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（2）事業の全体像

（1）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。地域の観光需要を喚起するた
め、政府が地域観光事業支援として各都道府県に対し、財政補助を行い、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。

１、「やまがた旅割キャンペーン」とは

・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」等を、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）
③屋内、屋外でのマスク着用について（厚生労働省）

2

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


（3）利用期間

■実施期間：宿泊の場合：令和4年10月11日(火)～12月20日(火) 宿泊分まで
日帰りの場合：令和4年10月11日(火) ～12月20日(火)利用分まで

※参加登録を済ませ、販売準備が整った事業者から10月11日（火）より予約受付を開始します。
※旅行者が利用条件を満たしている場合は、既存予約（10月10日以前に予約されたもの）の割

引適用も可能とします。（P.7）
※新型コロナウイルス感染症の状況、政府全体の方針等により、開始時期が変更になることが

あります。

（4）対象事業者

１、「やまがた旅割キャンペーン」とは

本キャンペーンの参加募集要項(P.15)を満たし登録された事業者を対象事業者とします。
ただし、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」及び「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッ
ケージ運用ガイドライン」に即し、利用者がワクチンを山形県在住は2回、他道県在住は3回接種済
であること又はPCR検査等の検査結果が陰性であること等の確認を行う体制ができていることが
条件となります。

■対象事業者
本キャンペーンの参加募集要項(P.15)を満たし登録された事業者を対象事業者とします。

■「ワクチン・検査パッケージ」等の活用
各事業者においては、旅行参加者全員が「ワクチン・検査パッケージ」等条件に該当するかの確
認を、別途定める方法で実施する必要があります。

確認を行う体制ができていない場合には、やまがた秋旅キャンペーンへの参加はできません。

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、日本国内居住者を対象といたします。
「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」や「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用
ガイドライン」等に即し、利用者がワクチンを山形県在住者は2回、他都道府県在住者は3回接種
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等の確認を行う体制ができていること
が条件となります。

（5）対象者

（6）全国旅行支援取扱いマニュアルについて

運用方法、精算については、「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～取扱要領（参加事
業者向け）」、「全国旅行支援旅行代理店用、各種マニュアル」、「各種様式」に準じます。
［旅行代金割引額の端数処理について、原則やまがた旅割キャンペーンでは100円単位としま
す。］

「ワクチン・検査パッケージ」等の活用、「身分証確認」、「地域限定クーポンについて」等、本マ
ニュアル【全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～旅行代理店取扱いマニュアル】で説明し
ていきます。

（5）精算時の注意点

予算執行状況により、予算を超える申請については、精算が出来ない場合もございます。
旅行後であっても、精算対象外等になった旅行商品で配布した「地域限定クーポン」は、相当額
を旅行代理店へ請求いたします。
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国が定める要綱及びガイドライン等

●「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119_1.pdf

●「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf

※必ず確認してください

■各場面で必要となる主な対応
【販売時】

・対象商品がワクチン接種済であること又はPCR検査結果等が陰性であることが利用条件であるこ
とを明示のうえ、同意を得ること。

・旅行者から予防接種済証等又は検査結果通知書を販売時などの事前又は 当日に確認を行う際
に提示することの同意を得ること。

【販売後～旅行・宿泊開始日当日】
・販売時など事前に、予防接種済証等又は検査結果通知書を確認している 場合は、ツアー開始時
又はチェックイン時等には、「本人確認」を行うこと。
・旅行・宿泊の当日に、予防接種済証等又は検査結果通知書を確認する場合は、「本人確認」と「予

防接種済証等又は検査結果通知書の確認」を行うこと。

（8）「ワクチン・検査パッケージ」等の活用

商品造成・販売～旅行開始日・宿泊日当日まで観光庁が策定した「旅行業・ 宿泊業におけるワク
チン・検査パッケージ運用ガイドライン」等に基づき、ワクチン接種証明や陰性の検査結果の確認
が必要になります。山形県にお住まいの方は、山形県内の薬局等で実施している「感染拡大傾向
時の一般検査事業」（無料）がご利用可能です。

１、「やまがた旅割キャンペーン」とは

やまがた旅割キャンペーンの対象となる条件を満たす旅行商品については、旅行者においてやま
がた旅割キャンペーンの割引適用を受けるために必要な手続きを、事業開始日の10月11日(火)以
降に講じた場合には、対象とすることが可能です。

（7）既存予約の取扱いについて
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2、やまがた旅割キャンペーン「ワクチン・検査パッケージ」等の活用

居住地を確認できる身分証明書

新型コロナワクチン
接種済証明書

(予防接種証明書又は接種記録書等）

ＰＣＲ検査等の陰性証明
書(検査結果通知書)

※いつ誰の検査結果かが判別できるもの

または

【やまがた旅割キャンペーン適用に必要な確認書類】 →マニュアルP.6参照

それぞれ確認に必要な書類の提示(いずれも目視確認で可)が必要です。

①

②

（1）利用者の条件

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、日本国内居住者を対象といたします。

■対象者条件の確認書類
やまがた旅割キャンペーンをご利用の際は、下記２種類の証明書にて対象者を確認します。

①居住地を確認できる身分証明書（原本）
②予防接種済証等又はPCR検査結果通知書等

代表者だけではなく、やまがた旅割キャンペーンの適用を受けようとする同行者全員の確認が必要です。

■年齢区分に応じた確認の実施

参加事業者は旅行参加者の年齢区分に応じて、必要な書類を確認する必要があります。

区分 通常時

大人 やまがた旅割キャンペーンを適用する場合は、

(12歳以上) 例外なく、旅行参加者全員に対して、確認が必要です。

こども
（12歳未満）

同居する親等の監護者が同伴する場合、検査結果の確認は不要です。

ただし、助成適用の可否を判断するため、販売時およびチェックイン時
に、必ず生年月日（年齢）を確認する必要が あります。

なお、年齢確認の基準日は、チェックインの日とします。

※無料乳幼児（添い寝）で割引人数に含める場合、身分証の確認をお願いします。
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①居住地を確認できる身分証明書（原本）
本人確認および居住地の確認に必要な書類は下記のとおりとします。

※12歳未満のこどもについて、ワクチン接種証明等の確認の要否を判断するため、販売時およびチェック
イン時に、必ず生年月日（年齢）を確認する必要が あります。なお、年齢確認の基準日は、チェックイン
の日とします。

※「添い寝」の乳幼児など、宿泊料金が発生していない者も補助人数に含める場合、本人確認が必要です。

②予防接種済証等またはPCR検査結果通知書等
「新型コロナワクチンの接種済証明書」・「ＰＣＲ検査等の陰性証明書(検査結果通知書)」の

確認で必要なポイントについて、次頁以降で説明します。

※重要
確認書類の持参忘れ等により、当日までに予防接種済証等または検査結果通
知書を確認できない場合は、後日の提出は認められません。その場合、割引を
適用することができませんのでご注意ください。

条件を満たさない場合や確認書類を持参しなかったために、ご予約の取り消し
をされる場合の所定の取消料や代金変更等については、 販売時に必ず利用
者に周知するようにお願いします。

やまがた旅割キャンペーンは日本国内居住者に対して、ワクチン・検査
パッケージ等の活用を条件に対象とします。

２、やまがた旅割キャンペーン「ワクチン・検査パッケージ」等の活用

居住することを確認するために必要な書類(例)

居住することを確認するために必要な書類として認められないもの(例)

宅配伝票、郵送伝票等の送料支払伝票、はがき・郵便物

対象県内の店舗・小売店・飲食店等のポイントカード

通院中の病院の診察券

キャッシュカード、クレジットカード

名刺、居住する県で発行する保養施設等宿泊利用補助券　等

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国

家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官

公庁職員身分証明書、健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、

学生証、会社の身分証明書、公共料金等の領収証書(電気・ガス・水道・NHK・固定電話)等　等

（2）必要な確認書類について
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２、やまがた旅割キャンペーン「ワクチン・検査パッケージ」等の活用

予防接種証明書等

検査結果通知書

＜例外＞

学校などの活動（教育旅行、部活動などの学校行事）に係るツアーや宿泊サー ビスについては、引き
続き「学校における新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を行
います。
ただし、大学等の部活動・課外活動における感染リスクの高い活動へのワクチン・検査パッケージ制度の
適用等について、文部科学省において別に定めます。

※簡易検査キットで検査したものは陰性証明とは認められません。

●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
●新型コロナウイルスワクチン接種記録書
●新型コロナウイルスワクチン接種証明書

山形県在住の方は2回目の接種日から14 日以上経過したもの（又は3回目接種済）

他都道府県在住の方は3回目接種済(経過期間不要）であること

【例】山形県在住の方 10/21にワクチン２回目接種 ➡ 11/4から宿泊OK
【例】他都道府県在住の方 10/21にワクチン３回目接種 ➡ 10/21から宿泊ＯＫ

※山形県の在住の方が３回目接種済の場合も、経過期間は不要です。

●PCR検査結果における陰性証明
●抗原定量検査における陰性証明
は、PCR検査および抗原定量検査の有効期限は検体採取日+３日間のため、利用者が
旅行開始日・宿泊初日の３日前以降に検体採取を行った場合の検査結果通知書等により、
陰性であることが証明出来ればＯＫ。

【例】11/4が宿泊日➡11/1以降の検査結果通知書にて陰性であることが必要

10/28
✖

10/29
✖

10/30
✖

10/31
✖

11/1
検査

11/2
陰性

11/3
陰性

11/4
○

← 検査結果対象外 →  ← 検査結果対象期間 →  宿泊日

●抗原定性検査の有効期限は検体採取日+１日間のため、宿泊者が宿泊日の前日または
宿泊当日に検体採取を行った場合の検査結果通知書により、陰性であることが証明出来
ればＯＫ

【対象外商品】
■割引対象外の事例

国、地方自治体、その他公共団体の職員が公費により行う旅行
※上記職員でない場合も、公費（税金）により旅行代金（又はその相当額）が支給される旅行は対象

外です。
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【 PCR検査および抗原定量検査の有効期限 早見表 】

２、やまがた旅割キャンペーン「ワクチン・検査パッケージ」等の活用

宿泊/日帰り日 宿泊/日帰り日

10/8 10/9 10/10 10/11 10/29 10/30 10/31 11/1

10/9 10/10 10/11 10/12 10/30 10/31 11/1 11/2

10/10 10/11 10/12 10/13 10/31 11/1 11/2 11/3

10/11 10/12 10/13 10/14 11/1 11/2 11/3 11/4

10/12 10/13 10/14 10/15 11/2 11/3 11/4 11/5

10/13 10/14 10/15 10/16 11/3 11/4 11/5 11/6

10/14 10/15 10/16 10/17 11/4 11/5 11/6 11/7

10/15 10/16 10/17 10/18 11/5 11/6 11/7 11/8

10/16 10/17 10/18 10/19 11/6 11/7 11/8 11/9

10/17 10/18 10/19 10/20 11/7 11/8 11/9 11/10

10/18 10/19 10/20 10/21 11/8 11/9 11/10 11/11

10/19 10/20 10/21 10/22 11/9 11/10 11/11 11/12

10/20 10/21 10/22 10/23 11/10 11/11 11/12 11/13

10/21 10/22 10/23 10/24 11/11 11/12 11/13 11/14

10/22 10/23 10/24 10/25 11/12 11/13 11/14 11/15

10/23 10/24 10/25 10/26 11/13 11/14 11/15 11/16

10/24 10/25 10/26 10/27 11/14 11/15 11/16 11/17

10/25 10/26 10/27 10/28 11/15 11/16 11/17 11/18

10/26 10/27 10/28 10/29 11/16 11/17 11/18 11/19

10/27 10/28 10/29 10/30 11/17 11/18 11/19 11/20

10/28 10/29 10/30 10/31 11/18 11/19 11/20 11/21

11/19 11/20 11/21 11/22

11/20 11/21 11/22 11/23

11/21 11/22 11/23 11/24

11/22 11/23 11/24 11/25

11/23 11/24 11/25 11/26

11/24 11/25 11/26 11/27

11/25 11/26 11/27 11/28

11/26 11/27 11/28 11/29

11/27 11/28 11/29 11/30

有効期限 有効期限 宿泊/日帰り日

11/28 11/29 11/30 12/1

11/29 11/30 12/1 12/2

11/30 12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3 12/4

12/2 12/3 12/4 12/5

12/3 12/4 12/5 12/6

12/4 12/5 12/6 12/7

12/5 12/6 12/7 12/8

12/6 12/7 12/8 12/9

12/7 12/8 12/9 12/10

12/8 12/9 12/10 12/11

12/9 12/10 12/11 12/12

12/10 12/11 12/12 12/13

12/11 12/12 12/13 12/14

12/12 12/13 12/14 12/15

12/13 12/14 12/15 12/16

12/14 12/15 12/16 12/17

12/15 12/16 12/17 12/18

12/16 12/17 12/18 12/19

12/17 12/18 12/19 12/20

有効期限
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２、やまがた旅割キャンペーン「ワクチン・検査パッケージ」等の活用

（旅行代理店舗販売のイメージ)
ＳＴＥＰ１：お客様の居住地を確認する

お客様に身分証明書等をご提示いただき、国内居住者であることを確認してください。
ＳＴＥＰ２：地域限定クーポンを依頼する

宿泊の場合は、「地域限定クーポン配布枚数確認書」にて宿泊施設へ配布依頼をする。
日帰りの場合は、「日帰り旅行商品催行申請書・地域限定クーポン依頼書」にて事務局へ発送依頼をし、
地域限定クーポン受取後、「地域限定クーポン受領確認書」を旅行日までに返信する。
ＳＴＥＰ３：予防接種済証等又は検査結果通知書の確認

利用者から提示された予防接種済証等又は検査結果通知書等を確認し、適用条件を満たしていることを
確認する。
ＳＴＥＰ４：宿泊施設、旅行代理店においてクーポン券を手交する

宿泊の場合は、販売主体が宿泊施設、旅行代理店いすれの場合も宿泊施設がお客様にクーポンを渡す。
日帰りの場合は、販売主体（割引原資を拠出した側）がお客様にクーポンを渡す。
 ※記載不備や押印もれがあると、お客様がクーポンを利用できません。

ご利用には、下記いずれかに該当していることが条件となります。

●ワクチン接種済（山形県在住2回目の接種日から14日以上経っていること/他道県在住3回目接種
済（経過期間不要））

●旅行開始日または宿泊開始日において、有効期間内の陰性証明を持っていること

2
確認書類の持参忘れ等により、当日までに予防接種済証等またはPCR検査結果通知書等を確認できない
場合は、後日の提出は認められません。その場合、割引を適用することができませんのでご注意くださ
い。
予防接種済証等又はPCR検査結果通知書等の確認は目視で構いません。
（現物以外に、スマートフォン等で撮影した画像や写し・コピー控え等の提示も可能）
やむを得ない場合を除き、旅行出発日までに必ず販売元となる旅行代理店で確認ください。（宿泊施設
に当日確認させることのないようにお願いいたします。）※確認の際は、予防接種済証等又は検査結果通
知書の期限にご注意ください。

4
条件を満たさない場合や確認書類を持参しなかったために、ご予約の取り消しをされる場合の所定の取
消料や代金変更等については、 販売時に必ず利用者に周知するようにお願いします。

5
予防接種済証等又は検査結果通知書等の確認において、密にならないような場所を確保するなど、感染
症対策を講じていただきますようお願いいたします。

　　　　　　確認・割引適用時のポイント

1

3
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汚損(誤記入等)、破損したクーポンは返却が必要！

地域限定クーポンが汚損(誤記入等)、破損した場合は無効(Void) 券扱いとなります。
※本事業終了まで紛失等のないように、しっかりと保管をお願い致します。

利用者 記入欄：

フルネームで署名願います。

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。

フリクションペンでの記入不可

事務局記入欄
【日帰り利用日】と【クーポン有効
期限】を押印しています。

宿泊日又は旅行日・クーポン有効期限
に間違いがないかご確認ください。
※【宿泊日又は旅行日】は【日帰り利用
日】となります。

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。
日付の訂正はしないでください。

必ず
旅行代理店の施設印と会社印を
押印してください。

利用者署名(フルネーム)

【

オ
モ
テ

】

3、地域限定クーポンについて

旅行代理店で配布する地域限定クーポンは【日帰り旅行商品】のみとなります。

旅行代理店施設名と印を押印してく
ださい。(扱者印は不可です)

表面(太枠内)の記載がないものは、
換金できなくなる為、必ず記載してください。

※最終のお客様へのお渡し日【12月20日(火)】
※最終の有効期限【12月21日(水)※宿泊・日帰り共通】

重要事項

地域限定クーポン加盟店はやまがた旅割
キャンペーン公式ホームページへ掲載して
います。

https://yamagata-ryokououen.com/
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・1人1回の日帰りあたり、地域限定クーポンを配布します。宿泊の場合は宿泊施設で配布します。

平日：3,000円分（1,000円券×3枚）

休日：1,000円分（1,000円券×1枚）

日帰り旅行の平日、休日の扱いは統一窓口「全国旅行支援 取り扱いマニュアル 旅行事業者用」に準じ

ます。

・やまがた旅割キャンペーンを適用して割引を行う場合、配布の対象となります。

・地域限定クーポンのみのお渡しはできません。やまがた旅割キャンペーンでは必ず割引とセットとなります。

・旅行代理店にキャンペーン適用人数分の地域限定クーポンを事前配布いたします。（2日前～前日着）

余った地域限定クーポンは事務局へご返送いただきます。

・お客様は、地域限定クーポン（平日1,000円×3枚、休日1,000円×1枚/人日帰り料金に関わらず定額）

をやまがた旅割キャンペーンの地域限定クーポン加盟店(観光立寄施設等)で利用が可能です。

加盟店はやまがた旅割キャンペーンサイトに掲載しています。

・無料乳幼児が割引適用の人数に含まれる場合は、地域限定クーポンの配布対象となります。

・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。

・地域限定クーポンは、旅行者を観光立寄施設等に誘導することで観光地全体の需要喚起を目的に実施し

ているものですので、この事業趣旨を踏まえた上で、クーポン利用を旅行者にご案内ください。

やまがた旅割キャンペーン【地域限定クーポン】

3、地域限定クーポンについて

(1)地域限定クーポンの配布
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・日帰り旅行商品の地域限定クーポンの有効期限は「旅行日の翌日24時まで」です。

(例) 10月20日に日帰り旅行で利用した場合 → 地域限定クーポン利用期限10月21日まで

・有効期限前の地域限定クーポンは利用はできません。

宿泊商品の場合、地域限定クーポンは宿泊施設にてお渡しとなります。

「地域限定クーポン配布枚数確認書」を利用し、宿泊施設への配布依頼をしてください。

地域限定クーポン配布枚数確認書はやまがた旅割キャンペーン公式ホームページよりダウン
ロードし、ご利用ください。

予約番号は統一窓口の実績内訳シート（統
一様式1号）の「予約の内容を特定すること
ができる番号」を記入します。

記入された枚数を宿泊施設が旅行者へ配
布します。

※地域限定クーポンの配布枚数の誤記入に注意してください。
※配布枚数は1人平日3枚（1,000円券×3）、休日1枚（1,000円券×1）となります。

※【地域限定クーポンの配布枚数確認書】を利用できない場合は、必ず「予約番号」「旅行代理店
名」「代表者氏名」「合計人数」「キャンペーン適用人数」「配布枚数」を宿泊施設へ連絡してくださ
い。

※キャンセル等が発生し、地域限定クーポンの配布枚数が変更になる場合は、チェックイン当日ま
で必ず正確な配布枚数を確認書にてお伝えください。

※予約番号（予約の内容を特定することができる番号）等は、配布枚数確認の為、事務局より確認
の連絡をする場合がございます。

・旅行代理店名
・旅行日
・送客先、宿泊施設名
・代表者氏名
・合計人数
・キャンペーン適用人数
・泊数
・地域限定クーポンの配布枚数

を記入してください。

令和  年  月  日 

全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～ 

地域限定クーポン配布枚数確認書 
 

以下の送客を行いますので、地域限定クーポンの配布を行ってください。 

予約番号 
※実績内訳シート(統一様式 1 号)「予約の内容を
特定することができる番号」を記入ください 

 

旅行代理店名  

旅行日  

送客先 宿泊施設名  

代表者氏名  

合計人数  人 

キャンペーン適用人数  人 

泊数  泊 

地域限定クーポン配布枚数  枚 

※キャンセル等が発生し、地域限定クーポンの配布枚数が変更になる場合は、 
チェックイン当日まで必ず正確な配布枚数を確認書にてお伝えください。 

 

3、地域限定クーポンについて

（2）宿泊商品販売時の地域限定クーポンの配布依頼の注意点

(3)日帰り旅行商品の地域限定クーポンの有効期限
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地域限定クーポン依頼に必要な書類

・日帰り旅行商品 地域限定クーポン依頼書
・募集型企画旅行の場合：確定書面(最終行程表)
・受注型企画旅行の場合：最終行程表、旅行条件書
・手配旅行の場合：旅行代金の内訳が分かる書類、各施設の手配書

※催行申請書は遅くても出発日の7日前(土日祝除く)までに事務局宛にメールまたはFAXにて、
お送りください。

地域限定クーポン依頼～返却までの流れ

（1）事務局へ申請書類を提出

（2）地域限定クーポンの受け取り

（3）日帰り旅行の実施

（4）未配布クーポンの返却

地域限定クーポン受領確認書を事務局へ返信
旅行日当日まで地域限定クーポンのお渡し

事務局より承認後、地域限定クーポンの発送
出発日の
7日前迄

※土日祝を除く

≪必要書類≫
・地域限定クーポン依頼書
・募集：確定書面
・受注：最終行程表、旅行条件書
・手配：旅行代金の内訳書、各施設の手配書

日帰り旅行商品 地域限定クーポン依頼書

・事業者コード
・旅行会社名
・電話番号、FAX番号
・旅行日、参加人数、旅行商品名、交通サービス、

旅行商品の内容
・添付書類
・地域限定クーポン枚数

を記入し、出発日の7日前（土日祝を除く）までに事務
局までご提出ください。

※申請書に不備がある場合や、添付書類が不足している
場合は、地域限定クーポンの発送を行えません。

※地域限定クーポン発送手配のため、期日厳守の申請を
お願いします。

3、地域限定クーポンについて

日帰り商品販売の場合、地域限定クーポンを旅行代理店からお渡しいただきます。
日帰り商品販売の際には下記の手続きが必要となります。

やまがた旅割キャンペーン公式ホームページよりダウン
ロードしご利用ください。
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(4)日帰り旅行商品で配布する地域限定クーポンの依頼について

全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～ 

日帰り旅行商品 地域限定クーポン依頼書 
令和  年  月  日 

催行日 7 日前(土日祝除く)まで事務局宛にメールまたは FAX をお送りください。 

事 業 者 コ ー ド  

旅 行 会 社 名  

電 話 番 号     －    － ＦＡＸ －   － 

販 売 旅 行 商 品 

【予約番号】実績内訳シート(統一様式 1 号)「予約の内容を特定することができる番号」を記載してください。 

 

【旅行日】 ****年 **月* 日 【参加人数】 ***名 

【旅行商品名】ツアー名を記載してください。 

 

【交通サービス】いずれかに○をつけてください 

観光タクシー ・ 貸切バス ・ ＪＲ ・ その他(      ) 

【旅行商品の内容】目的地、消費に寄与するアクティビティ等を記載してください。 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

募集型企画旅行 □ 確定書面(最終行程表) 

受注型企画旅行 
□ 最終行程表 

□ 旅行条件書 

手配旅行 
□ 旅行代金の内訳がわかる書類 

□ 各施設の手配書 

地域限定クーポン 
【必要枚数】 

平日の場合：参加人数×3枚 
           枚 

休日の場合：参加人数×1枚 

※申請を受領後、原則、旅行日 2日前～前日着にて発送致します。(土日祝は発送を行っておりません) 

【必ずご確認ください】 

・依頼書に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、地域限定クーポンの発送を行えません。 

・地域限定クーポン発送手配のため、期日厳守(土日祝日を除く催行日 7日前)の申請をお願い致します。 

やまがた旅割キャンペーン事務局 

〒990⁻0031 山形県山形市十日町１丁目１－１ 三ノ丸ビル 5階 

コールセンター（土日祝日も営業） TEL：0570-088-190（営業時間 09:30～17:30） 

【事務局返信記入欄】 

□ 依頼書を受領しました。地域限定クーポンを  月  日発送しますのでご確認ください。 

※受け取り後、旅行日、有効期限、枚数をご確認し、受領確認書を返信ください。 

 内容物に相違があった場合は事務局までご連絡ください。 

□ 依頼書不備 ・ 添付書類が不足 しています。訂正の上、再度ご提出ください。 

 ※再提出を行わず催行した場合、補助金申請を受けられない場合がございます。 



キャンセル等により、未配布の地域限定クーポンが出た場合は、必ず事務局へご返却ください。
日付を訂正したり、他の日帰り商品への配布利用はできません。

≪返却方法≫
【地域限定クーポン受領確認書】に【予約番号（実績内訳シート（統一様式1号）の予約の内容を特定
することができる番号】、【配布枚数】、【返却枚数】を記載し、未配布の地域限定クーポンと一緒に、
事務局へご返却ください。（郵送料は事業者様でご負担ください）

配布枚数と返却枚数に誤差が生じた場合や、紛失した場合は相当額を事務局より請求させていた
だく場合がございます。

事務局からの地域限定クーポンの発送について、【日帰り旅行商品クーポン依頼書】に記載された
人数分を事務局で発行し、発送いたします。(旅行日2日前～前日着）
受取後【旅行日】・【有効期限】・【枚数】を必ずご確認ください。
地域限定クーポンと一緒に同封されている【地域限定クーポン受領確認書】を必ずご返信ください。
確認書をご返信いだけない場合は、地域限定クーポンの配布はできません。

地域限定クーポン 受領確認書

日付、枚数を確認し、
チェック（レ点）、署名を記入後、旅行日までに
ご返信ください。

1.

旅行日 枚

2.

(１)

3.

□

□

□

□

□

ご署名日 令和 ４年 月 日

枚

枚

感染拡大や災害発生等の影響により、利用を停止する場合があることを理解し取り扱います。

事務局からクーポンを不足なく受け取りました。

返却枚数

【返却用】

キャンセル等で使用しなかった地域限定クーポンは必ず返却をお願い致します。

返却は、下記内容を記入し、本書をつけて返送してください。(返送に係る送料は御社で負担ください)

配布枚数(　　名分使用)

上記内容に同意しました。

施設名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 記入者署名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ご署名いただいた後、旅行日まで事務局あてにメールまたはFAXにてご返信ください。

受領確認書をお送りいただけない場合はクーポンをご利用できません。

予約番号※実績内訳シート(統一様式1号)「予約の内容を特定することができる番号」を記入ください。

キャンペーン適用のお客様へ１人１回の日帰りあたり平日3,000 円(1,000円券×3枚)、

休日1,000円(1,000円券×1枚)をお渡し。

下記項目にチェック(レ点)を入れ、ご署名の上、ご返信ください。

クーポンの不正利用・転売はしません。

紛失など返却ができない場合は、相当金額分を事務局が請求することを同意します。

やまがた旅割キャンペーン　地域限定クーポン　受領確認書

今回お送りする地域限定クーポン枚数をご確認ください。

10月1日 100名分 100

使用しなかったクーポンや汚損・破損したクーポンは返却します。

※ 事務局にて旅行日、有効期限を記載しております。日付に間違いがないかご確認ください。

※ 日付の訂正は不可です。日付の相違があった場合は事務局までご連絡ください。

下記利用内容について理解し、地域限定クーポン(以下クーポン)を取り扱います。

発行金額と枚数

印

予約番号、
※実績内訳シート（統一様式1号）「予約の内
容を特定することができる番号」
配布枚数、返却枚数を記入し、返却する地域
限定クーポンと一緒に、事務局に郵送にてご
返却ください。

3、地域限定クーポンについて

（5）事務局からの地域限定クーポンの発送・地域限定クーポン受取り後について

(6)未配布の地域限定クーポンの取り扱いについて

（7）その他留意点

地域限定クーポンのお客様への付与方法については問いませんが、旅行当日までに確実にお渡し
いただきますようお願いします。（お渡しいただけない場合、事業参加の停止や割引換金の停止、地
域限定クーポンの返却を求める場合があります。）

【地域限定クーポンに関する問い合わせ先】 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 コールセンターのみ土日祝営業)

E-Mail： taikai-yamagata@jtb.com
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参加ご希望の旅行代理店は、下記の募集要項を確認のうえ、お申し込みください。

【キャンペーン参画条件】
次の（１）から（７）までの全ての条件を満たす必要がある。

（１）旅行事業者（第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内
限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしている者）かつ、統一窓口に登録していること。

（２）関係法令等
「旅行業法」（昭和27年法律第239号）の遵守の徹底を図ること。
「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。
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る。

（３）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。

（４）「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」及び「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ
運用ガイドライン」の内容を理解、遵守し、これらに即した対応ができること。

（５）割引クーポンについて適正な取扱いができること。
①割引クーポン申込者に対して、利用に必要な説明を実施できること。
②割引クーポン申込者に対して、本来の価格と割引後の価格を明示し、その差額に対して助成
があることが明確に認知できるようにすること。
③割引クーポンの利用条件に該当する旅行商品がある、または宿泊施設の手配ができること。
④割引クーポン申込者及び同行者が対象県民であることを確認するとともに、新型コロナウイルス感染
症のワクチンを接種済みであること又はＰＣＲ検査等の検査結果が陰性であることを確認し、「利用
申込書」の記載を求めること。また、提出された利用申込書について、必要事項が記載されているか
を確認し、旅行会社記入欄に必要事項を記載できること。
⑤割引クーポンを利用した適正な旅行代金の精算ができること。
⑥利用申込書や個人情報を適切に管理できること。

（６）山形県及び事務局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、「やまがた旅割キャンペーン事業」実施要綱及び事務局からの指示
を遵守すること。

参加登録に関して、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。

募集要項

4、旅行代理店の募集要項
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