
「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン~」説明会

やまがた秋旅キャンペーン参加

宿泊施設

クーポン加盟店

参加旅行会社 対象

１０月３日（月）１３：００開始

・開始までお待ちくださいませ。

・質問のあるかたは、QA機能にてご質問をお願いします。



第１回説明会次第

１．はじめに （山形県）

２．今後のスケジュールについて （事務局）

３．全国旅行支援について （事務局）
（１）概要

（２ｰ１）「秋旅との相違点」ポイント

①共通 ②クーポン事業者 ③旅行会社

（２ｰ２）

④宿泊事業者向け、マニュアルのポイントご説明

４．STAYNAVI（ステイナビ）について （株式会社ピアトウー）

５．質問へのご解答

６．終了（１５：００）



質問事項の送付方法・・・・・チャットではく“Q&A”からお送りください

①ここをクリック

②質問事項を入力

③内容確認後送信

×



１．はじめに

（山形県）



２．今後のスケジュールについて

（事務局）



スケジュールについて

10月２日（日）頃 ・全国旅行支援資料発送

（スタートキット・クーポン/宿泊事業者）

10月３日（月） ・説明会開催

10月７日（金）頃 ・全国旅行支援追加資料発送（POPなど）

10月10日（月） ・県民割「やまがた秋旅キャンペーン終了」

10月11日（火） ・「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～

開始」



全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～サイト



３．全国旅行支援について

（事務局）



10 月 11 日(火)より「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～」 を実施し
ます！

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県内観光産業の更なる回復を目的と
して、 「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～」を、10 月 11 日（火）
か ら 12 月 20 日（火）まで実施することとしました.

なお、本キャンペーンは、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、又は検査結果が陰性であることを条件に実施するものです。

本キャンペーンを御利用の際は、感染防止対策を徹底し、「新しい旅のエチ
ケット」を お守りいただきながらお出かけくださいますようお願いいたします。

①全国旅行支援（概要）



１ 実施期間 について

令和４年 10 月 11 日（火）から 令和４年 12 月 20 日（火）宿泊（利用）分まで

※ 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。

※ 予約受付は 10 月 11 日（火）開始とします。

予約については、10 月 11 日以降、各宿泊施設又は旅行代理店に直接お申し込

み。

ただし、次ページ以降の利用条件等に該当し、かつ宿泊・旅行の前に本キャン

ペーンの利用について予約先の宿泊施設又は旅行代理店と旅行者が確認可能な場

合は、既存予約も対象とします。



２．利用条件 について

・ 日本国内にお住まいの方

・ 新型コロナウイルスのワクチンを３回接種済み（経過期間不要）※の方又は検査

結果が陰性の方

※ ただし、山形県内にお住まいの方の山形県内旅行については、県民割と同様

にワクチンを２回接種済み（14 日以上経過）の場合も対象とします。

（参考）

山形県以外の利用条件については、該当県のホームページ等を参照いただき

御確認をお願いいたします。



３ 割引内容等について

（１）割引内容 ・ 県内宿泊施設での宿泊又は県内日帰り旅行において、

旅行代金の 40％を割引きます（割引上限額あり）。

・ 県内のクーポン加盟店（観光立寄施設や山形県新型コロナ対策認証飲食店

等） で利用可能な地域限定クーポンを発行します（平日・休日の区分に

よって枚数 が異なります）。

・ 詳しくは次のとおりです。



（２）交通付き宿泊商品の取扱い 上記（１）において、割引上限額が

一人１泊最大 8,000 円となる交通付き宿泊商品とは、旅行者の移動の

ための交通サービスを宿泊商品に含むものをいい、具体的には概ね次の

とおりです。



（３）平日・休日の取扱い 本キャンペーンにおける平日・休日の取扱いは次の

とおりです。



（４）地域限定クーポンの詳細について

・ 地域限定クーポンの有効期限は次のとおりです。

・ 本キャンペーンの加盟店以外や山形県外では使用できません。

・ お釣りは出ません。



４ その他

現在実施中の県民割事業「やまがた秋旅キャンペーン」については、

令和４年 10 月 10 日（月）宿泊（利用）分をもって終了いたします。

※クーポン利用は10月11日まで

※10月11日のみ、2種類のクーポンが流通します。（ご注意お願いします）

※余ったクーポンは、追って回収のご連絡を
させていただきます。



ご注意

最近、お客様へのお渡しクーポンについて

「押印忘れ」「日付などの書き間違え」「訂正したクーポンのお渡し」

「記載もれ」などがあり、 クーポン裏面

クーポンを実際にご利用いただく場面での

トラブルが増えております。

大変ご面倒をおかけしますが、お間違えない

ようにお願いいたします。

また、クーポン券の「間際のご請求」も

増えております。発送までお時間がかかり

ますので、余裕をもってのご連絡をお願い

いたします。



やまがた秋旅キャンペーンとの相違について（共通）





基本的には、大きな変更はございませんが、

「換金請求書の用紙が変わります」

（水色→ピンク）

（参考）

やまがた秋旅キャンペーンとの相違について
（クーポン事業者）



１．割引枠の配付・清算について

・現状（県民割）：山形県に登録した事業者に、山形県より配分

を受け、山形県に清算する。

・全国旅行支援 ：統一事務局経由のみ対象となります。

※詳しくは、統一窓口HP等よりご確認をお願いします。

やまがた秋旅キャンペーンとの相違について
（旅行会社）



地域限定クーポンのお渡しについて（旅行会社）

注意 宿泊の場合と、日帰りの場合で異なります。

【宿泊の場合】

・宿泊施設からのお渡しに

なります。

・宿泊施設が確実は地域限定

クーポンを配付できるように

事前に宿泊施設宛に

【クーポン配付依頼書】の

送付をお願いします。



【日帰りの場合】

・旅行会社からの事前お渡しになります。

・地域限定クーポンは、旅行会社から事

務局へ申請後（遅くて７日前まで申請

※土日祝を含まない）、事務局から旅

行会社宛てに実施枚数を発送。
（注意）

・余ったクーポンは、月単位で事務局へ返納いただきます。

・事務局では統一窓口との清算実績と照合を行い報告や返納

と相違があった場合は、旅行後においても、差額をご請求

させていただく場合がございます。

重要



２－（２）宿泊事業者について

※ここから、主に宿泊事業者旨のご説明が約30分程度続きます。

ご質問のない、クーポン事業者様や、旅行会社様は、説明会を退出されても構いません。

※ご質問については、宿泊事業者向けの説明終了後、ご解答します。（15時終了）

（時間の都合等でお答えできない回答は、後日「全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～

HP上にて掲載いたします）



（はじめに）

やまがた秋旅キャンペーンの【割引枠終了】について

既に各施設さんにお渡ししている「やまがた秋旅キャンペーン」の割引枠につ
いてですが、となっております。秋旅キャンペーン終了の 10月10日（月）
までとなります。

10月11日（火）から開始される「全国旅行支援」では、利用できませんので
ご注意お願いいたします。



①直販分割引原資管理について

■STAYNAVIの利用について

全国旅行支援開始にあたり山形県では、全国旅行支援が開始された場合の宿泊
施設様直販分の割引原資の管理等について、株式会社ピアトゥーが提供するシステ
ム「STAYNAVI」の活用を可能とし、選択性にしております。

■活用の有無の変更について

・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、本事務局に御相談ください。

・活用の有無の変更に関する相談は随時受付けますが、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。

やまがた秋旅キャンペーンとの相違について



（参考）STAYNAVIのメリット

※8月9日ご案内済み

・割引原資の管理等を「STAYNAVI」で行うことにより、宿泊施設様の割引原資管
理・精算等の事務負担の軽減が見込まれます。

（注意）割引原資の配分方法について【重要】

・「STAYNAVI」を活用される宿泊施設様の割引原資は、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）の様な個々の宿泊施設様ごとの配分は行いません。

・「STAYNAVI」の活用を希望されない宿泊施設様の割引原資の配分・管理・精算
等の方法は、県民割（やまがた秋旅キャンペーン）と同様になります。



②日帰りについて

宿泊事業者が直接申し込みを受けた日帰り旅行（所謂：デイユース）

につきましては、全国旅行支援でも対象とします。

（※下限額を下回らないことを条件）

（参考）旅行会社経由の場合は、「統一窓口が定める【交通とセット】

を満たした商品」がキャンペーン対象となります。

「デイユースのみの商品」はキャンペーン対象外となります

ので、ご注意ください。



③地域限定クーポンの配付と、地域限定クーポン管理について

（１）地域限定クーポンの配付について

〇宿泊者

①宿泊施設が直接予約を受けたもの・・・宿泊施設がお渡し（現状どおり）

②旅行会社経由で予約を受けたもの・・・宿泊施設がお渡し（現状どおり）

〇日帰り

①宿泊施設が直接予約をうけたもの・・・宿泊施設がお渡し（現状どおり）

※「デイユース利用」など

②旅行会社経由で予約をうけたもの・・・旅行会社でお渡し

（参考）旅行会社は必ず交通付き商品となり、旅行会社がデイユース単独

商品でのキャンペーン利用はできません。

（２）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。（毎月末１回）

NEW

NEW



（参考）チエックイン時のながれ



④計算方法

県民割とは、割引の定義や、計算方法が大きく変わります。



計算方法について

※具体例は次のページ



②計算式 ※マニュアルより抜粋



手順②

手順①





（ご注意）

※料金を収受しない、幼児なども人数に含めます。



（ご注意②）



４．STAYNAVI（ステイナビ）について

（株式会社ピアトウー）



５．ご質問への回答



■お問合せ先①

全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～

コールセンター

電話 ：０５７０－０８８－１９０

ﾌｧｯｸｽ ：０２３－６３４－９９００

営業時間： 9:30~17:30

(コールセンターは土日祝も営業）



■お問合せ先②

全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～
ＳＴＡＹＮＡＶＩサポートセンター

電話 ：０５０－３１７４－１８７８

営業時間：10：00～17：00 （平日のみ）



■お問合せ先③
全国旅行支援統一窓口へは専用HPから確認をお願いします。




