
【地域限定クーポン加盟店用】

全国旅行支援

～やまがた旅割キャンペーン～

取り扱いマニュアル

やまがた旅割キャンペーン事務局

第初版：2022年10月1日発行

取り扱いマニュアル等は今後、改定される場合がありますので、

各手続きの前に最新版であるかご確認頂きます様お願いいたします。



やまがた秋旅キャンペーンとの違い 対照表
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【改訂履歴】

【やまがた秋旅キャンペーン】 と 【全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～】 との対照表

やまがた秋旅キャンペーン 全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～

2022年1月4日(火) から 2022年4月28日(木)
2022年5月9日(月) から 2022年10月10日(月)

日帰り・宿泊分まで
※クーポン最終有効期限は10月11日(火)まで

期間
2022年10月11日(火) から 2022年12月20日(火)

日帰り・宿泊分まで
※クーポン最終有効期限は12月21日(水)まで

1,000円券 × 2枚
クーポン券
の配布

休日：1,000円券 × 1枚
平日：1,000円券 × 3枚

【日帰り】旅行日当日24:00まで
【宿泊】チェックイン当日から
チェックアウト当日24:00まで

クーポン券
の利用期限

【日帰り】旅行日当日から旅行日翌日24:00まで
【宿泊】 チェックイン当日から

チェックアウト当日24:00まで

宿泊施設 又は 旅行代理店
クーポン券
の配布場所

宿泊施設 又は 旅行代理店

全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～ 公式ホームページ

https://yamagata-ryokououen.com

【重要なお知らせ】
「やまがた秋旅キャンペーン」から「全国旅行支援～やまがた旅割キャン
ペーン」への切替日（10月11日（火））のみ「Ⓐやまがた秋旅キャンペーン(や
まがた冬割キャンペーンと記載）」の地域限定クーポンと「Ⓑ全国旅行支援
～やまがた旅割キャンペーン～」の地域限定クーポンの2種類が使用可能で
す。

※10月12日（水）以降は「やまがた秋旅キャンペーン(やまがた冬割キャン
ペーンと記載）」の地域限定クーポンは使用できません。

Ⓐ 秋旅（冬割） 10/11迄 Ⓑ 全国旅行支援 10/11～

https://yamagata-ryokououen.com/
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１、「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～」とは

事業の全体像

事業の目的

全国旅行支援とは、「全国を対象とした観光需要喚起策」のことです。国が地域観光をより一層強
力に支援するために、地域観光事業支援における需要創出支援として対象事業者である各都道府
県が実施する事業です。

山形県（事業受託者：やまがた旅割キャンペーン事務局。以下、「事務局」といいます）は、令和4年
10月11日(火)から12月20日(火)まで、「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～」を実施します。

この事業は、新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種済であること又はＰＣＲ検査等の検査結
果が陰性であることを条件に、日本国内居住者を割引対象として実施いたします。

※政府においては、現時点で全国旅行支援の実施期間を12月下旬までとしており、具体的な日付

は未定であることから、今後期間延長の可能性があります。
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・当該事業は、今後の感染状況や政府の方針をふまえ、実施時期、実施方法、対象範囲、内容等
について山形県と事務局が相談をしながら適切に実施いたします。
・対面販売時は感染防止対策を徹底してください。

・旅行連絡会（協力：国土交通省・観光庁）にて策定されている「新しい旅のエチケット」を、旅行者様
へ必ずご案内ください。
①新しい旅のエチケット（旅行）
②新しい旅のエチケット（交通・飲食・宿泊・観光）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001349264.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001365079.pdf


１、「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～」とは
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⑴利用期間と対象者

■実施期間：令和4年10月11日(火)～12月20日(火)宿泊(利用)分まで
※参加登録を済ませ、販売準備が整った事業者ごとにキャンペーン開始日より受付を開始します。

※感染症状況や、政府全体の方針等により、実施期間が変更になることがあります。

■対象者：日本国内に居住する方
※人数制限なし、団体・グループでも可
※連泊の場合、最大7連泊まで可（8泊目以降は対象外）
ただし期間が空く場合の利用回数は制限なし。日帰りの場合は連続して利用可能です。

⑵地域限定クーポン加盟店

本事業の参加募集要項(P.6)を満たし登録された事業者を対象事業者とします。

・観光立寄施設等
・山形県新型コロナ対策認証飲食店

参加条件や対象事業者などの詳細は、マニュアルP.7にて必ずご確認ください。

⑶割引内容

「宿泊又は日帰り代金割引」と「地域限定クーポン」が1セットです。

●やまがた旅割キャンペーン地域限定クーポンについて

・地域限定クーポンは「やまがた秋旅キャンペーン」にて使用していたクーポン券

(やまがた冬割キャンペーンと記載しているもの）とは異なります。

・「やまがた秋旅キャンペーン」にて使用していたクーポンは利用、受取はできません。

(切替日である10月11日(火)は除く)

・宿泊施設又は旅行代理店において、1人1泊又は1回の日帰りあたり、

地域限定クーポン平日：1,000円券×3枚、休日1,000円券×1枚を配布します。

【参考：平日・休日の定義】

・地域限定クーポンは地域限定クーポン加盟店でのみ利用が可能です。

・有効期限は、「宿泊利用の場合、チェックイン当日からチェックアウト当日24時まで、

日帰り利用の場合、旅行日当日から旅行日翌日24時まで」です。

・地域限定クーポンと現金の交換はできません。

・クーポン券面額以下のお支払いの場合、お釣りは出ません。

・地域限定クーポンによる支払いで不足する分は現金等で支払いが必要となります。

秋旅（冬割） 10/11迄 全国旅行支援 10/11～

宿泊旅行
宿泊日とその翌日が、ともに休日(土曜・日曜・祝日)の場合には、その宿泊は「休日」扱い、
それ以外を「平日」として扱います。

日帰り旅行 土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。
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２、地域限定クーポン加盟店の参加募集要項

新たに本事業へ参画希望の事業者は、下記の募集要項を確認の上、お申し込みください。

【事業参画条件】
（１）県内の観光地にある観光立寄施設等(道の駅、博物館、体験施設、飲食店等、

土産物店、交通機関等)又は「山形県新型コロナ対策認証制度」の認証を取得済み
の施設であること。
※性風俗関連特殊営業、接待飲食等営業、遊技等の施設は観光庁の定めにより
「山形県新型コロナ対策認証制度」の認証を取得していても、本キャンペーンに
参画できません。

（２）関係法令等
① 「山形県暴力団排除条例」（平成23 年県条例第26号）を遵守すること。
② その他公序良俗に反しないこと
上記、関係法令等の登録条件に反する事実が判明した場合は、登録を取り消すこと
があります。

（３）山形県が参加事業者の事業内容が本事業の目的に適合していると判断すること。

（４）新型コロナウイルス感染症に係る「業種別の感染拡大予防ガイドライン」を遵守し、
分科会における提言など政府の感染拡大防止策及び山形県から示す感染拡大防止策
を踏まえて適切な対策を講じること。

（５）地域限定クーポンについて適正な取扱いができること。
① 利用者が有効期限内にクーポンを持参した場合は、額面分の物品の販売、貸付、

サービスの提供を行うこと。
② クーポンを利用した場合の価格や、条件（利用できる商品やサービスなど）を

明確に説明できること。
③ 参加店舗表示等を店舗等の使用者に見やすい場所に掲示すること。
④ 利用したクーポンに参加店名称等を記載すること。
⑤ 利用者が偽造等によりクーポンを不正に使用した疑いがある場合は、受け取りを

拒否し、速やかに連絡すること。
⑥ クーポンを利用した適正な商品やサービスの精算ができること。
⑦ 利用者の個人情報を適正に管理できること。

（６）山形県及び受注者がクーポン事業に関して調査等を行う場合、書類の提示や説明等
を行い、調査に協力すること。

（７）その他、クーポン事業に関して、事務局からの指示を遵守すること。

募集要項
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２、地域限定クーポン加盟店の参加募集要項

対象事業者

【観光立寄施設等】

【山形県新型コロナ対策認証飲食店】
食堂・レストラン・専門料理店・そば/うどん店・寿司屋・居酒屋・ビヤホール・喫茶店 等

参加加盟登録に関して、ご不明な点がございましたら、あらかじめ事務局までお問い合わせください。

やまがた旅割に参加登録希望の施設は、前頁の募集要項と対象事業者を確認のうえ、

① 「クーポン加盟店用参加施設登録申請書」に必要事項を記入。

② 通帳の写し(表紙および1ページ目(表紙裏))を添付。

事務局まで、FAX・E-Mailまたは郵送にてお申し込みください。

申込方法

やまがた旅割キャンペーン事務局

〒９９０－００３１ 山形市十日町１－１－１ 三ノ丸ビル 5階

コールセンター：０５７０－０８８－１９０ ＦＡＸ：０２３－６３４－９９００

（営業時間 ９：３０～１７：３０ 年末年始・土日祝も営業)

E-Mail： taikai-yamagata@jtb.com

対象分野 具体的な店舗情報

土産物店

・飲食店

道の駅、観光地の土産物店、県農産物を使った特産品販売所、県産品を取り扱う販売

所、加工所、海産物、工芸品店、陶芸品店　等

体験施設

自然アクティビティ、動物園、観光牧場、観光果樹園、観光農園、着物着付け所、

サーキット場、索道運営、マリーナ業、観光ボート業、観光釣り堀、パークゴルフ場

等

温泉施設 日帰り入浴施設、温泉地の公衆浴場　等

清酒

・ワイン醸造所
清酒、ワイン、ウィスキーを製造する工場と隣接している販売店　等

展覧施設
美術館、博物館、水族館、植物園、昆虫園、歴史建造物、科学館、資料館、天文台、

城郭施設、公園、テーマパーク　等

交通機関 タクシー、レンタカー等およびガソリンスタンド



ステップ１

概要

３、参加登録後の作業フロー

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６
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クーポン加盟店用参加施設登録申請提出・登録
(マニュアルP.6～7参照)

スターターキット受領
(マニュアルP.9参照)

事前準備 (マニュアルP.10参照)

クーポン受取り開始 (マニュアルP.11参照)

精算(換金請求) (マニュアルP12参照)

１２月２０日(火) 事業終了
※地域限定クーポンの最終有効期限は12月21日（水）となります。
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４、スターターキットの受領

1店舗あたり以下のものを含むスターターキット（１セット）を事務局から配送します。
お受け取り後、送付した内容に不足がないか必ず確認をお願いいたします。

送付内容は、以下のとおりです。

スターターキットを受け取って内容を
確認してください

□ やまがた旅割キャンペーン 書類送付のご案内

□ 地域限定クーポン加盟店用 マニュアル

□ 換金請求書+封筒

□ 店頭ポップ
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５、事前準備

手順３
やまがた旅割キャンペーン案内書を店内の

見やすい場所に掲示してください

手順１
従業員の方に本マニュアルの内容を説明してください

レジ担当者等へやまがた旅割キャンペーンの利用条件について、周知を徹底してください。
また、経理ご担当者にも精算方法についてご説明ください。

加盟店独自に１回あたりの地域限定クーポン使用限度額を決める場合は、レジ、
陳列棚、チラシなどにその旨を明示し、あらかじめお客様が認識できるようにしてください。
また、他割引企画との併用不可やポイント加算対象外を定める場合も同様に、レジ、陳列棚、
チラシなどにその旨を明示し、あらかじめお客様が認識できるようにしてください。

手順２
独自の利用ルールがある場合は、

お客様が認識できるようにしてください

準備中



本事業終了まで、やまがた旅割キャンペーンの
地域限定クーポンをお受け取りいただけます。
※「やまがた秋旅キャンペーン」以前に使用していたクーポンをお受け取りすることは
できません。（切替日である10月11日(火)を除く）

６、地域限定クーポンの受取り
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1,000円未満の購入時におつりを出すことはできません。

地域限定クーポンの受取り

利用者 記入欄：

フルネームで署名があるか確認。
判別できない字での記入や、苗字のみ、
名前のみの記入は使用不可です。
割引を受けた本人＝利用者による署名
が必要。子ども等で署名が不可能な場合
は保護者による署名を認めます。

使用できるかどうか、ご不明な点などございましたら、事務局までお問い合わせください。
不正な利用が判明した時は、登録加盟店を取消させていただくこともあります。ご了承ください。
※不備があった場合、発行元との直接のやり取りはしないでください。
※不備があった場合は必ずコールセンターまでご一報下さい。

加盟店 記入欄：

利用日と店舗名を記入のうえ、押

印をお願いします。

宿泊日又は旅行日・クーポン有効
期限が、

空欄や手書き訂正（※訂正
印、二重線、修正テープ
等）は使用不可です。
使用できない旨を説明してください。
お客様にご納得いただけない場合
は、クーポン発行施設へ連絡いた
だくようお伝えください。
※不備があった場合、発行元との
直接のやり取りはしないでください。

利用者署名(フルネーム)

日付と店舗名記入

フリクションペン・鉛筆書き不可

※最終の有効期限は12月21日（水）となります。

宿泊施設・旅行代理店様の
施設名と社判が

あるか確認してください。

【
オ
モ
テ

】

【
ウ
ラ

】

表面（太枠内）の記載がないものは換金できません。



換金請求の流れ

７、精算(換金請求について)
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①換金請求 (各締日までに必着にて郵送願います)

②事務局にて換金チェック

③登録口座へお振り込み

・換金は、事務局が指定する締日までに送付されたクーポンについて、締日（事務局へ書類が到着
した日）から30日以内に、登録いただいた口座に振込むことにより行います。（ただし、換金用伝票
その他の書類に不備がある場合はさらに時間を要します）
・換金手続きによる入金額に異議がある場合は、入金日から２週間以内に限って受け付けます。２
週間を過ぎてからの異議申立てには原則として応じられません。
・送付に要する送料は、クーポン加盟店にて負担となります。
・精算に係る振込手数料については、事務局が負担します。
万が一、虚偽の精算などの悪質な事例が発生した場合には、法的措置をとる場合があります。

【換金請求スケジュール】

〔換金請求に必要な書類〕
下記書類を同封してください。

・換金請求書(1枚目：本書) →2枚目はクーポン加盟店控として入金完了まで保管ください
・使用済みの地域限定クーポン
※必ず写しをとり、控えとして保管ください。換金時に内容を確認する場合があります。

郵送料はクーポン加盟店にてご負担ください

【換金請求書類提出先】 やまがた旅割キャンペーン事務局

〒９９０－００３１ 山形市十日町１－１－１ 三ノ丸ビル 5階

TEL： ０５７０－０８８－１９０ ＦＡＸ：０２３－６３４－９９００

（営業時間 ９：３０～１７：３０ 換金チームは平日のみ対応)

E-Mail： taikai-yamagata@jtb.com

郵送については、時間がかることも見込まれますので、余裕を持って提出をお願いします。
提出期限を過ぎての受け付けは出来かねます。ご了承ください。

本事業の最終換金受付(提出期限）は12月28日(水)【必着】となります。



換金請求書の書き方

７、精算(換金請求について)

13

【換金請求書類提出先】 やまがた旅割キャンペーン事務局

〒９９０－００３１ 山形市十日町１－１－１ 三ノ丸ビル 5階

TEL： ０５７０－０８８－１９０ ＦＡＸ：０２３－６３４－９９００

（営業時間 ９：３０～１７：３０ 換金・発送チームは平日のみ対応)

E-Mail： taikai-yamagata@jtb.com

〔換金請求書がなくなったとき〕
コピーしてお使いいただくことはできません。
不足の場合は、事務局までご連絡いただければ送付いたします。

郵送料はクーポン加盟店にてご負担ください

日付・事業者コード・事業者名
・代表者名を記入します。
代表者印を必ず押印ください。

②の欄に、
地域限定クーポンの枚数を
記入します。

③の欄に、
請求額合計の金額を
記入します。

換金請求書類送付前　チェックリスト

地域限定クーポンの枚数は合っていますか？

換金請求書の1枚目を事務局に送ってください。

換金請求書の2枚目はクーポン加盟店控として保管ください。

郵送料はクーポン加盟店にてご負担ください。

①は記入不要です

※やまがた冬割キャンペーン換金請求書(青色)は使用できません。



８、事業終了について
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事業の終了について

本事業の終了は、令和４年12月20日(火)宿泊（利用）分までとなります。
※地域限定クーポンの最終利用期限は12月21日(水)となります。
事業終了後は、すみやかに精算を行ってください。
最終換金請求期限を過ぎたものは精算できませんのでご注意ください。

事業終了後、所定の日数を経過後に事務局は閉鎖いたします。

やまがた旅割キャンペーン事務局

〒９９０－００３１ 山形市十日町１－１－１ 三ノ丸ビル 5階

コールセンター： ０５７０－０８８－１９０ ＦＡＸ：０２３－６３４－９９００

E-Mail： taikai-yamagata@jtb.com

コールセンター 土日祝も営業

換金・発送チーム 平日のみ


