㈲辻石材店

・㈲高木精肉店（焼肉の高木）

・フローリストポポ

・㈱ましも

・㈱アカツキ製作所

・㈲谷牧場

・㈱OSAMU-FACTORY

・Hair Studio PEACH

・御菓子司ふたば

・あきつや食品㈱

・ベーカリー＆ジェラートｍｏｃｏ

・岡本社会保険労務士事

・花登寿司

・三隆屋

・志水商店

・オクダモーターサイクル深谷店

・松屋

・㈲宝衣裳

・富士工共㈱

・梅匠庵　若松

・㈱ピーフロント

・ぱん工房きむらや

・マザームーン　月香

・司㈱

・やまなか雅陶㈲雅陶倶楽部

・ＡＲＫ　-アーク-

・MOVECCHIO（ノヴェッキオ）

・内藤印刷㈱

ステッカーが目印 !!

お店で見せるだけで！！
YEG会員だけのお徳をGET！！



加盟店一覧詳細表
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企業名 住　所 連絡先 内　容事業内容

企業名 住　所 連絡先 内　容事業内容

1,000円以上お買い上げの方に、パリシュウ1個サービス

全商品を販売価格、見積り価格より５％offにて販売

建設業経営事項審査申請の代行をご依頼頂きましたお客様に、経審評点ＵＰを無料でシミュレーション致します。

当店まで直接ご来店頂き、お買い求め頂いた方に、定価より５％offにて特別販売。

弁当をお買い上げいただいた方に、から揚げ1個、またはドーナツ1個サービス致します。

お買い上げ金額1,000円以上につき、8％値引き致します（ＹＥＧメンバー限定）

500円以上お買い上げのお客様には、ビスコッティ1袋をプレゼントさせて頂きます。

当店までご来店にて自転車をお買い上げの方は、ブリジストン製ワイヤー錠を1個お付けいたします。

SPツール（当社扱い）カタログより販促品等１５％～２０％割引にて販売させて頂きます。※商品によっては、ご相談に応じます。

①ご来店時に生ビール１杯サービス致します。②団体様（６名様以上）2H 8,000円（生ビール、ソフトドリンク、炭酸除く）

当社店頭にて現金でご購入いただいた方に、粗品を進呈致します。※従来お取引のあるお客様は対象外とさせていただきます。

当社で施工するガラスコーティングを施工予約及び施工実施いただいたお客様に対し、通常施工価格から10％offを行います。

sony製品の修理料金1,000円off※当店からsony工場直送ですので、修理される場合は、絶対にお得です！

「ゆうさいくんふみか」と「舞鶴幽斎香」（２つともお香グッズ）を100円で販売します。

全製品５０％OFF（デジタル水平器は除く）　水平器の精度調整無料（品番による）

喫茶にて食事をされた方にドリンクサービスさせて頂きます。

飲食代金1,000円割引（5,000円以上のご利用にて）八島丹山全店（3店舗）にて有効・八島丹山 本店・八島丹山 行永店　舞鶴市行永1797(0773-60-5728)・八島丹山 四

条烏丸店　京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町641-2F(075-343-2483)

全国の色んなお米　koteca会員の皆様には10％増量サービス致します。　とれとれセンターのお帰りにお立ち寄りください。

電話、メールにて干物・鮮魚BOXをご注文いただいたとき、kotecaカード持ってるよという一言があれば、１０％off

当社飲食業の「焼肉の高木」にてお食事をされました方に、ワンドリンク（ソフトドリンクのみ）をサービスさせて頂きます（飲み放題は除く）

当店で500円以上のお肉を購入いただいた方に粗品（鳥皮500gなど）をプレゼントいたします。※在庫状況により内容が変わります。

・当社指定タイヤのみ通常価格より１０％off　※特価品は除く・オイル交換（ワコーズＥＸクルーズ）普通車　通常1ℓ864円(税込)⇒540円(税込)　軽自動車 通常1台1,980円

(税込)⇒1,350円(税込)･1ランクＵＰ！（ワコーズＰＲＯステージ） 通常1ℓ1,944円(税込)⇒1,620円(税込)

当社にて建築工事をお考えの方は、当社で扱っている水回り商品（キッチン・ユニットバス・トイレ等）を通常価格より30～50％offにて限定販売致します。

対応メーカー（パナソニック、リクシル、クリナップ、ＴＯＴＯ） リフォームをお考えの方は、無料相談、無料見積り申し受けます。

・心に残るアニバーサリージュエリー（婚約・結婚指輪、ベビーリング、スイートテンダイヤモンド等）お買い上げいただいた方にミニブーケ・アレンジメントフラワーをプレゼ

ント。・メガネフレーム・レンズセットをお買い上げの方に表示価格より更に５％OFF。・当店で購入いただいた商品はクリーニング・型直しを無料でさせていただきます。

・ 当社で 100 円レンタカーをレンタルして頂いた方に 3 時間のレンタカー費用を無料。 ・ また、当社で 12 か月点検をお持ちいただけましたら、無償で車両点検させて頂きます。

・更に、車検整備して頂ける方には、オイルエレメント部品代、オイルエレメント交換工賃も無料でさせて頂きます。全日本ラリー選手権 5 位の実績で安心・安全をお届けします。

620-0942
福知山市駅南町 2丁目 288

626-0018
宮津市本町 744

620-0062
福知山市和久市町 139-3

620-0063
福知山市荒河新町 66

620-0848
福知山市字長田 205-184

623-0054
綾部市井倉町東 3-1

620-0843
福知山市字長田 2606-1

625-0036
舞鶴市浜 467-2

623-0021
綾部市本町 2-3

623-0016
綾部市西町 1-25

624-0946
舞鶴市字下福井 905

624-0876
舞鶴市伊佐津 100
624-0923
舞鶴市字魚屋 115

625-0060
舞鶴市桃山町 3-7　ゼウスビル 1F

624-0913
舞鶴市上安久 651-39

620-0962
福知山市口榎原 1279

623-0016
綾部市西町一丁目 61

623-0362
綾部市物部町北馬場 4

624-0841
舞鶴市引土 178-2

624-0912
舞鶴市上安 30

620-0940
福知山市駅南町 2-250

600-8068
京都府京都市下京区忠庵町 310 アンドウエマナ 5F

624-0855
舞鶴市字北田辺 37-3

623-0051
綾部市井倉新町石風呂 53
620-0947
京都府福知山市旭が丘 105 番地

610-0313
京都府京田辺市三山木西荒木 29-1

610-0121
城陽市寺田樋尻 48-3

610-0121
城陽市寺田樋尻 69-72

610-0121
城陽市市ノ久保 1-1

610-0112
城陽市長池河原 30-8

610-0102
城陽市久世芝ヶ原 143

610-0117
城陽市枇杷庄奥ノ宮 56-29

610-0117
城陽市枇杷庄島ノ宮 34-87

610-0121
城陽市寺田尼塚 68-411

610-0112
城陽市長池北清水 27

610-0111
城陽市富野森山 78-12

610-0114
城陽市市辺五島 7-4

617-0823
長岡京市長岡一丁目 46-7

610-0101
城陽市平川中道表 20-15

605-0073　京都市東山区祇園町北側
マルトー 17 ビル 1F

621-0862
亀岡市西町 39 番地

605-0915
京都市東山区下梅屋町 157

613-0043
久世郡久御山町島田堤外 25-4
604-8464
京都市中京区西ノ京南円町 101

610-0121
京都府城陽市寺田東ノ口 40-58

610-0117
京都府城陽市枇杷庄大堀 120-5

TEL：0773-24-7788
FAX：0773-24-7788

TEL：0773-23-5443
FAX：0773-23-0444

TEL：0773-23-7541
FAX：0773-23-7566

TEL：0773-27-1352
FAX：0773-27-0557

TEL：0773-42-4036
FAX：0773-42-8216

TEL：0773-27-3592
FAX：0773-27-3592

TEL：0773-62-2140
FAX：0773-62-7308

TEL：0773-42-0429
FAX：0773-42-9573

TEL：0773-43-1800
FAX：0773-43-1800

TEL：0773-75-9932
FAX：0773-75-9932

TEL：0773-75-6079
FAX：0773-75-8241

TEL：0773-75-0265
FAX：0773-75-5158

TEL：0773-66-5377
FAX：0773-66-5388

TEL：0773-77-1771
FAX：0773-75-0781

TEL：0773-34-0988
FAX：0773-34-0988

TEL：0773-42-0822
FAX：0773-42-9729

TEL：0773-49-0245
FAX：0773-49-0937

TEL：0773-75-4735
FAX：0773-75-4758

TEL：0773-75-1483
FAX：0773-77-1383

TEL：0773-23-6269
FAX：0773-24-4192

TEL：075-344-8155
FAX：075-344-8154

TEL：0773-75-1041
FAX：0773-76-7196

TEL：0773-42-1001
FAX：0773-42-2043

TEL：0773-24-0883
FAX：0773-24-0664

TEL：0774-34-1800
FAX：0774-34-1801

TEL：0774-52-8258
FAX：0774-52-8258

TEL：0774-52-5248
FAX：0774-52-3003

TEL：0774-52-3500
FAX：0774-52-3598

TEL：0774-26-3338
FAX：0774-26-3338

TEL：0774-55-2251
FAX：0774-55-2281

TEL：0774-52-2046
FAX：0774-52-2069

TEL：0774-52-0955
FAX：0774-52-0895

TEL：0774-52-3479
FAX：0774-52-3472

TEL：0774-53-4548
FAX：0774-53-4548

TEL：0774-52-0031
FAX：0774-56-2188

TEL：0774-53-6630
FAX：0774-53-5900

TEL：0774-54-3028
FAX：0774-53-3712

TEL：0774-52-7740
FAX：0774-52-7740

TEL：075-959-0606
FAX：075-959-0608

TEL：075-541-3873
FAX：075-344-1514

TEL：0771-22-1239
FAX：0771-22-0132

TEL：075-561-8901
FAX：075-561-8911

TEL：075-963-5756
FAX：075-963-5756

TEL：075-802-6636
FAX：075-802-6636

TEL：0774-52-4330

菓子製造、販売

服飾　衣料販売

魚介類販売

廃棄物清掃

弁当・仕出し

化粧品の販売

酒類販売

美容室

菓子製造販売

お米、雑穀販売

鮮魚、干物の販売

行政書士

OA機器、オフィス家具、
駐車場管理機器の販売
とメンテナンス

新築、リフォーム、増改
築工事  設計・施工一式

自動車修理・整備・販売、
100円レンタカー業務

各種業務請負、広告企
画制作、イベント企画
制作

漢方薬局、喫茶、デイサー
ビス、居宅会議支援事業、
介護用品レンタル

タイヤ・ホイール・
パーツ販売

管工機材・住設機
器総合卸販売
自動車板金・塗装・
修理全般

不動産の売買、賃
貸の仲介

宝石・時計・メガ
ネ販売

水平器製造販売
メーカー

食品加工、卸、販売

貸衣裳業、呉服販売

奥丹波みたけ牛　
生産、卸、小売

焼きたてパンと
ジェラートの販売

寿司、仕出し、弁当、
会席料理、丼、鍋物

自転車、スクー
ター販売・修理

京焼・清水焼販売
陶磁器全般

飲食業（イタリア
ンダイニング）

和菓子の製造、販売

社会保険労務士業

和菓子製造販売

和菓子製造販売

記念品販売

パン製造、販売

飲食業

デザイン・印刷業

清掃業務全般

酒類販売

sony 製品、各種
家電メーカー販売
石材加工販売、お
香、お線香販売
食肉販売、小売、
卸売、飲食業

牛焼肉料理専門店

全商品１０％off

全商品１０％off

全商品１０％off

全メニュー20％off

労務管理等の相談無料

お会計より10％引き

８％引き

通常料金より１０％off（全商品）

お買い上げ商品５％割引

全商品10%off 　京都駅店・大原三千院前店

表彰記念品をカタログ定価より40％off（一部商品を除く）

自社独自で制作している「京都亀岡ひとまち百景」のふるさとの絵はがきをプレゼント致します。

エアコン分解清掃（壁掛けルームタイプ）１台　通常￥12,000～を￥8,000で対応致します。

ご飲食代金10％off（飲み物含む）さらに、デザートの盛り合わせをサービス。

お買い求めになられた方には通常定価より１０％offにて特別販売致します。

全商品５％引き

梅ワイン10％off

粗品進呈（店舗にて購入された方に限る）

商品８％off

仲介料５％off

企業研修１０％off

生花販売 TEL：0772-22-0187
FAX：0772-22-0187



 
平成２６年９月吉日 

京都府商工会議所青年部連合会 
各 単 会 会 員 各 位 

京都府商工会議所青年部連合会 
会長 山中 俊成 

ビジョン委員会 委員長 小寺 建樹 
 

Koteca
コ テ カ

 
協賛加盟店募集のご案内 

拝啓 会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 平素は京都府青連の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、このたびビジョン委員会では、ビジョン発信事業の一環として、商工会議所青年部内で活用いただける

「Koteca」カードの製作・販売を企画させていただきました。「Koteca」カードとは、京都府内の青年部メンバ

ー企業に「YEG メンバーだから」「YEG メンバーしか」受け取ることのできないサービスや特典を提供いただ

く協賛加盟店となっていただき、その協賛加盟店を利用する際に「Koteca」カードを提示すれば特定のサービス

や特典を受けることのできる、いわば「青年部会員専用の会員証」といったものであります。また、「Koteca」
を利用いただいたことにより今まで気が付かなかった交流や新たな気づきを合わせて創造することも目的の一

つです。そこで、このたび下記の要領にて「Koteca」協賛加盟店を募集させていただきます。皆様からの多くの

お申し込みをお待ちしております。 
敬具 

記 
 
１）募集期間      平成２６年９月１７日（水） ～ 平成２６年１２月２０日（土） 
 
２）お申込方法ならびに注意事項 
  ア）「専用申し込み用紙」に必要事項を明記していただき、ＦＡＸもしくは E-mailにてお申し込みください。

お申し込み用紙は京都府商工会議所青年部連合会ＨＰよりダウンロードして取得できます。 

  イ）協賛金等は一切発生いたしません。   
  ウ）複数店舗をお持ちの企業につきましては店舗ごとにお申し込みを行ってください。 
  エ）Koteca 利用者に対して、「ＹＥＧメンバーだから」「YEG メンバーしか」受け取ることのできないサー

ビスや特典を提供してください。 
  オ）協賛内容は、社内もしくは店内にて周知してください。 
  カ）利用効果を検証するため「Koteca 利用状況調査書」を定期的に記入していただきます。 
  キ）従来からの定期的な取引などに影響を及ぼす恐れのある場合は双方で協議を行ってください。 

  ク）協賛していただきました内容はガイドＭＡＰに掲載させていただきます。 

  ケ）その他、「Koteca」カード加入に際しての注意事項は「Koteca 利用規約」をご確認ください。  

 

３）協賛加盟店ステッカーについて 
  ア）協賛加盟していることを明確にするために、入口付近もしくはレジ横などに「Koteca 加盟店ステッカ

ー」を貼ってください。 
イ） ステッカーは無料で提供いたします。申し込みの際に必要枚数をご記入してください。 

申し込み用紙に記載された住所へ郵送にて発送させていただきます。 
 

  ※「Koteca 利用規約」は京都府青連ホームページにて確認していただけます。 
  ※お申し込みしていただいた時点で「Koteca 利用規約」に同意していただいたものとさせていただきます。 
  ※お申し込み先  綾部商工会議所青年部 事務局 FAX：０７７３－４２－２７７７ 

                         E-mail：
  ※お問い合わせ先 京都府青連ビジョン委員会 委員長 小寺建樹 ０８０－２４４１－６３７０ 

koteca@kyoto-pref.yeg.jp 
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申し込み日：  年   月   日 

１、企業情報 

Koteca 協 賛 加 盟 店 申 込 書 

会社名  

役職  氏名  

所属単会 ＹＥＧ 

住所 〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

携帯電話  E-mail  

事業内容  

２、協賛内容 

内容 

 

期間の定め 有 ・ 無 複数拠点 有  ・  無 

ステッカー

枚数 

枚   

※申込書送り先 綾部商工会議所青年部 事務局 FAX０７７３－４２－２７７７ 
※複数の店舗がある場合、「制限の有無」および制限がある場合には「制限内容」を詳細に

記載して下さい。 
 



 記入例       申し込み日：２６年９月１７日 

１、企業情報 

Koteca 協 賛 加 盟 店 申 込 書 

会社名 株式会社アカツキ製作所 

役職 代表取締役社長 氏名 小寺建樹 

所属単会 綾部  ＹＥＧ 

住所 〒623-0051 京都府綾部市井倉新町石風呂５３ 

ＴＥＬ 0773-42-1001 ＦＡＸ 0773-42-2043 

携帯電話 080-2441-6370 E-mail tateki.kotera@kod-level.co.jp 

事業内容 水平器の製造、販売メーカー 

２、協賛内容 

内容 

当社まで直接製品のお買い求めになられました方に

は通常定価より－５０％OFF にて特別販売。 

また、当社まで水平器をお持ちいただけましたら無償

で精度調整をさせていただきます。（品番による） 

※精度調整は当社製品に限る 

 

期間の定め 有 ・ 無 複数拠点 有  ・  無 

ステッカー

枚数 

３枚   

※申込書送り先 綾部商工会議所青年部 事務局 FAX０７７３－４２－２７７７ 
※複数の店舗がある場合、「制限の有無」および制限がある場合には「制限内容」を詳細に

記載して下さい。 



Koteca
コ テ カ

１、Koteca加入について 

利用規約 

１）加入者資格 

  商工会議所青年部に入会している現役会員および卒業会員に限ります。 

 

２）有効期限 

  平成２７年３月３１日（火）までとなります。 

 

３）加入料 

  １人/１枚 １，５００円（税込み）とさせていただきます。 

  なお、加入料はすべて運営費として使用させていただきます。 

 

４）加入申込みについて 

  ア）１人／１枚を加入の上限とします。 

  イ）本人以外の代理での申し込みは受付いたしません。申し込みの際に本人確認をさ 

    せていただきます。 

  ウ）カードを紛失・破損されました場合の補償はございません。再購入・再発行の 

    手続きが必要です。（￥1,500） 

  エ）Kotecaの販売期間は平成２６年１２月３１日（水）までといたします。 

   

５）Kotecaの使い方について 

  ア）協賛加盟店を利用した際に Kotecaを提示してください。加盟店より協賛登録をい

ただいているサービスもしくは特典を受け取ることができます。 

  イ）Koteca の使用は本人に限らせていただきます。他人への貸し出しは一切禁止とさ

せていただきます。 

  ウ）従来からの定期的な取引などに影響を及ぼす恐れのある場合については、双方で

協議を行ってください。 

 

６）Koteca加入申し込み方法 

  ア）「専用申し込み用紙」を京都府商工会議所青年部連合会ＨＰよりダウンロードして

取得していただいたのちに、必要事項を記入いただき、綾部商工会議所青年部 

事務局０７７３－４２－２７７７へＦＡＸにて申し込みください。 

    →ホームページアドレス   http://www.kyoto-fuseiren.jp/ 

  イ）申し込み用紙の送付と合わせて身分証明書のコピー（両面）を送付してください。 

    また、カード掲載用の顔写真を koteca@kyoto-pref.yeg.jpまでメール 

    送付願います。携帯電話にて撮影した顔写真でも可能です。（カラー、モノクロ可 

    脱帽、正面） 

  ウ）KotecaとガイドＭＡＰは申込用紙の住所へ郵送にてお届けいたします。 

  エ）Koteca の申し込みは、可変印刷発注の都合上、以下の通り期限を設けさせていた

だきます。 

① １次申込締め切り    平成２６年１０月１０日（金） 

② ２次申込締め切り    平成２６年１１月１０日（月） 

③ ３次申込締め切り    平成２６年１２月１０日（水） 

④ ４次申込締め切り    平成２６年１２月３１日（水） 
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２、Kotecaカード製作について 

１）発注・製作の流れ 

  ア）オンデマンド入稿印刷方式となります。 

  イ）ベースカード 100 枚を購入します。ベースカードは、管理ナンバーおよび名入れ 
    を行う前の状態で、背景のみが印刷されたカードとなります。表面 4 色、裏面 1 
    色の印刷となります。 
  ウ）Koteca カードの可変印刷発注は各締切日後にまとめて入稿します。 
  エ）納期は、申し込みをいただいてから最大で約 1.5 か月必要となります。 
  オ）印刷会社より Koteca カードが納品されましたら各申し込み者へ発送いたします。 
 

２）管理方法 
  ア）Koteca カードには管理ナンバーを加入者順に 3 桁の連番で付番します。 
  イ）名入れについて 
    名入れ内容は、申し込み者の①所属連合会、②所属単会、③名前、④顔写真 

⑤加入ナンバーとなります。 
  ウ）再発行について 
    紛失、破損などで既存の Koteca カードが使用できない状況となり、再発行を要請

された場合は、有償（￥1,500）で再発行いたします。 
    なお、加入ナンバーについては新たな番号で発行することになります。 
  エ）台帳管理 
    Koteca 加入者の管理は「Koteca 加入者台帳」を用いて行います。 
 
３）お支払方法について 
  ア）直接販売の場合   その場での現金決済にてお支払いただきます。 
  イ）上記以外の場合   ＦＡＸにて申込用紙を送付後に、１週間以内に指定の口座 
              へお振込みしていただきます。振込手数料につきましては

加入者様でご負担をお願いします。なお、必要書類と入金

が確認できました時点で Koteca の製作開始となります。 
        ＜振込先＞ 京都北都信用金庫（1620）西町支店（082）普通 0345483 

           名義 京都府商工会議所青年部連合会 
ビジョン委員会 委員長 小寺建樹             

 
３、Koteca 協賛加盟店について 
１）Koteca 協賛加盟資格 
  商工会議所青年部に入会している現役会員の企業もしくは店舗に限ります。 
 
２）協賛期限 

平成２７年３月３１日（火）までとなります。 
 
３）Koteca 協賛加盟について 
  ア）複数店舗をお持ちの企業につきましては店舗ごとに申し込みを行ってください。 
  イ）Koteca 利用者に対して、ＹＥＧメンバーだからこそ受け取ることのできるサービ 

スや特典を提供してください。 
  ウ）協賛内容は、社内もしくは店内にて周知してください。 
  エ）利用効果を検証するため「Koteca 利用状況調査書」を定期的に記入していただき

ます。 
  オ）従来からの定期的な取引などに影響を及ぼす恐れのある場合については、双方で 

    協議を行ってください。 



  カ）協賛加盟店の募集は平成２６年１２月２０日（土）までとさせていただきます。 

 

４）協賛加盟店ステッカーについて 
  ア）Koteca 協賛加盟していることを明確にするために、入口付近もしくはレジ横 
    などに「Koteca 加盟店ステッカー」を貼ってください。 
  イ）ステッカーは無料で提供いたします。申し込みの際に必要枚数をご記入してくだ

さい。申し込み用紙に記載された住所へ郵送にて発送させていただきます。 
   

【 イメージ 】 
            

            
 

５）協賛加盟店の申し込みついて 

  ア）協賛金等は一切発生いたしません。 

  イ）「専用申し込み用紙」は京都府商工会議所青年部連合会ＨＰよりダウンロードして 

    取得していただき、必要事項を明記いただき綾部商工会議所青年部事務局 

０７７３－４２－２７７７へＦＡＸにて申し込みしてください。 

    →ホームページアドレス   http://www.kyoto-fuseiren.jp/ 

  ウ）『ＹＥＧメンバー限定」、「ＹＥＧメンバーだから」といったサービス、特典を申し 

    込み用紙に具体的に記載してください。 

  エ）協賛加盟店の申し込みは、ガイドＭＡＰ製作の都合上以下の通り期限を設けさせ

ていただきます。 

① 第１回目申し込み締め切り    平成２６年１０月１０日（金） 

② 最終申し込み締め切り      平成２６年１２月２０日（土） 

 

６）利用効果の検証について 
  ア）Koteca 利用状況調査書 

  Koteca の効果（普及率、認知度、満足度など）を検証するために、協賛加盟店に 
  は「Koteca 利用状況調査書」を記入していただきます。 
  なお、この利用状況調査書は、Koteca の販売を開始してから以下のスケジュール

で定期的に実施し、Koteca 利用状況ならびに効果の検証に活用いたします。 
   

イ）実施スケジュール 
   第１回利用状況調査書 ⇒ Koteca 販売開始 約 2 か月後（平成 26 年 12 月中） 
   第２回利用状況調査書 ⇒ Koteca 販売開始 約 5 か月後（平成 27 年 3 月上旬）  
   

 

１５０ｍｍ 

１５０ｍｍ 
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ウ）回収方法 
   各単会より出向のビジョン委員会メンバーにお渡しいただくか綾部商工会議所 

青年部事務局 ０７７３－４２－２７７７まで FAX をお願いいたします。 
※用紙は京都府商工会議所青年部連合会ＨＰよりダウンロードできます。 
 

７）協賛加盟店ガイドＭＡＰについて 
  ア）Koteca の利用を促進するために協賛加盟店情報に関するガイド MAP を作成いた

します。 
  イ）ガイドＭＡＰには、協賛加盟店申し込み用紙に記載された店舗名、事業内容 
    住所、電話、所属単会、氏名、協賛内容が明記されます。 
  ウ）ガイド MAP は京都府商工会議所青年部連合会 HP でも閲覧いただけます。 

 
＜イメージ＞ サイズ：B4 両面印刷 

        
 
 
８）Koteca イメージ図 

Koteca 加入料： ＠￥１，５００－ 
※加入料は、すべて運営費として使用させていただきます。 

 
【表面イメージ図】  

 



４、その他 
 
１）個人情報の取り扱いについて 
 Koteca を申し込みいただきました会員様、もしくは協賛加盟店として申し込みいただき

ました企業様の個人情報に関しましては、Koteca を運営する以外の目的で一切使用いた

しません。ビジョン委員会にて責任をもって管理・保護を行います。 
 
２）Koteca の不正使用について 
 Koteca の不正使用があった場合は、不正使用があったことを直ちにすべての加入者およ

び協賛加盟店へ周知した上で、不正行為を行った者への Koteca 使用を制限・廃止いたし

ます。 
 
３）Koteca における不正使用行為は以下の通りとします。 
① Koteca カードの第三者への貸与、譲渡 
② Koteca カードの複製 
③ 協賛加盟店に対する協賛内容以外のサービス、および特典の強要行為。 
④ Koteca カードの未提示での利用。（ＴＥＬ等での発注、購入の際は無効とします。） 

 
４）Koteca 利用規約について 
 ①Koteca 利用規約は京都府商工会議所青年部連合会 HP にて閲覧していただけます。 
 ②利用規約の同意については、Koteca へ申し込みもしくは協賛加盟していただいた時点

で本書利用規約に同意をいただいたものとさせていただきます。 
 
５）Koteca に関する問い合わせ先 
京都府商工会議所青年部連合会  
ビジョン委員会 委員長 小寺建樹 ０８０－２４４１－６３７０ 
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