
NO 質問 質問回答

1 旅行会社の日帰り旅行の催行は、やまがた秋旅のやり方と同じですか。

異なります。やまがた旅割キャンペーンにおいては、地域限定クーポンに

関することは県事務局、それ以外のことは一義的には統一窓口に手続きを

行っていただくことになります。（詳しくは、全国旅行支援統一窓口の発

行する「全国を対象とした観光需要喚起策　取扱マニュアル〈旅行事業者

用〉」、及び本事務局の発行する「全国旅行支援～やまがた旅割キャン

ペーン～旅行代理店　取り扱いマニュアル」）をご確認下さい。

2 地域限定クーポン券の追加申請は、いつからできますか。 受付は随時行っておりますが、発送は10月11日以降となります。

3

説明会の案内通知の中に、「※クーポンの付与方法」として、「日帰り旅行：旅行会社

から」とあったが、県民割のように施設がチェックイン時に付与することは出来ない、

旅行会社を通さない施設利用は対象外になる、ということでしょうか？

日帰り旅行の場合、「地域限定クーポン」のお客様への配布は、商品販売

事業者が行うこととしております。

したがいまして、宿泊施設様直接販売分（当該施設様のデイユースのみと

なります）は宿泊施設様からお客様に地域限定クーポンを配布いただきま

す。旅行代理店様販売分（統一窓口の定める条件に適合する範囲の中で、

宿泊施設利用のほか様々な旅行商品が想定されます）は旅行代理店様から

お客様に地域限定クーポンを配布いただきます。

詳細につきましては、宿泊事業者用マニュアルP.12又は旅行代理店用マニュ

アルP.11をご確認ください。

4 お土産や飲み物などを含めたプランを作成する場合のルールはありますか？
宿泊施設様直接販売の場合は、宿泊事業者用マニュアルP.30でご確認下さ

い。

5 割引額は40％ということだが、1円単位までの割引と考えて良いか？

山形県は、100円単位での算出（割引金額計算後、99円未満切り捨て）を基

本とします。なお、各参加事業者様の会計システムの仕様等により100円単

位での計算が困難等の事情がある場合は1円単位での計算も可とします。

また、計算方法の詳細は各都道府県により異なりますので、旅行代理店様

はご注意ください。



6 休日は何曜日ですか？休前日ではないのでしょうか？

キャンペーン開始時点での実施期間中（令和4年10月11日から令和4年12月

20日まで）で申し上げれば、宿泊は毎週土曜日、日帰りは土日祝です。詳

細な考え方や休日・平日の区分を行ったカレンダーをマニュアルに記載し

ておりますので御確認ください。

7
クーポンの社判を押す代わりに、社名の印刷でも可能でしょうか？

（プリンターで印刷する）

社名は印刷可です。ただし「印」部分への押印は必要です。宿泊事業者用

マニュアルP.38又は旅行代理店用マニュアルP.10をご確認ください。

8 地域クーポンの利用者名は、ペン以外でも記入したものも大丈夫ですか

宿泊事業者用マニュアルP.38をご確認ください。不正防止の観点により、消

すことができる鉛筆やフリクションペンの使用は不可としています。

教育旅行等の（小学生の）お客様でボールペンをお持ちでない場合等、や

むを得ない場合に限り鉛筆記載も可としますが、基本的には、署名はポー

ルペン等を使用するようお客様にお願いしてください。

9
宿泊・日帰り共に、食事・入浴・休憩で必ずプランに入れなければならないのは、どれ

ですか？

宿泊事業者用マニュアルP.30、P.31をご確認ください。マニュアルを確認い

ただいた上でなおご不明点がございましたら、旅割コールセンターにお問

い合わせください。

10 もう一度正式のホームページ名を教えて下さい。 全国旅行支援～やまがた旅割キャンペーン～です。

11
クーポン配布依頼書について、詳しく教えてください

依頼方法、依頼タイミングなど、お願いいたします

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P.12をご確認くださ

い。マニュアルを確認いただいた上でなおご不明点がございましたら、旅

割コールセンターにお問い合わせください。

12 交通付き旅行について交通手段はレンタカーも含みますか?
旅行商品に含めることは出来ますが、レンタカーは上限8,000円の交通付き

商品とはなりません。

13
手配旅行で飛行機＋宿泊、JR券＋宿泊 を複合手配する場合（旅行商品ではない）は旅行

商品としての対象なのか宿泊のみの対象となるのか、いかがでしょうか？

割引上限額が１人泊あたり8,000円に引き上がるためには、宿泊と交通が

セット商品となっている必要があります。また鉄道やバス等の場合には距

離要件もございます。

詳細は、マニュアルP.26の交通付き商品の基準をご確認下さい。

14 日帰りの定義を詳しくお教えください。

宿泊事業者直接販売分については、宿泊事業者用マニュアルP.31をご確認く

ださい。旅行会社販売分については、往復交通＋現地アクティビティとな

り、詳細は全国旅行支援統一窓口の定めによります。



15
交通付き旅行について(日帰り)JRその他の公共交通機関と昼食・見学・有料道路の代金

を含む合計金額から割引は可能ですか?

主催旅行、受注型企画旅行は可能です。手配旅行は、有料道路を除いた金

額で計算願います。

17

宿泊を伴う企画募集の催行内容も７日前まで送る必要がございますか?また会費(予算)は

合計額の提示で宜しいですか、又はそれぞれの細かい明細が必要ですか(交通費・宿泊

代・昼食代など)

旅行代理店様で販売される旅行商品の登録方法や旅行商品の割引に係る細

かい手続きについては、全国旅行支援統一窓口マニュアルでご確認下さ

い。

18
秋旅では食事付デイユースが対象となっておりましたが、旅割では食事なしのデイユー

スも対象となりますか。

宿泊施設様の直接販売のみ対象とします。（統一窓口の定める日帰り商品

の要件に当てはまらないことから、旅行代理店様は割引対象として取り扱

うことができません。）

19

旅行事業者が配布する場合の地域共通クーポンについて。7日前まで申請とあるが、つ

まり、7日を切った旅行（単独、ツアーともに）は申し込みを受けられないということ

か？特にツアーの場合、出発直前まで申し込みを受け付けられるのが可能だが、出来な

いということか？

遅くとも7日前（土日祝）までにご提出ください。

20
説明会の資料をいただきたいです。

どこでダウンロード出来ますでしょうか？

やまがた旅割キャンペーン公式サイトの事業者用ページに掲載しておりま

す。

（https://yamagata-ryokououen.com/document/）

21 OTAの枠はOTAが用意するという認識でよろしいでしょうか？ 宿泊事業者用マニュアルP.44をご確認ください。

22 マニュアルはいつ届くのでしょうか 10月7日頃発送予定です。

23

料金を収受しない幼児を人数に含めるとありますが、総利用人数で旅行代金を割った金

額が適用可能下限料金を下回った場合対象外となりますでしょうか。また、クーポンの

お渡しは幼児の方分もお渡しになりますか。

宿泊事業者用マニュアルP.11をご確認ください。旅行人数にカウントし、

キャンペーン適用となる場合は、幼児の方もお渡しになります。

24

地域共通クーポンだが、宿泊付きの場合、宿泊施設で配布とあるが、顧客からの要望で

は旅行当日の朝から利用したいというのが多い。旅行事業者で配布することにすれば、

こういった要望にも応えられるのではないか。宿泊施設配布型ではチェックイン後しか

使えず、実質的に翌日しか使えない。改善して欲しい。

宿泊商品の場合は全て宿泊施設での配布となります。

25
旅行会社から手配した宿泊施設の日帰りプラン(食事と温泉)は割引の対象外という認識

で間違いないですか？
間違いございません。



26
旅行会社の者です。旅行会社から手配した宿泊施設の日帰りプラン(食事と温泉)は割引

の対象外という認識で間違いないですか？
間違いありません。宿直のみ対象となります。

27 今回の全国割りを申請するにはステイナビの登録が必須ということでしょうか 必須ではありません。各事業者の判断となります。

28
・都道府県へ個別に事業参画登録が必要か否か

・個別に参画登録が必要な場合、その進捗状況はどうなっているのか
旅行代理店は全国統一窓口への参画登録のみです。

29 ステイナビを使った交通割引の件について教えてほしいです。 STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

31 支払い方法は縛りはありますか?
個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、

クレジットカード・現金と同様の支払い手段として利用可能です。

32 宿泊代金は、消費税、入湯税込みの料金ですか？
プランの中に含まれていれば対象です。宿泊事業者用マニュアルP.30をご確

認ください。

33 事務フローを説明してください 宿泊事業者用マニュアルP.40～をご確認ください。

34 STAYNAVIでの予約受付は、いつから可能ですか。 10月11日からとなります。

35

ステイナビを使わない場合、1.5％+消費税10％ｇふぁ掛からずに、既存のキャンペーン

（山形秋旅）同様のスキームでできるのでしょうか？

宿側にとってのステイナビのメリットをもう少し聞きたいです。

STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

36 ステイナビを使わない、場合の事務フロー　様式類を示してください 宿泊事業者用マニュアルをご確認ください。

37
１つのグループの中でやまがた旅割引キャンペーンを利用しない人がいる場合の総額は

除いてもいいでしょうか？
宿泊事業者用マニュアルP.17をご確認ください。

38 OTAを通して販売する場合　割引はこちらで計算しますか？ OTAの割引原資を使用し、予約を受け付けた場合はOTAで算出します。

39 団体宿泊時の人数に制限はありますか？ ありません。

40 OTAではOTA上で割引が成立して予約通知が宿に届くのか？ OTAに直接ご確認ください。

41 STAYNAVIを活用した場合、割引額の計算は自動でされますか？ 自動で計算されます。

42
マニュアルはぜひ早急にweb上にアップしてほしいです。社内周知の猶予が少ないで

す・・・

短時間で御対応いただくことになりお詫び申し上げます。

令和4年10月4日に、やまがた旅割キャンペーン公式サイトに掲載するとと

もに、メールで各事業者様あてサイトオープンの旨、ご案内させていただ

きました。なお、印刷したマニュアルを別途郵送しております。

（https://yamagata-ryokououen.com/document/）



43

OTAで売り出しているプランの予約については、OTAが割引や請求をし、こちらでは

クーポンのお渡しのみでよい、ということでしょうか？それとも、そちらは対象外とい

うことでしょうか

OTAが割引原資を拠出する場合は、地域限定クーポンのお渡しのみになり

ます。宿泊施設様とOTA様の個別の契約等に基づき宿泊施設様の割引原資

を拠出する場合は、宿泊施設様から県事務局に報告・換金請求等の手続き

をいただくこととなります。

44 ステイナビを使用した場合、利用申込書の計算書の提出は必要でしょうか？ 不要です。

45 2名合計宿泊金額9999円であれば全国旅行支援対象外という認識で良いでしょうか？ 平日の宿泊の場合は対象外となります。

46
旅割を使えないシーンはありますか？

（ビジネス、冠婚葬祭、修学旅行、大会など）

冠婚葬祭を主な目的としたご利用は対象外です。

なお、旅行代理店様販売の場合、統一窓口において、一部の全国規模ス

ポーツ大会の選手・監督等を多雨相とした集中手配の場合は対象外（応援

等は対象）としておりますので、統一窓口マニュアルを御確認ください。

47
ワクチン接種証明は、宿泊者全員行うのか？グループごと行うのか？

旅行会社やOTA経由の予約はワクチン接種の証明確認は誰が行うのか？

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。宿泊事業者マニュアルP.19、P.44をご確認ください。

48 ビジネスのお客様は対象でしょうか？ 対象です。

49

平日日帰り5000円でご利用いただいた場合

5000円×40％引き＝3000円

平日のためクーポン3000円分付き

→実質0円となりますが、この運用方法で間違いありませんか？

お尋ねの例の場合は、間違いありません。

なお、個別ケースの計算方法で疑義がある場合はやまがた旅割コールセン

ターにご相談ください。

50
良く聞かれる質問です。同行する未就学児でワクチンを接種していない者の取り扱いに

ついては、秋旅と同じでよろしかったでしょうか。

お尋ねの件について、県民割（やまがた秋旅キャンペーン）からの変更は

ありません。詳しくは宿泊事業者マニュアルP.6をご確認ください。

51 祝日の前日（11/2・11/22）は平日扱いという事でお間違いないでしょうか？ 間違いありません。

52
日帰り利用後、そのまま宿泊する場合、日帰り宿泊双方で旅割キャンペーン利用は可能

でしょうか。

宿泊と日帰りが別々の旅行商品であり、かつそれぞれが「やまがた旅割

キャンペーン」の適用条件を満たしていれば可能です。

53
割引額の算出について総額方式か単価方式かの対応は施設毎で統一か、それとも予約毎

で異なる対応をしなければならないのか？

原則は総額方式となります。ただし事業者様の販売の事情等に応じて1人泊

ごとの旅行代金で割引額を算出する方法も可能です。

54
割引金額の計算で、１００円単位、９９円以下切捨ての計算を具体に示してください。

＠１９，９９９円の宿泊は、１９，０００円で計算するのか？

計算後の割引額が100円単位となります。

お尋ねの場合は、19,999円に40％を乗じた後の金額に対し、99円以下切捨

てを行うということです。



55

大人2名無料幼児1名で総額30,000円（大人15000円×2名幼児・0円×1名）の場合、割

引額は12,000円で3名分のクーポン（平日3,000×3名）という理解で宜しいでしょう

か？

お尋ねの例の場合は、間違いありません。

56 ビジネスの複数人のグループの場合、旅行総額は１グループでの計算でしょうか？

グループまとめての商品にするか、お1人様ごとの商品にするかによります

ので、お客様の希望や宿泊施設様のお考えによりいずれも可能です。グ

ループまとめての場合、利用申込書は1枚に人数分記入します。

57
ステイナビについて、お客様の割引クーポン発行を宿が全て代行発行したいと考えてま

すが、お客様がステイナビから割引クーポンを発行できなくする方法ありますか？
STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

58 ステイナビを使用しない場合の報告書のスキームをお教えください。 STAYNAVIを使用した場合、毎週の状況報告書の提出は不要です。

59
地域限定クーポン券への署名は、本人のみ（子供除く）か？代表者がまとめて記入する

ことはできるか？記名ではなく、自署ということでよろしいか？

子ども等、やむを得ない事情で自署ができないお客様を除いてご本人にお

書きいただきます。詳しくは宿泊事業者用マニュアルP.38をご確認くださ

い。

60
施設がステイナビにて代理登録を行うための施設側のお客様アカウントを1つ登録して

おかないといけないという認識で良いでしょうか？
STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

61
連泊の取り扱いについてお伺いします。同一の人が一旦チェックアウトし1日でも空け

ばまた利用可能でしょうか？
別の旅行（商品）ということであれば、可能です。

62 OTAでワクチン確認はするのか。 宿泊のチェックイン時に行います。

63
宿泊施設で会議施設のみの利用で宿泊を伴わない場合、この事業のデイユース（日帰

り）という扱いになるのか？

会議室のみの利用は対象外となります。

デイユースの対象は、飲食＋入浴、飲食＋個室利用等です。

64
ステイナビを利用した場合、利用申込書は必要でしょうか？二度手間になるように思わ

れます。
不要です。

65 地域限定クーポンは今まで同様宿泊ホテルの飲食料金に使っても良いのでしょうか？

旅行商品に含まれない、お客様が追加で利用された飲食等でご利用いただ

くことは可能です。

なお、「地域限定クーポン」については、宿泊されたお客様を観光立寄施

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

でありますので、この制度趣旨を踏まえた上で、クーポンの御利用をお客

様へ御案内くださるようお願いいたします。



66 最低旅行代金はいくらですか
平日5,000円以上、休日2,000円以上です。宿泊事業者マニュアルP.7をご確

認ください。

67

旅行会社です。

忘年会のとこので説明で、宿泊分のクーポンは宿で配布、日帰り（夜帰り）分のクーポ

ンは7日前までに請求して旅行会社で配布… という理解でよかったでしょうか？

旅行代理店様がお客様に地域限定クーポンを配布するのは、旅行代理店様

が販売する日帰り商品の場合のみになります。

68
現在の県民割は宿泊施設の日帰りプラン（交通なし）を旅行会社で販売可能でしたが全

国旅行支援は宿泊施設直接予約のみ割引可能ということでしょうか。

その通りです。(統一窓口の定める日帰り商品の要件に当てはまらないこと

から、旅行代理店様は割引対象として取り扱うことができません。)

69
町や市で行っている割引等があると思いますが、併用は可能でしょうか。併用可能の場

合、どちらが先に割引などございましたら教えていただきたいです。
宿泊事業者マニュアルP.54をご確認ください。

70 総額とは夕食時に飲み物金額を入れた金額のことでよろしいでしょうか？

販売する旅行商品に飲料代が含まれている場合は飲料代を含み割引額を計

算します。飲料代が旅行商品に含まれておらず追加注文となる場合は、飲

料代を含まない金額で割引額を計算します。詳しくは宿泊事業者マニュア

ルP.30をご確認ください。

71
宿泊施設です。申込書を記入している時間で、チェックイン時に渋滞を生むのですが、

事前に記入しても可能ですか？

可能です。ワクチン接種歴または陰性証明、身分証明書の確認はチェック

イン時に行います。

72
ステイナビで予約の場合、いつ、ワクチン接種の確認するのでしょうか？持ってきてな

い場合は対象外になるのですか？

チェックイン時に行います。確認がとれない場合は、対象外となります。

73 配布する地域限定クーポンに関しての配布管理はこれまで通りでしょうか？
地域限定クーポンの配布枚数管理についてはマニュアルに記載の通りで

す。

74 12月20日前に山形県の予算がなくなり終了する可能性はあるのか
県の予算には限りがあるため、割引原資予算が枯渇すれば、その後は新規

予約を受けることはできなくなります。

75
交通機関を使う場合、宿泊施設はどのように対応すれば良いですか？

旅行会社様経由での予約となりますか？
旅行代理店またはSTAYNAVI経由の予約となります。

76

ステイナビさんへ、電話予約のお客さまが利用する場合、お客様の情報を施設側でステ

イナビのシステムへ入力することとなるが、この場合のお客様の個人情報の取り扱いの

責任は、ステイナビにあるのか、旅館か教えて下さい。

STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。



77
じゃらんや楽天など旅行サイトの割引はどうなりますか。今現在予約が入っている場合

などのやり方を提示していただきたいです。

既存予約の取扱いについては、宿泊事業者マニュアルP.31をご確認くださ

い。

78
宿配分の枠がなくなった場合、次の日からステイナビの運用に切り替えることは可能で

しょうか？

個別の宿泊施設様の割引原資が枯渇したことを理由に、STAYNAVI活用に移

行することは認められません。

その他の適正な理由（「STAYNAVI」を活用してみたが想定より作業が煩雑

だった、うまく使いこなすことが想定より難しかった等）による場合は、

柔軟に対応いたします。

79

説明済みでしたら申し訳ございませんが、ワクチンの接種証明書をチェックイン時に確

認した際に確認したことを記録する必要はありますか？GOTO同様目視確認のみでしょ

うか？

目視で確認し、宿直の場合は利用申込書の宿泊施設記入欄にチェックを入

れてください。

80
STAYNAVIを利用しない場合にお客様が記入する申込書は秋旅キャンペーンと同様で

しょうか？代表者の氏名、住所を頂く内容になりますか？
利用申込書を記入いただきます。

81 日付は日付印で問題ないでしょうか。 問題ございません。

82
宿泊施設で旅行会社から本事業を適用して予約の依頼があった場合、全ての旅行会社か

ら予約を受けてしまっても良いのか？
各事業者様の判断となります。

83
グループホテルです。地域限定クーポンの取り扱いにつきまして、社判を店舗単位で所

有していないため、店舗印でも問題ないでしょうか。
問題ございません。

84
ＯＴＡ予約の際の、地域限定クーポン券の発行は、どのようなルールによるのか。ｇｏ

ｔｏの時はシステム対応が必要だったが、旅割はどうなのか？

宿泊施設様からお客様に紙クーポンをお渡しいただきます。紙クーポンに

ついては事務局から郵送しますので所定の様式により必要枚数を申告願い

ます。

85
地域限定クーポンの配布について

宿泊が平日～休日にまたがる場合の配布枚数、有効期間はどうなりますか？
宿泊事業者用マニュアルP13～をご確認ください。

86 ステイナビ使用をやめたいときはどこに連絡すれば良いですか やまがた旅割キャンペーン事務局までご連絡ください。

87
プランに入っていないお土産代や飲み物代は総額に含めますか？プラン金額のみ割引対

象ですか？
プラン金額の対象となります。



88

ワクチン接種確認はステイナビの使用のあるなしに関わらず、現地フロントでの確認で

しょうか？

ステイナビの場合は接種証明をお客様自身でのアップロードが可能との噂を聞きました

ので質問です。

STAYNAVI使用の場合も、ワクチン接種歴または陰性証明の確認はチェック

イン時に行います。

89
公式ホームページから事前カード決済で予約して旅割を利用したい場合は、予約は取り

直しが必要ですか？現地で払い戻しになりますか？

既存予約の取扱いについては、宿泊事業者マニュアルP.31をご確認くださ

い。

90
連泊について、秋旅から引き続きの宿泊でも11日から7泊までは今回の割引対象になり

ますか？
令和4年10月11日を初日と起算して7連泊まで割引対象となります。

91 他都道府県や自治体、企業等の補助金、助成金、優待券との併用は可能なのか？ 宿泊事業者マニュアルP.54をご確認ください。

92
手配旅行で宿泊のみの場合、消費税、入湯税込、取扱い料金を含めた金額を含めた割引

対応は出来ますか。可能ですか。

全国旅行支援統一窓口の「全国を対象とした観光需要喚起策　取扱いマ

ニュアル〈旅行事業者用〉」をご確認ください。

93
既存予約に割引が後付けと可能と報道されておりますが、具体的にはどのような手続き

が必要なのでしょうか？

既存予約の取扱いについては、宿泊事業者用マニュアルP.31をご確認くださ

い。

94 食事のみの利用は対象でしょうか。食事の料金は税込5,900円～となります。 食事のみは対象外です。

95
割引額が総額方式となったことから、自社ホームページなどで一人当たりの割引後の金

額を示して、予約を受け付けることは不可ということでよいか。
宿泊事業者用マニュアルP.7をご確認ください。

96 お客様にやまがた秋旅のような申込書を書いていただくことになりますか。 宿泊施設様の直接販売の場合は、利用申込書の記入が必要です。

97
やまがた旅割キャンペーン期間中にディナーショー等の開催があるのですが、そういっ

た企画のチケット代は日帰り商品の対象と考えて問題ないでしょうか？

全国旅行支援統一窓口の「全国を対象とした観光需要喚起策　取扱いマ

ニュアル〈旅行事業者用〉」をご確認ください。

98
連泊7泊で利用外になりますが、一日通常で泊まってもう一度7泊泊まるのは違反ではな

いと思いますが可能でしょうか。
別の旅行（商品）ということであれば、可能です。

99
やまがた秋旅キャンペンーンの運用は従来通りで、申込が全国旅行支援窓口ということ

でよろしいでしょうか。

やまがた秋旅キャンペーンについては、やまがた秋旅キャンペーン事務局

で対応いたします。

100 団体の方の予約があった場合、最大何名まで使用出来るのでしょうか？ 人数制限はございません。

101 ０歳でも地域クーポン配布対象で合ってますか？
本キャンペーン割引を適用する旅行人数にカウントする場合は配布対象と

なります。



102
OTA/代理店経由　地域限定クーポン配布管理表の用紙は手書きですか？エクセルファイ

ルで入力可能ですか。
可能です。Excel版はやまがた旅割公式サイトに公開しております。

103
今一度確認ですが、割引クーポン券についてお客様自身でstaynaviから発行するのです

か？
STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

104

県外のお客様より既に問い合わせがあり、自身で宿泊施設を手配し2泊宿泊され、2日目

をハイヤー等を利用して観光をされたいとの事。その場合は、お客様の自己申告でしか

やまがた旅割を利用したかどうかがわからず、割引が重複してしまうのではないかと懸

念される。そのあたりはどのように判断するとよろしいでしょうか。

お客様が直接宿泊施設を予約し、宿泊の割引適用を受ける場合は、宿泊施

設での割引となります。この場合、ハイヤー等を利用した分は旅行代に含

めることはできません。（お客様が自ら手配したサービス等を、旅行代理

店様が後から本キャンペーン適用とすることはできません）

105
旅行会社として秋旅の日帰り旅行を扱っていますが、全国支援で取り扱う場合、統一窓

口へ、あらためて、登録申請が必要ですか。

一部他県においては、全国旅行支援で日帰り旅行を扱うためには統一窓口

とは別に各県事務局にも登録が必要な取り扱いとなっておりますが、やま

がた旅割キャンペーンにおいては、そのような手続きは必要ありません。

ただし、地域限定クーポンについては個別に旅割事務局へ手続きが必要で

すのでマニュアルに従ってお手続きをお願いします。なお、事業者として

の登録申請や換金請求等については詳細は全国旅行支援統一窓口へご確認

ください。

106
OTAからの予約で当日チェックイン時に利用を申し出た場合、すでにカード決済やポイ

ント利用等されていたら残りの金額のみ対象と考えていいでしょうか？
宿泊事業者用マニュアルP.54をご確認ください。

107
ステイナビの１.５パーセントプラス消費税という手数料ですが、宿泊施設で受領する税

金（消費税入湯税）にも消費税を掛けるのは問題ではないのですか。
STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

108 公式HP経由の予約時にSTAYNAVI利用する場合は現地払い対応のみでしょうか？ STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

109

宿泊施設です。STAYNAVIについて。

電話予約を受けた場合、個人情報を入力する必要があると思いますが、どんな情報が必

要なのか教示ください

STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

110

全国旅行支援　利用申込書（計算用）が今回有りますが、これは必ずお客様から代表者

署名が必要ですか？また、Excelデータとしていただけますか？その場合、金額の記入に

ついては関数を使用し手書きでなくてもよいですか？（印刷にて）また、下記のレ点

チェックはお客様側ですか？宿泊施設側ですか？

計算用の代表者署名欄は事業者様で記入してください。Excelの計算シート

はやまがた旅割公式サイトに公開しております。記入方法にいついては、

宿泊事業者用マニュアルP35～をご確認ください。



111
平日と休日の解釈が相互に一目でわかるように、事務局様でカレンダーを作成して頂け

ますでしょうか?
作成しております。宿泊事業者用マニュアルP.13～をご確認ください。

112

10/10宿泊分までが「秋旅」の対象ですが、連泊の場合、地域限定クーポンの利用日は

どのようになりますか？

→先程お答えいただきましたが、10/10から2泊で10/12チェックアウトで10/10宿泊分

に「秋旅」を適用した場合、通常地域限定クーポンの利用日はチェックアウト日24：00

までとなりますが、10/11までの利用になるという事でしょうか？それともルール通り

10/12の24：00までの利用でよろしいでしょうか。

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～

は別の事業となります。秋旅キャンペーンは10月10日宿泊分までのみとな

りますので、地域限定クーポンは秋旅キャンペーンの10月10日～10月11日

迄と旅割キャンペーンの10月11日～10月12日迄となります。

113
旅行代金合計ということで連泊でも上限が５０００円でクーポンは３０００円というこ

とでよろしいでしょうか
宿泊事業者用マニュアルP.8をご確認ください。

114
STAYNAVIを使用予定です。STAYNAVIを使用申請がこれからのため、承諾が10/11に間

に合わない場合、割引適用外になりますか？
STAYNAVIサポートセンターにお問い合わせください。

115 OTAからの予約の場合も利用申込書の提出は必要ですか。
宿泊施設の割引原資を利用する場合は必要です。宿泊事業者用マニュアル

P.44をご確認ください。

116
割引適用について、部屋の定員数以上で割引することはできますか？（幼児添い寝を含

んだ際）
割引を適用させる旅行商品に幼児、添い寝を含める場合は可能です。

117
お子様の利用料金も平日5000円以上　休日は2000円以上　と考えてよろしいでしょう

か？
宿泊事業者用マニュアルP.10をご確認ください。

118 公式の学校行事等のワクチンパッケージを活用しない利用はありますか？ 宿泊事業者用マニュアルP.20をご確認ください。

119
ステイナビを使用するかしないかを変更可能とのことでしたが、最初の変更期間はいつ

頃の予定でしょうか。

変更のご希望は随時お受けいたします。切替のタイミングは月に１回程度

を予定しております。

120
「旅行目的は問わない」（割引対象）ということでしたが、「公務出張」もかまわない

のですか？
公務出張は対象外です。

121
先月の段階では、ステイナビを利用希望と回答しましたが、やはりステイナビを使わな

い方向に変更も可能でしょうか。
可能です。キャンペーン開始前に旅割事務局までご連絡ください。

122 10月8.9.10と三連休ですが、8日土曜日と9日日曜日は休日扱いでしょうか？ やまがた旅割キャンペーンは10月11日から開始となります。



123
割引計算にて、幼児を算出に含むか・含めないかは施設側の判断でよいと認識でよろし

いですか？
その通りです。

124

身分証明書として認められるものの一覧はありますか？秋旅のマニュアルと変わらない

場合最後に「等」と書かれておりますがとう「等」とは何でしょうか？当館ではマニュ

アルに書かれているもののみ対応していたが何度か他の施設ではコレで利用できた使え

たとマニュアルに記載されていないもので割引適用を強要されトラブルになったことが

ある。

宿泊事業者用マニュアルP.18をご確認ください。

旅割キャンペーンでは、P.18に記載にあるものを身分証明書とします。

125 書類送付のご案内にありましたが、その他のエクセルデータは、どこに載ってますか？ やまがた旅割公式サイトに掲載しております。


