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やまがた秋旅との違い 対照表

【やまがた秋旅キャンペーン】 と 【やまがた旅割キャンペーン】 との対照表

やまがた旅割キャンペーンで適用される割引を受けるための条件や、補助内容等に変更
がありますので、ご留意ください。

【改訂履歴】

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/

今後、感染拡大した場合などには、事業が停止となる場合があります。
停止期間中については、割引適用の対象外となりますので、予めご承知おき下さい。

STAYNAVI活用の有無については、全国旅行支援開始時点で選択いただいた方法を事業終了まで継
続していただくことを基本とします。
ただし、全国旅行支援を適正に実施するための適切な理由（実際に「STAYNAVI」を活用したところ想定
より事務が大変だった、新たにシステム対応できる体制を整えたことから「STAYNAVI」を活用したい等）
により、個別に変更希望がある場合は柔軟に対応しますので、本事務局にご相談ください。
活用の有無の変更に関する相談は随時受付ますが、変更のタイミングは月1回程度の予め定める時
期とする予定ですので御了承ください。

【活用有無、変更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 コールセンター：0570-088-190（土日祝営業）
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やまがた秋旅キャンペーン（県民割） やまがた旅割キャンペーン(全国旅行支援）
　 2022年1月4日(火)　から　2022年4月28日(木)

宿泊・利用分まで
2022年5月9日(月)　から　2022年10月10日(月)

宿泊・利用分まで
※GW期間(4月29日～5月8日)は対象外

期間 2022年10月11日(火)　から　12月20日(火)宿泊(利用)分まで

日帰り　〇　/　宿泊　　〇 割引対象 日帰り　〇　/　宿泊　　〇
山形県・北海道・青森県・岩手県

宮城県・秋田県・福島県・新潟県 にお住まいの方
かつ

新型コロナワクチンの
接種済み証明書等または陰性の検査結果通知書等が提示できる方

利用
対象者

日本国内に居住している方
かつ

新型コロナワクチンの
接種済み証明書等または陰性の検査結果通知書等が提示できる方

人泊ごとの計算 割引 総額方式(マニュアルP.15参照)

1枠500円 配分
円単位管理：STAYNAVI活用時の端数処理は1円単位

　　　(原則として100円未満切り捨て)
「1枠500円」は廃止

4,000円以上 割引最低額
平日：5,000円～
休日：2,000円～

上限なし 連泊上限 7連泊まで

身分証明書1点により確認を行う
本人
確認

身分証明書1点により確認を行う
(マニュアルP.18参照)

1,000円券　×　2枚
クーポン券の

配布
休日：1,000円券　×　1枚
平日：1000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

宿泊施設のみ
クーポン券の

配布場所

宿泊：宿泊施設のみ(旅行代理店販売分を含む）
日帰り：旅行商品の販売主体による

（宿直販の場合は宿泊施設、代理店販売の場合は旅行代理店）
スターターキット受け取り後、

クーポン券に関する誓約書を提出いただきます
※提出がない場合は、キャンペーンを開始できません

誓約書の提出
スターターキット受け取り後、

クーポン券に関する誓約書を提出いただきます
※提出がない場合は、キャンペーンを開始できません

版数 改訂日 改訂内容

初版 2022年10月1日 初版発行

第２版 2022年10月12日 STAYNAVIの端数処理について(P.2)

第３版 2022年10月13日 日帰り旅行商品について



（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
めの、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）
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https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001349264.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001365079.pdf


（3）利用期間と対象者
■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・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に0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。
※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。
■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。また、日帰りの場合は連続して利用可能です。

（4）対象事業者
本事業の参加募集要項(P.14)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。

■対象事業者
山形県内の宿泊施設であること。（詳細はP.14を確認願います）

■「ワクチン・検査パッケージ」の活用
参加事業者においては、旅行参加者全員が「ワクチン・検査パッケージ」等の条件に該当するか
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、やまがた旅割キャンペーンへの参加はできません。

（5）「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」等に山形県内の薬局等で実施している、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、「感染拡大傾向時の一般検
査事業」（無料）がご利用可能です。

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等(写し等可(以下同じ))を販売時などの事
前又は当日に確認を行う際に提示(目視確認)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等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等を確認する場合は、「本人確
認」と予防接種済証等又は検査結果通知書等の確認」を行うこと。

１、「やまがた旅割キャンペーン」とは
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旅行者の事由に基づく取消料については以下の通り取扱います。

① 取消料は旅行者の負担となり、割引の対象にはならない。

② 取消料は割引前の旅行代金にかかるものとする。

③ 取消の場合、地域限定クーポンの配布は行わない。

④ 連泊利用でキャンセルがでた場合、割引料金を再計算し差額を旅行者と精算すること。

⑤ 連泊利用で既に配布済の地域限定クーポンがある場合は,一度配布した未使用分の地域限定

クーポンを全て回収し、再発行すること。キャンセル分を使用していた場合は、使用した施設か

ら該当のクーポンを回収すること。

※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。

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。

１、「やまがた旅割キャンペーン」とは

（8）取消料の取扱いについて

（6）事業者コードについて

「地域限定クーポン 枚数通知書 兼 誓約書」をご確認ください。
※やまがた秋旅キャンペーンの「顧客コード」はご利用できません。
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（7）割引原資配分方法について

「STAYNAVI」を活用される宿泊事業者様の割引原資は、総額を「STAYNAVI」に対して配分し、先
着順に消化されることになります。このため、県民割(やまがた秋旅キャンペーン）の様な個々の宿
泊事業者ごとの配分は行いません。

【重要】



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.7参照

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。

■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
②予防接種済証等又は陰性の検査結果通知書等

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

※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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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。

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。

■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。

こども
（12歳未満）

１、「やまがた旅割キャンペーン」とは



①居住地を確認できる身分証明書
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、旅行人数に含める場合は本人確認が必要で
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。

→ 取消料の取り扱いについて (マニュアルP.5を参照)

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割引を適用します。

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)

(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

＜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・検査パッケージ等の適用等

について、文部科学省において別に定めます。

予防接種済証明書等

●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

は、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。

検査結果通知書

●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

※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。
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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
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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
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■予防接種済証等について

予防接種済証等又は検査結果通知書の確認のポイント－1

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

3回分のシールが貼
られているか又は、
「3回目」のシールが
貼られているか確認
（経過期間不要）

他都道府県民

3回分のシールが貼られ
ているか又は、「3回目」の
シールが貼られているか
確認（経過期間不要）

他都道府県民

2回分シールが貼ら
れているか確認。
2回目以降14日経
過しているか確認。
3回分貼られていれ
ば日数確認は不要。

山形県
民

2回分シールが貼ら
れているか確認。
2回目以降14日経
過しているか確認。
3回分貼られていれ
ば日数確認は不要。

山形県
民
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■予防接種済証等について

■検査結果通知書について

予防接種済証等又は検査結果通知書の確認のポイント-2

出典：厚生労働省ホームページ

出典：観光庁「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」

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

3回接種しているか確
認（経過期間不要）

他都道
府県民

2回分シールが貼ら
れているか確認。
2回目以降14日経
過しているか確認。
3回分貼られていれ
ば日数確認は不要。

山形県
民

運転免許証等により、
本人のものか確認。

陰性であることを確認。

有効期限内であることを
確認。

いずれかの検査であ
ることを確認。
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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

※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ので、必ず
記載不備や押印もれがないようお願いします。

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/他都道府県在住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、有効期間内の陰性の検査結果通知書等（コピー、アプリ
可）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・ワクチン接種証明書アプリ等の提示も
可能）
宿泊施設予約の場合

ご宿泊・日帰り当日、チェックインの際に必ずご確認ください。
※連泊の場合は、連泊の初日のみの確認でOK
旅行会社予約の場合

旅行会社予約の場合代理店での確認となります。

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します。

　　　　　　確認・割引適用時のポイント

1

3

宿泊施設におけるチェックインの流れ（イメージ）
ＳＴＥＰ１：お客様の居住地を確認する

STAYNAVIを通し、やまがた旅割キャンペーン適用の予約か確認
（この際に身分証明書を提示(目視確認可)いただき、本人確認をしてください。）
適用代金と割引額について、お客様と確認してください。
ＳＴＥＰ２：予防接種済証等又は検査結果通知書等の確認

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、割引適用条件を満たしているこ
とを確認する。
ＳＴＥＰ３：宿泊施設においてクーポン券を渡す

宿泊施設は表面に必要事項を記載し、発行店舗印を押印後、お客様にお渡しください。
宿泊の場合は、販売主体が宿泊施設、旅行業者いず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。
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参加ご希望の宿泊施設は、下記の募集参画条件を確認のうえ、お申し込みください。

【事業参画条件】
（１）山形県内にある宿泊施設であること 。

（２）関係法令等
① 「旅館業法」（昭和23 年法律第138号）第２条第２項及び第３項の営業許可など、

当該施設を運営する上で必要な許可を得ていること。
② 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122号）

第２条第６項第４号に規定される施設ではないこと。
③ 「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。
④ 特定の宗教・政治団体と関わる事業者、個人ではないこと。
⑤ 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）山形県が、宿泊施設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）利用者のワクチン接種歴や検査については、関係するガイドライン等や山形県が示す利用条件
等を理解、遵守し、これらに即した対応ができること。

（６）割引について適正な取扱いができること。
① 割引申込者に対して、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 割引の利用条件に該当するプランがある、またはプランを新設できること。
④ 割引申込者及び同行者が国内在住者であることを確認するとともに、新型コロナウイルスワクチ

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、宿泊施設記入欄に必要事項を記載できること。

⑤ 割引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。

（７）地域限定クーポンを利用者に配布できること。
（旅行代理店経由の宿泊の場合は、宿泊施設が発行すること）

（８）山形県及び事務局が割引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
協力をすること。

（９）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。
不適切な運用と判断した場合は、やまがた旅割キャンペーンの対象外とする場合があります。

募集要項

３、宿泊施設の参加募集要項

事務局へ登録
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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 コールセンターは年末年始・土日祝も営業)

E-Mail： taikai-yamagata@jtb.com

参加登録後に変更があった場合

下記に該当する場合は、必ず事務局にご連絡をお願いいたします。

３、宿泊施設の参加募集要項

●営業状況が変わったとき(長期休業や閉業など)

●施設情報が変わったとき

施設名

住所(移転など)

代表者名
変更があったとき

口座情報

担当者名と連絡先

メールアドレス 等

●キャンペーン参加を取りやめたいとき
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4、事前準備

手順３
やまがた旅割キャンペーン加盟店案内書を

施設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

特にご予約・フロント担当者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。

宿泊施設独自でやまがた旅割キャンペーンの宿泊・日帰り商品を作成する場合は、次頁

の「対象となる宿泊商品の例」をご参考ください。

また、宿泊施設独自でやまがた旅割キャンペーンを適用できない商品を決める場合や、

売店等での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

STAYNAVI操作方法等については、「STAYNAVI操作マニュアル【宿泊施
設用】をご確認ください。
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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

「地域限定クーポン 枚数通知書 兼 誓約書」を
ご提出ください

スターターキットに同梱されている誓約書を必ずご提出ください。

※ご提出いただけない施設は、やまがた旅割キャンペーンを開始できません。

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

□ 送付書類のご案内
□ 地域限定クーポン配布枚数通知書 兼 誓約書 →事業者コードが記載されております
□ 地域限定クーポン →枚数をご確認ください
□ やまがた旅割キャンペーン 取扱マニュアル
□ 換金請求書＋封筒
□ 地域限定クーポン追加依頼書 →コピーしてお使いください
□ 地域限定クーポン管理表 →エクセル版はHPよりダウンロードしお使いください
□ 店頭POP

4、事前準備
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６、事前準備

5、宿泊商品の流れ

【宿泊商品のセットプランとして追加可能な項目可否一覧表（例）】

宿泊プランとは…
食事付の宿泊プランや、その他サービスと宿泊がセットになっているプラン（素泊まりプラン含む）を指し
ます。消費税等を含む代金総額に対して、割引を適用してください。

宿泊代金のみのプランの他、予約時に宿泊代金＋αのセットになったプラン代金も割引対象となります。
※宿泊日、日帰り当日現地で追加した＋αは割引対象外となります。

＋αに当てはまるもの、当てはまらないものについて代表的な事例を以下に例示します。

※入湯税、サービス料もプランの中に含まれていれば、割引対象となりますが、別途支払いになる場合
は、割引対象となりません。

宿泊・日帰り商品を販売する際の留意点
・架空予約など予約を捏造していないこと

予約した商品には必ず旅行者の参加、宿泊実態があること、宿泊、日帰り日、旅行者が確定しない
予約は対象外となります。
・事前に予約（当日予約を含む）を行っていたもののみが割引対象となる。
宿泊、日帰り利用後（後日）の割引適用は認められません。
・国内に居住実態のない者（インバウンド等）の割引適用は認められません。

対象となる宿泊商品の例

■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。

+ａの部分 対象
飲み物（飲み放題等による宿泊代金とのセットプラン） 〇
朝食（セットプラン） 〇
夕食（セットプラン） 〇
お土産（セットプラン） 〇
入場券（換金性が低く、かつ、払い戻しが出来ないもの） 〇
エステ・マッサージ（セットプラン） 〇
体験型アクティビティ（スキー場リフト券等を含むセットプラン) 〇
レンタカー・レンタサイクル 〇
有料道路（セットプランで料金が確定しているもの）※適用できる場合とできない場合がある △
換金性の高いもの
・金券類（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、クオカード、旅行券、宿泊券、切手、収入印
　紙、ギフト券、ガソリン券等）
※金券類のうち、次の条件をすべて満たすものについては、商品に含めることができます。
ア）金券の使途となる物品またはサービスが、具体的に証票、電子機器その他の物に記載ま
　　たは電磁的な方法で記録されること
イ）記載されたその使途が具体的に1つに特定または限定された複数の使途から旅行者が選
　　択して１つに特定できるものであること。
ウ）記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。
エ）その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
・鉄道の普通乗車券・特急券（指定席券等を含む）・回数券、普通航空券（往復航空券や上位
　クラス利用料金を含む）等
※ただし、事業者における適切な管理がなされている場合は対象に含めることが可能です。

✕

現地消費以外の物品やサービス ✕
旅行期間中に購入または利用しないもの ✕
ライセンス・資格の取得 ✕
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連泊制限について

補助の対象となる商品の購入回数に上限はありませんが、連泊の場合、最大7連泊までとします。
（8泊目以降は対象外）
なお、期間が空く場合の利用回数は制限はありません。（同一旅行者が続けて5連泊ずつしている
申込等がある場合は、10連泊とみなす場合があります。）
また、日帰りの場合は連続して利用可能です。

既存予約の取扱いについて

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。

チェックイン当日に対象外となった場合

グループ内の一部の者が「ワクチン接種歴や検査結果の確認」等の条件を満たしていなかった場合
の割引適用については、次の①、②いずれの対応を行うかを決定のうえ、旅行者へ周知徹底してく
ださい。

①条件を満たしていない者のみを割引の対象外とする。
②該当グループ全員を割引の対象外とする。

5人グループで1人だけが証明書類を持参しなかった場合

①条件を満たしていない者のみを割引の対象外とする場合
証明書類を持参しなかった1人のみが割引対象外となる

地域限定クーポンも渡さない

旅行者 A B C D E

対応 対象 対象 対象 対象 対象外

②該当グループ全員を割引の対象外とする場合
5人全員が割引の対象外となる

旅行者 A B C D E

対応 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

地域限定クーポンも渡さない

地域限定クーポンはＡ～Ｄの4名分を渡す

市町村による宿泊割引やポイントを利用する場合
やまがた旅割キャンペーンの宿泊割引と、他の市町村での独自の宿泊割引やポイントシステム(楽天

ポイントやＴポイント、Pontaポイントなど)の割引を併用することができます。
割引適用にあたり、使用する順番について整理しましたのでご確認ください。

市町村が実施する宿泊割引・
ポイントシステム等の利用

↓

やまがた旅割キャンペーン

市町村が実施する割引・ポイントシステム等を利用した結果、宿泊、日帰り料金が
最低旅行代金合計を下回る場合は対象外となります。

5、宿泊商品の流れ
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宿泊施設にて
ア) お客様使用済みの地域限定クーポンをやまがた旅割キャンペーン事務局へ

送付
※旅行代金とは別精算となる売店等（物販）での利用があった場合

予約の流れ

⑴宿泊施設直接予約・⑵旅行代理店経由宿泊予約・（3）旅行代理店経由日帰り予約

⑴宿泊施設直接予約 手配フロー

宿泊施設にて
ア)ワクチン接種歴又は陰性証明の条件と身分証明書を確認書類を使って確認

→マニュアルP.7、P.8を参照
ウ) 地域限定クーポンのお渡し

宿泊施設への予約
ア)STAYNAVIを利用し、宿泊施設へ予約

予約方法については、STAYNAVI操作マニュアルを確認

事務局にて
ア) ご提出いただいた換金に係る申請内容を確認し、宿泊事業者へ振込

※換金請求スケジュールは、マニュアルP.30を参照

②チェックイン時

③チェックアウト後

④振込精算

精算時は必ず、複写を
保管してください。

済

①予約受付時

※地域限定クーポンが不足する場合、所定の様式で事務局までご依頼ください。
追加で発送いたします。→マニュアルP.34参照
タイミングによっては1週間程度かかりますのでお早めにご依頼ください。

5、宿泊商品の流れ
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⑵旅行代理店経由 宿泊予約 手配フロー

宿泊施設にて
ア)やまがた旅割キャンペーン適用の予約か確認
イ) チェックイン時に地域限定クーポンのお渡し

(旅行代理店から通知される、地域限定クーポン配布枚数確認書等
で配布枚数を必ず確認）

※宿泊予約の時のみ旅行代理店経由の予約であっても地域限定クーポンを配布

旅行会社経由（旅行会社の割引原資を拠出するものに限る）の宿泊予約

宿泊施設にて
ア) お客様使用済みの地域限定クーポンを事務局へ送付

※旅行代金とは別精算となる売店等（物販）での利用があった場合

事務局にて
ア) ご提出いただいた換金に係る申請内容を確認し、宿泊事業者へ振込

※換金請求スケジュールは、マニュアルP.30を参照

①チェックイン時

②チェックアウト後

③振込精算
精算時は必ず、複写を

保管してください。

済

予約の流れ

⑴宿泊施設直接予約・⑵旅行代理店経由宿泊予約・（3）旅行代理店経由日帰り予約

毎月月末の地域限定クーポン配布
枚数報告の際に提出する書類です。
捨てずに保管をお願いします。

5、宿泊商品の流れ
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⑵旅行代理店経由 日帰り予約 手配フロー

旅行会社経由の日帰り予約

宿泊施設にて
ア)やまがた旅割キャンペーン適用の予約か確認
イ)地域限定クーポンのお渡しはなし

※旅行代理店経由の日帰りは代理店で地域限定クーポンを配布する

①チェックイン時

宿泊施設にて
ア) お客様使用済みの地域限定クーポンを事務局へ送付

※旅行代金とは別精算となる売店等（物販）での利用があった場合

事務局にて
ア) ご提出いただいた換金に係る申請内容を確認し、宿泊事業者へ振込

※換金請求スケジュールは、マニュアルP.30を参照

②チェックアウト後

③振込精算

精算時は必ず、複写を
保管してください。

済

予約の流れ

⑴宿泊施設直接予約・⑵旅行代理店経由宿泊予約・（3）旅行代理店経由日帰り予約

5、宿泊商品の流れ
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6、地域限定クーポンについて

■地域限定クーポンの配布（やまがた秋旅キャンペーンのクーポンは使用できませんので御注意ください）

・1人1泊又は1回の日帰りあたり、地域限定クーポンを配布します。

平日：3,000円分（1,000円券×3枚）

休日：1,000円分（1,000円券×1枚）

・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。必ず割引とセットとなります。

・お客様の宿泊チェックイン時に配布してください。事前配布はありません。

※宿泊の場合、旅行代理店販売分であっても、地域限定クーポンは宿泊施設において発行するものとしま

す。

※日帰りの場合は、販売主体（割引原資を拠出した側）が地域限定クーポンを発行するものとします。

・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/人泊・日帰り、

宿泊・日帰り料金に関わらず定額）を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。

・無料乳幼児等であっても、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。

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

日帰り利用は「旅行日の当日から翌日24時まで」です。（※県民割と比べ、日帰り利用の有効期間を伸

ばしています。）

・地域限定クーポンと現金の交換はできません。

・クーポン券額面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。

宿泊・日帰り共通

✕

■地域限定クーポンの受け取りについて
・「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、受取りはできません。
(切替日である10月11日(火)は除く)

・地域限定クーポンは旅行代金・宿泊代金のお支払いに使用することはできません。
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≪地域限定クーポン配布表≫
地域限定クーポンは、平日3,000円（1,000円券×3枚）、休日1,000円（1,000円券×1枚）配布します。
平日、休日の詳細は次の通りです。※宿泊・日帰りでは休日が異なります。（日帰りP.23）

宿泊の場合

地域限定クーポン

の配布枚数

地域限定クーポン

の配布枚数

16日 (日) 3枚

17日 (月) 3枚

18日 (火) 3枚

19日 (水) 3枚

20日 (木) 3枚

21日 (金) 3枚

22日 (土) 1枚

23日 (日) 3枚

24日 (月) 3枚

25日 (火) 3枚

11日 (火) 3枚 26日 (水) 3枚

12日 (水) 3枚 27日 (木) 3枚

13日 (木) 3枚 28日 (金) 3枚

14日 (金) 3枚 29日 (土) 1枚

15日 (土) 1枚 30日 (日) 3枚

31日 (月) 3枚

10月

日付 日付
地域限定クーポン

の配布枚数

地域限定クーポン

の配布枚数

1日 (火) 3枚 16日 (水) 3枚

2日 (水) 3枚 17日 (木) 3枚

3日 (木) 3枚 18日 (金) 3枚

4日 (金) 3枚 19日 (土) 1枚

5日 (土) 1枚 20日 (日) 3枚

6日 (日) 3枚 21日 (月) 3枚

7日 (月) 3枚 22日 (火) 3枚

8日 (火) 3枚 23日 (水) 3枚

9日 (水) 3枚 24日 (木) 3枚

10日 (木) 3枚 25日 (金) 3枚

11日 (金) 3枚 26日 (土) 1枚

12日 (土) 1枚 27日 (日) 3枚

13日 (日) 3枚 28日 (月) 3枚

14日 (月) 3枚 29日 (火) 3枚

15日 (火) 3枚 30日 (水) 3枚

11月

日付 日付

地域限定クーポン

の配布枚数

地域限定クーポン

の配布枚数

1日 (木) 3枚 16日 (金) 3枚

2日 (金) 3枚 17日 (土) 1枚

3日 (土) 1枚 18日 (日) 3枚

4日 (日) 3枚 19日 (月) 3枚

5日 (月) 3枚 20日 (火) 3枚

6日 (火) 3枚

7日 (水) 3枚

8日 (木) 3枚

9日 (金) 3枚

10日 (土) 1枚

11日 (日) 3枚

12日 (月) 3枚

13日 (火) 3枚

14日 (水) 3枚

15日 (木) 3枚

12月

日付 日付

6、地域限定クーポンについて
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日帰りの場合

※宿泊・日帰りでは休日が異なります。（宿泊P.24）

地域限定クーポン

の配布枚数

地域限定クーポン

の配布枚数

16日 (日) 1枚

17日 (月) 3枚

18日 (火) 3枚

19日 (水) 3枚

20日 (木) 3枚

21日 (金) 3枚

22日 (土) 1枚

23日 (日) 1枚

24日 (月) 3枚

25日 (火) 3枚

11日 (火) 3枚 26日 (水) 3枚

12日 (水) 3枚 27日 (木) 3枚

13日 (木) 3枚 28日 (金) 3枚

14日 (金) 3枚 29日 (土) 1枚

15日 (土) 1枚 30日 (日) 1枚

31日 (月) 3枚

10月

日付 日付
地域限定クーポン

の配布枚数

地域限定クーポン

の配布枚数

1日 (火) 3枚 16日 (水) 3枚

2日 (水) 3枚 17日 (木) 3枚

3日 (木) 1枚 18日 (金) 3枚

4日 (金) 3枚 19日 (土) 1枚

5日 (土) 1枚 20日 (日) 1枚

6日 (日) 1枚 21日 (月) 3枚

7日 (月) 3枚 22日 (火) 3枚

8日 (火) 3枚 23日 (水) 1枚

9日 (水) 3枚 24日 (木) 3枚

10日 (木) 3枚 25日 (金) 3枚

11日 (金) 3枚 26日 (土) 1枚

12日 (土) 1枚 27日 (日) 1枚

13日 (日) 1枚 28日 (月) 3枚

14日 (月) 3枚 29日 (火) 3枚

15日 (火) 3枚 30日 (水) 3枚

11月

日付 日付

地域限定クーポン

の配布枚数

地域限定クーポン

の配布枚数

1日 (木) 3枚 16日 (金) 3枚

2日 (金) 3枚 17日 (土) 1枚

3日 (土) 1枚 18日 (日) 1枚

4日 (日) 1枚 19日 (月) 3枚

5日 (月) 3枚 20日 (火) 3枚

6日 (火) 3枚

7日 (水) 3枚

8日 (木) 3枚

9日 (金) 3枚

10日 (土) 1枚

11日 (日) 1枚

12日 (月) 3枚

13日 (火) 3枚

14日 (水) 3枚

15日 (木) 3枚

12月

日付 日付

6、地域限定クーポンについて
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地域限定クーポンのお渡し

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。
本事業終了後にまとめて事務局にご返送ください。
※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。

地域限定クーポンが不足した場合、クーポン追加依頼書にて事務局までご依頼ください。追加で発
送いたします。(タイミングによっては1週間程度かかりますのでお早めにご依頼ください。)
→マニュアルP.34参照

利用者 記入欄：

利用者本人が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。

【裏面】
クーポン加盟店施設 記入欄：

利用日と店舗名を記入願います。

宿泊施設 記入欄：必ず宿泊施設で記入してください。

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。

記入間違いは書損にしてください。
宿泊施設名と印を押印してください。
(扱者印は不可です)

宿泊施設の施設印と会社印を
押印してください。

日付と店舗名記入

利用者署名(フルネーム)

1,000円未満の購入時におつりを
出すことはできません。

【
オ
モ
テ
】

【
ウ
ラ
】

フリクションペン・鉛筆書き不可

有効期限は【宿泊:チェックイン日からチェックアウト日まで】
【日帰り:旅行日から旅行日翌日まで】となります。
※最終の有効期限は12月21日(水)となります。

表面(太枠内)の記載がないものは換金できません

6、地域限定クーポンについて
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地域限定クーポンのお渡しの際の注意点
連泊利用で地域限定クーポンを発行方法する際の有効期限の記載の仕方について、以下二通り
あります。

①最初のチェックイン日から最後のチェックアウト日（※8連泊以上の場合は7泊目まで）を記載し、
地域限定クーポンを発行する。

②一泊ごとの日付を記載し、地域限定クーポンを発行する。

①で地域限定クーポンを発行する場合、お客様へは必ず下記の点をご説明ください。

・途中連泊をキャンセルされた場合、該当の地域限定クーポンを返却していただくこと。
・該当の地域限定クーポンを使用していた場合は、相当額を宿泊施設にご返金いただくこと。

キャンセルが出た場合の地域限定クーポンの取り扱いについて

①取消の場合、地域限定クーポンの配布は行わない。

②連泊利用で既に配布済の地域限定クーポンがある場合は,一度配布した未使用分の地域限定

クーポンを全て回収し、再発行すること。キャンセル分を使用していた場合は、使用した施設から

該当のクーポンを回収すること。

③地域限定クーポンを回収できない場合や、お客様から相当額をご返金いただいた場合は事務局

連絡すること。後日事務局から該当の地域限定クーポン額を請求させていただきます。

6、地域限定クーポンについて
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7、提出書類について

地域限定クーポン追加依頼について

地域限定クーポンが不足した場合、クーポン追加依頼書にて事務局までご依頼ください。追加で発送
いたします。
発送対応は平日のみとなり、タイミングによっては1週間程度かかりますのでお早めにご依頼ください。
土日祝の発送、受付はできません。

→P.34

地域限定クーポンの管理について

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

※土日祝のクーポン発送は
行っておりませんのでご注意ください。

NEW

旅行代理店経由の宿泊、OTA経由の予約で配布する際の地域限定クーポンの枚数を事務局にお
知らせいただきます。
配布した地域限定クーポンの枚数について、毎月月末まで下記の方法でご報告をお願いいたしま
す。

≪旅行代理店経由 宿泊予約で地域限定クーポンを配布した場合≫
・旅行代理店からの「クーポン配布枚数確認書」を事務局へ提出。

（提出の際はコピーでの保管をお願いします。）
・「地域限定クーポン配布確認書」がない場合は、「【OTA/代理店経由】地域限定クーポン配布管理

表」へ記入し事務局へ提出。

≪OTA経由 宿泊予約で地域限定クーポンを配布した場合≫
・配布した枚数を地域限定クーポン配布管理表へ記載し事務局へ提出。
配布表（仮）用紙又はエクセル版でご報告ください。（エクセル版はホームページよりダウンロード
してください。）

事務局より配布された地域限定クーポンの総合枚数と、宿泊施設からお客様にお
渡しした地域限定クーポンの配布枚数に不自然な誤差が出た場合は請求となる可
能性がございます。

≪提出方法≫
メール、郵送又はFAX

≪宿泊施設直販 STAYNAVI利用の予約で地域限定クーポンを配布した場合≫
・「地域限定クーポン配布管理表」への記載は不要です。

毎月の地域限定クーポンの換金請求と一緒にご提出いただくことも可能です。

報告日
１回目 ２回目 ３回目

10月31日 11月30日 12月28日
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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。 

 

≪宿泊施設様へ≫ 

・本書を受け取った宿泊施設様は、チェックイン時に宿泊者を確認の上、 

地域限定クーポンの配布を行ってください。 

・地域限定クーポン管理の為、毎月月末まで事務局へこちらの確認書はご提出ください。 

 （提出の際はコピーでの保管をお願いします。） 

・事務局より配布された地域限定クーポンの総合枚数と、宿泊施設からお客様にお渡しした 

地域限定クーポンの配布枚数に不自然な誤差が出た場合は請求となります。 

やまがた旅割キャンペーン事務局 

FAX: 023-634-9900  e-mail：taikai-yamagata@jtb.com 

コールセンター TEL：0570-088-190（営業時間：9：30 ～ 17：30） 

旅行代理店経由予約
地域限定クーポン配布確認書

旅行日 予約番号 OTAサイト・代理店名 代表者名 人数 泊数 配布枚数

／

／

／

／

／

／

／

／

／

事業者コード：

【OTA/代理店経由】地域限定クーポン配布管理表 　　月分(　/　)

OTAまたは旅行代理店より送客を受け、地域限定クーポンを配布した場合、記入を行ってください。

地域限定クーポンの合計枚数と宿泊施設の配布枚数に不自然な誤差が出た場合は請求となります。

配布枚数合計：施設名：

※宿泊施設が割引原資を拠出し、OTAで販売・配布した地域限定クーポンは管理表へ記入不要です。

※上記を含めてしまいますと配布枚数に誤差が生じる要因となります。お気を付けください。

※地域限定クーポン配布確認書がある場合は記入不要です。配布確認書を提出ください。

※「予約番号」は代理店より伝えられる予約の内容が特定できる番号を記入ください。

※OTAからの送客で個別の予約番号がわからない場合は「不明」と記入ください。

ＯＴＡ/代理店経由用
地域限定クーポン管理表

旅行代理店で記入します。
コピー保管し事務局へ提出

宿泊施設で記入します。
・「地域限定クーポン配分確認書」がない場
合
・OTA/代理店経由で配布した場合

・合計人数
・キャンペーン適用人数
・泊数
・地域限定クーポン配布枚数

を確認し、配布してください。

・旅行日
・予約番号

旅行代理店の場合：代理店から伝えられる予約の特定できる番号を記入してください。
OTAの場合：予約番号が分からない場合は「不明」と記入してください。

・代表者名
・人数（キャンペーン適用人数）
・泊数
・配布枚数 を記入してください。

7、提出書類について
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換金請求の流れ

8、精算(換金請求について)

①換金請求 (各締日までに必着にて郵送願います)

②事務局にて換金内容のチェック

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請求について、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みます。
(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、宿泊施設の負担となります。
・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枚目は施設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

郵送については、時間がか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。
期限までに換金受付が間に合わない場合(事務局まで到着しない場合)は、換金することがで
きなくなりますので、期限を厳守くださいますようお願いします。

【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

郵送料は宿泊施設にてご負担ください

1回目 2回目 3回目

提出期限【必着】 10月31日㈪ 11月30日㈬ 12月28日㈬

振込日 11月29日㈫ 12月27日㈫ 1月30日㈪
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事業者コード

事業者(店舗)名

代表者名

㊞

円

②　地域限定クーポン

× 枚 = 円

③　請求額合計

円

1,000円

※クーポン加盟店は記入不要

(仮)やまがた全国旅行支援

換金請求書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

下記のとおり申請します。

①　宿泊割引(利用申込書)

全国旅行支援～やまが旅割～キャンペーン事務局　宛

換金請求書の書き方

〔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。

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。

枚数と金額を記入します。

※「やまがた冬割キャンペーン」の換金請求書(青色)はご利用いただけません。

②地域限定クーポンは、
お客様から受け取った
枚数を記入します。
※配布した枚数ではありません。

最後に合計金額を記入します。

事業者コードは「やまがた秋旅キャン
ペーン」で使用した顧客コードは使用
できません。

地域限定クーポン送付の中にある
「地域限定クーポン 配分通知書 兼
誓約書」に記載してあります。

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枚目は宿泊施設控として保管ください。

※2枚目の施設控えが事務局に送られてきた場合
施設控えでは換金処理ができません。1枚目の原本を再送ください。

郵送料は宿泊施設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

郵送料は宿泊施設にてご負担ください

8、精算(換金請求について)
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残った地域限定クーポンの返却

本事業終了時点で残った地域限定クーポンは、事務局にご返送ください。

※無効(Void）券と余ったクーポンは一緒に送っていただいてかまいません。

返却・送付については宿泊施設の負担で送付してください。

地域限定クーポンが汚損(誤記入等)、破損した場合は、無効(V o i d ) 券扱いとなります。

本事業終了後にまとめて事務局にご返送ください。

※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。

9、事業終了後のクーポン返却

汚損(誤記入等)、破損した地域限定クーポンの返却

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)を予定しています。
(ただし、政府又は山形県の方針により、延長又は停止する場合があります。)
※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
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10、OTA=宿泊予約サイト(ネット予約旅行代理店)を使う場合

WEB受付について

OTAの割引原資を利用し宿泊予約を受付する場合は、精算、問い合わせ事務局が異なりま
す。統一窓口へご連絡ください。
やまがた旅割キャンペーン事務局では精算はできません。

OTAの割引原資を利用した場合

宿泊施設にて
ア）OTAの割引原資を利用し、やまがた旅割キャンペーン適用の予約か確認
イ）ワクチン接種済・陰性証明書等の目視にて確認
ウ）地域限定クーポンのお渡し

宿泊施設にて
ア）お客様使用済みの地域限定クーポンを事務局へ送付

※宿泊・日帰り代とは別精算となる売店等（物販）での利用があった場合

事務局にて
ア）ご提出いただいた地域限定クーポンを確認し、宿泊事業者へ振込

①チェックイン時

②チェックアウト後

③振込精算

OTAの割引原資を利用した場合の精算は、OTAが統一窓口にて行います。
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【提出方法】

FAX：

e-mail：

依頼日 月 日

枚

枚

月 日

枚

枚

月 日
※悪天候等により到着が遅れる場合がございます。ご了承いただきますようお願い致します。

発信日 月 日

●地域限定クーポンが汚損(誤記入等)した場合は、無効 (Void)券扱いとなります。

●手書き訂正(訂正印・二重線・修正テープ等)は不可です。汚損とし、無効(Void)券にしてください。

●未使用や無効(Void)券扱い、破損した地域限定クーポンは返却が必要です。

●本事業終了後にまとめて事務局にご返送ください。

全国旅行支援　地域限定クーポン追加依頼書

(事業者様記入欄)

地域限定クーポン配布枚数(　月　日現在)

023-634-9900

taikai-yamagata@jtb.com

(16:30以降は翌営業日扱い対応とさせて頂きます。)

事業者コード：

施設名：

担当者名：

TEL：

FAX：

TEL：0570-088-190（営業時間 09:30～17:30）

発送日

事務局担当者

やまがた旅割キャンペーン事務局(土日祝日の発送は対応しておりません)

〒990⁻0031　山形県山形市十日町１丁目１－１　三ノ丸ビル5階

FAX: 023-634-9900　 e-mail：taikai-yamagata@jtb.com

コールセンター（土日祝日も営業）

●クーポン相当額を事務局よりご請求いたします。

(事務局記入欄)

今回発送する地域限定クーポン枚数

地域限定クーポン合計配分枚数

●返却できない地域限定クーポンがある場合や、汚損・破損したクーポンを紛失した場合は、

必ずご確認ください

地域限定クーポン到着希望日

地域限定クーポン追加希望枚数

●到着希望日は必ずお応えできるものではございません。

●依頼日から到着まで1週間から10日ほどかかる場合がございます。間際の受付は対応できません。

●土日、祝日の発送は行っておりません。余裕を持って追加依頼をお送りください。

●受領後、地域限定クーポンの枚数をご確認の上、同封しております受領確認書を必ずご返信ください。

●受領確認書をお送りいただけない場合は、地域限定クーポンの発行を認めません。

●「宿泊日又は旅行日」「クーポン有効期限」「宿泊施設・旅行代理店名」を記入・押印し、

●既定の枚数(平日3枚/人泊・日帰り、休日1枚/人泊・日帰り)を利用者へお渡しください。

11、記入例

事業者コード・施設名
担当者名・TEL/FAX
依頼日を記入してください

事務局が記入します

・依頼日時点での配布枚数
・追加希望枚数
・到着希望日

を記入してください

地域限定クーポン追加依頼書 記入方法について

クーポン追加依頼の流れ

①依頼する

↓

②受領したら誓約書を提出

(クーポンの利用が可能)

↓

③汚損や誤記入クーポンは保管

↓

④事業終了後、未使用、汚損・

誤記入クーポンはすべて事務局

に返却

依頼 依頼から到着まで1週間かかります。(間際の受付は不可)

地域限定クーポン受領確認書兼誓約書を提出します。(FAXorメール)

誓約書の返送がない場合はクーポン利用不可です。

無効券 地域限定クーポンの誤記入や汚損は、 無効券(Void券)扱いです。

未使用、汚損・誤記入クーポンは事業終了後に全て返却いただきます。

返却できない場合や紛失の場合は相当額を現金で返金いただきます。

受領

返却

※土日祝のクーポン発送は行っておりませんのでご注意ください。
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【質問】 万が一、検査結果が陽性でキャンペーンの利用ができないお客様が

いた場合、ど のように案内すれば良いでしょうか？

【回答】 医療機関または受診センターを紹介するなどして、受診に繋がるようご案内をお願
いい たします。万が一、同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃
厚接触者と 考えられる場合には、保健所に相談いただくよう、ご案内をお願いい
たします。
その際は、下記を参考としてください。

＜参考＞
山形県新型コロナウイルス感染症ポータルサイト
https://www.pref.yamagata.jp/020072/bosai/kochibou/kikikanri/covid19/coronavirus.html

補足資料 陽性者への対応

12、補足資料
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≪日帰り商品の対象可否≫

※実態として宿泊施設の利用のない商品(食事のテイクアウトのみ又は宿泊施設の契約飲食店での飲食
のみの利用）は、日帰り商品の対象にはなりません。
※冠婚葬祭、謝恩会、歓送迎会を目的とした利用は対象になりません。
※ロビーでの休憩、敷地内の散策、売店での買い物等は一定時間の滞在にはあたりません。

宿泊施設での利用が条件となります 対象

宿泊施設での飲食＋客室の利用 〇

宿泊施設での飲食＋入浴 〇

宿泊施設での入浴のみ利用 ✕

宿泊施設での飲食のみ利用 ✕

旅行会社が企画する交通(JR・バス・タクシー)がセットになった日帰りツアー

※行程に宿泊施設での飲食＋客室や入浴の利用が含まれていれば可能です
○

対象となる日帰り商品

【宿泊施設を利用する日帰り商品】〔宿泊施設が販売する場合のみ割引対象〕

宿泊施設内で食事を取り、かつ、客室内での休憩や入浴利用で一定時間の滞在があるプラン
を割引対象です。

このため、宿泊施設が販売する自施設を利用した日帰りプランを対象とします。「地域限定
クーポン」は宿泊施設が発行してください。
宿泊同様、平日5,000円、休日2,000円以上のプランが対象となります。

12、補足資料 日帰り予約の流れ
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■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。



名

都 道

府 県

年齢

(12才未満

のみ記入)

泊数

才 円 泊

才 円 泊

才 円 泊

才 円 泊

才 円 泊

□

□

□

□

□

□

□

※宿泊施設記入欄

本人確認・居住地確認できる身分証明書いて確認しました。(マイナンバーカード・運転免許証等。マニュアル参照)

ワクチンパッケージに必要な書類を確認しました。(後日の提出は認められません。)

居住都道府県
宿泊・日帰り

の別
1人分合計代金 確認書類氏名

下記内容をご確認の上、チェック☑の記入をお願いいたします。

(本申込書に記載いただいた個人情報は適切に管理し、本事業以外の目的には使用いたしません。)

上記の内容に相違ありません。

山形県及び事務局に対し、利用申込書の情報を提供して差し支えありません。

(同行者)

宿泊・日帰り

宿泊・日帰り

【山形版】全国旅行支援　利用申込書 宿泊・日帰り

利用日 合計人数令和　　　年　　　月　　　日（　　）より　　泊

代表者

住所

〒

電話番号

ワクチン接種済

検査陰性証明書

ワクチン接種済

検査陰性証明書

(代表者)

ワクチン接種済

検査陰性証明書

宿泊・日帰り
ワクチン接種済

検査陰性証明書

宿泊・日帰り
ワクチン接種済

検査陰性証明書

(同行者)

(同行者)

(同行者)

宿泊・日帰り

代表者及び同行者の全員が日本国内に居住しています。

山形県にお住まいの方

台帳番号 管理番号

もしくは、有効期間内のPCR検査および抗原定量検査などの検査結果が陰性。

他都道府県にお住まいの方

新型コロナウイルスワクチンを3回接種済み(経過期間不要)。

もしくは、有効期間内のPCR検査および抗原定量検査などの検査結果が陰性。

新型コロナウィルス感染拡大防止に努め、国及び山形県からの要請に従います。

受付担当者

宿泊施設名

新型コロナウイルスワクチンを2回接種済み(2回目接種から14日以上経過)。

利用申込書の記入方法

【利用申込書 上部】

宿泊施設側で確認書類を用いて、必要事項を確認します。 →マニュアルP.20参照

宿泊・日帰り該当の方に〇をつけてください。
利用日・合計人数・宿泊代金・泊数・割引額・枚数・ワクチン欄を記入します。
※日帰り利用の場合は【泊数】を【０】と記入してください。
※1グループに異なる旅行商品種別がある場合は利用申込書を分けて記入し、割引

額算出も分けて行ってください。
学生・生徒・児童団体は住所記入欄に学校名を記入してください。

12才未満利用者の場合
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の為
〇は必要ありません。

利用申込書【宿泊施設用】 を用意し、お客様(グループ)ごとに記入いただきます。
利用申込書はホームページよりダウンロードいただけます。

お客様にご記入いただきます。
・代表者名/住所/電話番号
・同行者名/居住都道府県
・チェック欄

宿泊・日帰り どちらかに〇をつけてください

割引計算上の対象人数に含める場
合は、旅行代金のかからない子供も
同行者記入が必要です
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利用申込書の記入方法

７、宿泊予約の流れ
【利用申込書 下部】

宿泊施設側で、

・宿泊施設確認チェック欄(２ヶ所)
・宿泊施設名・受付担当者名

を記入します。

※台帳番号、管理番号欄は宿泊施設管理用としてご利用ください。
必ず記入が必要な項目ではありません。

宿泊施設側での記載箇所のコピー利用不可。
※宿泊施設名のコピーは可能です。
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□

□

□

□

□

□

□

代表者及び同行者の全員が日本国内に居住しています。

山形県にお住まいの方

台帳番号 管理番号

もしくは、有効期間内のPCR検査および抗原定量検査などの検査結果が陰性。

他都道府県にお住まいの方

新型コロナウイルスワクチンを3回接種済み(経過期間不要)。

もしくは、有効期間内のPCR検査および抗原定量検査などの検査結果が陰性。

新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、国及び山形県からの要請に従います。

受付担当者

宿泊施設名

新型コロナウイルスワクチンを2回接種済み(2回目接種から14日以上経過)。

※宿泊施設記入欄

本人確認・居住地確認できる身分証明書にて確認しました。(マイナンバーカード・運転免許証等。マニュアル参照)

ワクチン接種歴または陰性証明に必要な書類を確認しました。(後日の提出は認められません。)

下記内容をご確認の上、チェック☑の記入をお願いいたします。

(本申込書に記載いただいた個人情報は適切に管理し、本事業以外の目的には使用いたしません。)

上記の内容に相違ありません。

山形県及び事務局に対し、利用申込書の情報を提供して差し支えありません。
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名

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

□

□

□

台帳番号 管理番号

【平日最低金額】5,000円 × 泊数 ＿＿＿＿ 泊 × 人数 ＿＿＿＿ 人 ＝ ② ＿＿＿＿＿＿ 円

割引金額計算(金額の低い方が対象)

① ＿＿＿＿＿＿ 円 × 40％ ＝ ⑤ ＿＿＿＿＿＿ 円(99円以下切り捨て)

【1泊の割引上限金額】5,000円 × 泊数 ＿＿＿＿ 泊 × 人数 ＿＿＿＿ 人 ＝ ⑥ ＿＿＿＿＿＿ 円

⑤旅行代金の40％と⑥割引上限金額を比べて金額の低い方を割引金額とします。

クーポン配布枚数計算

割引適用金額(⑤･⑥を比べて金額の低い方) ＿＿＿＿＿＿ 円

地域限定クーポン配布枚数(⑨) ＿＿＿＿＿＿ 枚

【平日】３枚 × 泊数 ＿＿＿＿ 泊 × 人数 ＿＿＿＿ 人 ＝ ⑦ ＿＿＿＿＿ 枚(平日分配布枚数)

【休日】１枚 × 泊数 ＿＿＿＿ 泊 × 人数 ＿＿＿＿ 人 ＝ ⑧ ＿＿＿＿＿ 枚(休日分配布枚数)

宿泊施設名

受付担当者

※こちらの計算用紙は利用者より記入いただいた利用申込書とホチキス等で併せて提出ください。

参考

宿泊利用の場合、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、「休日」と扱

い、それ以外を「平日」とします。日帰り利用の場合は、土日祝日が「休日」扱いです。

詳細につきましては取扱マニュアルの該当ページをご確認ください。

１グループの旅行代金合計金額　① ＿＿＿＿＿＿ 円

【休日最低金額】2,000円 × 泊数 ＿＿＿＿ 泊 × 人数 ＿＿＿＿ 人 ＝ ③ ＿＿＿＿＿＿ 円

② ＿＿＿＿＿＿ 円 + ③ ＿＿＿＿＿＿ 円 ＝ ④ ＿＿＿＿＿＿ 円(最低旅行代金額)

①1グループの旅行代金合計額を④最低旅行代金額と比べて上回っていれば割引適用可。

割引適用計算

⑦ ＿＿＿＿＿ 枚 + ⑧ ＿＿＿＿＿ 枚 ＝ ⑨ ＿＿＿＿＿ 枚(クーポン配布合計枚数)

①1グループの旅行代金合計額が④最低旅行代金以上である。

確認の上、レ点、または項目を記入してください。

代表者名

【山形版】全国旅行支援 利用申込書(計算用) 宿泊・日帰り

利用日 令和　　　年　　　月　　　日（　　）より　　泊 合計人数

利用申込書（計算用）を用いて割引額、地域限定クーポン配布枚数を算出し、旅行者に記入の利
用申込書とホチキス等で併せて提出してください。

全て宿泊施設で記入します

利用日、代表者名、
合計人数を記載し
ます。

平日、休日の取扱い
についての詳細は、
マニュアルP.7、P.11～
P.14を参照

計算表を用いて、割
引適用確認後、適用
になる場合は割引額、
クーポン配布枚数を
計算します。

割引適用確認につい
てP.8～P.9

割引額計算について
P.15～P.16

クーポン配布枚数につ
いてP.11～P.14

レ点チェックを入れ、
割引適用金額、地域
限定クーポン配布枚
数を記入します。

宿泊施設名、担当者
名を記入します。

台帳番号、管理番号
は宿泊施設管理用と
してお使いください。
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