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１.事業概要

【対象】

①旅行会社

②宿泊施設

③地域限定クーポン(電子)取扱店
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「第2弾 いちご一会とちぎ旅」事業運⽤マニュアル（以下「本マニュアル」）は、国の

「地域観光事業支援（全国旅行支援）」に係る補助金交付要綱等に基づき作成するもので
第2弾 いちご一会とちぎ旅（以下「本事業」）の実施に必要な事項を定めるものです。

本事業の参加や実施にあたっては、本マニュアルを熟読いただき、不明な点等がござい
ましたら、いちご一会とちぎ旅事務局（以下「事務局」）までお問合せください。

<留意事項>
国の要綱の改正等があった場合には、本事業の制度や取り扱いも変更となる場合がござ

います。変更等が生じた場合は、参加事業者様へ直接ご案内及びホームーページにて公表
を行った上で、本マニュアルの改訂を行いますので、適宜ご確認くださいますようお願い
いたします。

はじめに

■はじめに

全国旅行支援とは、旅行代金の割引と地域限定クーポンを付与する全国を対象とした観
光需要喚起策です。

■全国旅行支援とは

本事業は、観光庁の「地域観光事業支援（全国旅行支援）」を活⽤して実施する全国を

対象とした観光需要喚起策で、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ旅行需
要の回復を図り、深刻な影響を受けている県内観光関連事業者を支援することを目的とし
て、以下のキャンペーンを実施します。

①旅行・宿泊代金の割引
（栃木県を目的地とする旅行・宿泊サービス（県民の県内旅行を含む））

②地域限定クーポンの付与
（県内の観光施設・観光体験、土産品店、飲食店等にて利⽤できる地域限定の商品券）

※2023年1月10日より紙クーポンは廃止となり、電子クーポンのみ対応

■「いちご一会とちぎ旅」とは

宿泊旅行割引
地域限定クーポン

（電子）＋
日帰り
旅行割引

地域限定クーポン
（電子）＋

宿泊旅行又は日帰り旅行の割引に加え、県内参加
施設で使える地域限定クーポン（電子）を付与

宿泊旅行又は日帰り旅行
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いちご一会とちぎ旅概要

名称 第2弾 いちご一会とちぎ旅

割引対象期間
2023年1月10日（火）宿泊から2023年6月30日（金）宿泊まで
※国の定めや感染状況により、期間変更の可能性あり。
※4月29日（土）～5月7日（日）の期間の旅行は割引対象外とする。

割引対象商品
販売期間

2022年12月21日（水）から2023年6月30日（金）まで
※ただし、2023年4月1日（土）以降の旅行について、2023年3月15日（水）以

前に販売されたものは、割引対象となりません。
※割引対象商品の販売開始時期は旅行会社によって異なります。

割引対象者 日本国内居住者

割引金額

・割引率 旅行・宿泊代金の２0％

・割引上限額

宿泊旅行（1人1泊あたり） 日帰り旅行
（1人あたり）交通付旅行商品 交通付旅行商品以外

5,000円 3,000円 3,000円

※対象となる宿泊又は旅行代金は本事業による割引前の額であり、
その他の割引やクーポンを適⽤した後の額で税込とする。

最低旅行代金
旅行代金の日別平均単価が下記を下回る場合は補助対象外

平日 3,000円（税込）1人1泊 休日 2,000円（税込）1人1泊

割引適⽤回数 1人あたりの利⽤回数制限なし（複数回の使⽤可能）

地域限定
クーポン

地域限定クーポン（電子）の配付
※日帰り旅行については、原則として旅行出発日の7営業日前までに旅行会社か

ら事務局へ申請されたものを対象とする。

平日：2,000円 休日：1,000円

連泊制限 1回の予約又は申込につき、7泊まで

その他割引
との併⽤

可 市町等が実施する割引制度との併⽤は妨げないが、旅行者の自己
負担が実質0円となる活⽤はできないものとする。

身分証明
宿泊旅行割引又は日帰り旅行割引の対象者全員を免許証・マイナンバー
カード・居住していることを⽰す書類等（1点又は2点）で確認する。

ワクチン接種歴
の証明

予約・販売時及び旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の
利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、宿泊旅行はチェックイン時の宿
泊事業者による確認、日帰り旅行は出発時の添乗員などによる確認するこ
とを廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないこ
とを理由に、全国旅行支援の対象外として予約・販売している旅行は、5
月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。

割引対象となる
商品の販売方法

①参加登録済の旅行代理店による販売
②参加登録済のオンライントラベルエージェント（以下、OTAという）に

よる販売
③STAYNAVIクーポン適⽤の栃木県内宿泊施設への直接予約による販売
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割引額について

■割引額について

割引額は、旅行代金の20%に相当する額か、上限額のいずれか低い方とします。

旅行代金の割引
１人1泊あたりの旅行代金を下記の通り割引いたします。
※こども料金や無料幼児も１人として計算可能。（参考P48）
① 旅行代金の20% （割引額には上限があります。）
② 条件に沿った地域限定クーポン（電子）の配付 ※条件は下記参照

旅行者支払額

総
額
の

＋ 平日 2,000円
休日 1,000円

割引額

総
額
の 20%

地域限定クーポン

割引額（上限）

（割引額と地域限定クーポン（電子）が1セット）

・旅行者の移動のための交通を含む宿泊商品 上限 5,000円（1人1泊あたり）

・交通を含まない宿泊商品 上限 3,000円（1人1泊あたり）

・日帰り旅行商品 上限 3,000円（1人あたり）

80%

旅行代金総額（税込）

第2弾 いちご一会とちぎ旅対象

旅行代金割引額の上限（1人１泊あたり）
旅行代金割引額の上限は次の通りとします。
交通付旅行商品：5,000円 ／ 交通付旅行商品以外：3,000円

旅行代金の対象日数
割引対象となる商品の購入回数の上限はありませんが、1旅行あたりの割引対象泊数は
1泊～7泊までの旅行が対象となります。
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割引額について

■旅行者の移動のための交通を含む宿泊商品について
運送サービスが、次に設定する判断基準を満たした場合、旅程中の対象となる宿泊日す
べての割引支援金上限が5,000円へ引き上げられます。基本的にはすべての運送サービ
スを対象としつつ、運送サービスごとの特性を踏まえて、判断基準を設定しています。

〇 複数の対象運送サービスを連続して利⽤した場合も、単独で以下の判断基準を満たしてくださ

い。片道利⽤や、出発日・到着日以外の利⽤でも、当該旅行期間内に基準を満たせば交通と判

断されます。各運送サービスの基準を満たしていれば、フリーパスの利⽤も可能です。

〇 次のものは交通付の判断基準を満たしません。

・特定の利⽤者のみに提供されるもの（スクールバスや従業員専⽤の送迎等）

・送迎のために無料で行われるもの（宿泊に付随して無料で提供される送迎サービス等）

■宿泊を伴う旅行商品（交通付）における交通の判断基準

運送サービス 判断基準 測定・確認方法

・有料列車 ※1
（JR、私鉄）

一乗車で片道50km
（営業キロ）以上の利用

各運送サービスの
フリーパス ※6 であっても

同等の基準とします。

鉄道駅間の距離(営業キロ)を測定
①「乗換案内検索ツール」

・乗合バス
（路線バス、定期観光バス、
高速バス等）

バス停留所間の距離(営業キロ)を測定
①「各バス会社ウェブサイト」
②「乗換案内検索ツール」

バス停留所が無い場合は乗車地⇒降車
地の直線距離を測定
①「国土地理院地図」
②「オンライン地図サービス」

・船舶 ※2
（離島航路にかかるものを

除く）

一乗船で片道50ｋｍ
（乗船地と下船地の直線距

離）以上の利用※7

発着港ないし寄港地の直線距離を測定
①「各船舶会社HP」
②「距離判定サービス」 ※5

・タクシー
・ハイヤー

一乗車で乗車地と経路上に
含まれる一地点との直線距離

が50ｋｍ以上の利用

発地⇒着地の直線距離を測定
又は
発地⇒経路上に含まれる「下車観光・
入場観光又は食事箇所」のいずれかの
地点との直線距離を「日程表」にて確
認

・貸切バス ※3 実車時間2時間以上の利用 運送引受書における実車時間にて確認

・航空機
・離島航路にかかる船舶

※4
なし

測定不要
ただし、遊覧飛行は対象外

※1：有料列車とは「全ての車両が追加の料金を必要とするもの」を指します。また特急券1枚で50ｋｍ以上である必

要があります。

※2：人の運送を行っていれば、旅客船のみならず貨物船も対象となります。

※3：道路運送法に規定される一般貸切旅客自動車運送事業の⽤に供されるバス。

※4：離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法・沖縄振興特別措置法で指定される

有人離島を指します。

※5：統一窓口にて行う審査で使⽤する測定方法にて事前に距離の確認ができます。補助ツールとして利⽤ください。

詳細はマイページにて確認ください。マイページURL：https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php

※6：利⽤可能範囲の一番遠い地点と地点の距離が50km以上であることで同等の基準とします。

※7：寄港地を含むクルーズ商品の詳細は、全国旅行支援統一窓口へご確認ください。
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■発行券種と支援額
・ 電子クーポンのみ

※2022年12月27日までのいちご一会とちぎ旅で使⽤していた紙クーポンは使⽤不可
・ 平日：2,000円／ 休日：1,000円
・ 平日と休日の定義については次のとおりです。

①宿泊旅行については、宿泊日とその翌日が共に休日（土曜・日曜・祝日）の場合には、そ
の宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

②日帰り旅行については、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。

■配付方法

・ 宿泊旅行 ：本事業への参加登録を受けた宿泊施設から配付
・ 日帰り旅行：本事業への参加登録を受けた旅行業者から配付

ただし、原則として旅行出発日の7営業日前までに旅行会社から事務局へ
申請されたものを対象とする。

■有効期間
・ 宿泊旅行 ：本事業の対象となる宿泊日からチェックアウト日の23時59分までの期間
・ 日帰り旅行：旅行実施日の23時59分まで

■利⽤可能施設
本事業への登録を受けた栃木県内の店舗
（土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関等）

■地域限定クーポン（電子）の取り扱いに関する留意事項
(1)地域限定クーポンは商品の販売又はサービスの提供などの取引において利⽤可能。
(2)地域限定クーポンと現金の交換、譲渡、売買、再利⽤は認めない。
(3)地域限定クーポンの定額以下の利⽤の場合であっても、お釣りは渡さない。
(4)地域限定クーポンによる支払で不⾜する分は現金等で収受する。
(5)地域限定クーポンを利⽤して購入した商品又はサービス（以下、「商品等」という。）の

返品の際の返金は不可。

地域限定クーポン（電子）について

■名称
・ 栃木県が発行する地域限定クーポン（電子）の名称は「いちご一会とちぎ旅クーポン」とする。

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

宿泊 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

日帰り 休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日
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■地域限定クーポンの利用対象とならない商品等

観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については、地域限定クーポン（電

子）の利用対象としない。

区分 事例

行政機関等
への支払い

〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
〇社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇⽤保険、労災保険等）
〇宝くじ（当せん金付証票法（昭和23 年法律第144号）に基づくもの）、スポーツ

振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10年法律第63号）に基づく
もの）

〇その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）
※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や、博物館、美術館の入館料等

行政機関が運営する現業の対価は対象

日常生活に
おける継続
的な支払い

〇電気・ガス・水道・電話料金等
〇ＮＨＫ放送受信料
〇不動産賃料
〇駐車場の月極・定期利⽤料 ※コインパーキング等の一時利⽤に係る料金は対象
〇保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

換金性の
高いものの

購入

〇金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切⼿、収入印紙、店舗が独自
に発行する商品券等）

〇プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
〇金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

その他

○栃木県内でサービスが完結しないもの
〇事業活動に伴って使⽤する原材料、機器類又は商品等
○授業料、入学検定料、入学金等 ※アクティビティのガイド料等は対象
〇宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
〇既存の債務の弁済
○各種サービスのキャンセル料
○電子商取引
〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
〇公序良俗に反するもの及び社会通念上不適当とされるもの
〇その他各取扱店舗が指定するもの
○小売定価以外による販売が禁止されている商品（たばこ）等

地域限定クーポン（電子）について
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地域限定クーポン（電子）について

■「いちご一会とちぎ旅」地域限定クーポン（電子）とは

region PAY（※）というアプリを活用し、本事業に参画する取扱店でのみ
利用可能なキャッシュレスポイント。
有効期限はチェックイン日からチェックアウト日の23時59分までとなりま
す。
※最終利用有効期限は7月1日（土）の23時59分までとなります。

（※）region PAY（リージョンペイ）とは
→各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを

付与・ 使⽤するために開発された決済⽤アプリのこと。

アプリ対応

【 クーポン利⽤者（利⽤者）】
付与されたクーポン（QR）をアプリで
読み取って決済を行う事が可能

【 クーポン加盟店（管理者）】
WEBブラウザから管理画面へアクセス
管理機能が利⽤可能

ブラウザ対応

・管理画面を運⽤いただくために以下のスペックのPC又はタブレット端末
等をご⽤意いただく必要がありますので、あらかじめご参照ください。

・クーポンを印刷するためのプリンターが必要です。
・region PAYを導入する費⽤等は不要です。

管理画面等対応
推奨ブラウザ

Windows10：Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox
（いずれも最新）
Mac OS Version12.3.1以上：Safari / Google Chrome / Firefox（い
ずれも最新）
iPhone OS Version15.4.1以上：Safari（最新）
Android OS Version12以上：Google Chrome（最新）
※Internet Explorerは推奨しておりません。

アプリ対象推奨OS
バージョン

iOS 13.0以上
Android OS 7.0以上
※上記のOS条件を満たしている場合でも一部対象外端末があります。
※フィーチャーフォンは動作対象外です。
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地域限定クーポン（電子）について

■「いちご一会とちぎ旅」地域限定クーポン（電子）利用イメージ

QR取得台紙

利用者向け電話番号 　    06-0000-0000     受付時間　 10時～19時（ 土日祝も 受付）

 　    h ttps://xxxxxxxx.jp/xxxx/

備考

●注意事項  
・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ reg ion PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・ チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ reg ion PAY aLPHaで購入した商品・ サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・ 折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなく なる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・ 紛失・ 滅失によるト ラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・クーポン加盟店舗におけるクーポン（ reg ion PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しく は、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・ 通信会社の都合により、「 reg ion PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。
●禁止事項 
・ 本クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他本キャンペーン事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを 読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を 確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を確認し 、チャ ージボタ ンを押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面より 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン (搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取っ て決済を行っ てく ださ い。
※ク ーポン加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ンペーンHPでご確認く ださ い。

「 reg ion  PAY」アプリ を ダウンロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion  PAY aLPHa 事務局 お問い合わせ番号

reg ion  PAYアプリ は下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

QR取得台紙で支払い（CPM）

QR取得台紙を店舗側のスマートフォンや
タブレット等で読み取って支払い

該当地域の
PAYを選んで

チャージを
選択

QR取得台紙
券面のQRを

読込み

アプリで支払い（MPM）

店舗に設置されたQRを
アプリで読み取って支払い

【MPM】 店舗側コード決済
→ 店舗側で掲示したQRをスマホで読み取り

【CPM】 利⽤者側コード決済
→ 店舗側のバーコードリーダーでQR取得台紙を

読み取り

スマホを
持たない方

QR取得台紙
で

宿泊事業者等 よりQR取得台紙を受取
※日帰り旅行の場合は旅行事業者からQR

取得台紙を受取。

スマホを
持っている方

アプリで
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■割引額について

平日と休日の取り扱いについて
平日と休日の定義は次の通りです。
① 宿泊旅行については、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」として取り扱い、それ以外を「平日」として扱います。
② 日帰り旅行については、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。

金曜 土曜 日曜 月曜 火曜
水曜

(祝日）
木曜 金曜 土曜

宿泊 平日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

日帰り 平日 休日 休日 平日 平日 休日 平日 平日 休日

■宿泊数の制限について

一度の旅行での宿泊日数は７泊までが対象です。

一度の予約又は申込で7泊を超える場合は、「総旅行代金を按分した後の1泊分×7泊
分」を対象とします。

1泊目 ２泊目 ３泊目 ４泊目 ５泊目 ６泊目 ７泊目 ８泊目 帰着日

合計
旅行代金

2万円 1万円 1万円 1万円 8千円 7千円 ５千円 2万円

《手順》
① 総旅行代金を泊数で割ります。

90,000円 ÷ 8泊 ＝ 按分した旅行代金11,250円/泊

② 按分額に7泊を乗じます
11,250×7泊 = 合計旅行代金78,750円

③ ➁に20%を乗じます
78,750円 × 20% ＝ 15,750円

7泊分の合計旅行代金の20% 15,750円 ＜ 上限額 3,000円 × 7泊 21,000円

【宿泊を伴う旅行商品／1人】 旅行代金：90,000円／8泊9日の宿泊旅行

宿泊数の制限と平日・休日の取り扱い
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宿泊数の制限と平日・休日の取り扱い

■2023年3月31日（金）出発分までの既存予約の取り扱いについて

令和4年12月21日（水）以降にお申し込みされた新規予約を割引支援の対象とすることが可
能です。

※令和4年12月20日（火）以前にお申し込みされた予約は割引支援の対象とすることができ
ません。

予約手段
1月10日以降の旅行について

12月21日以降に新規予約の場合

旅行会社
からの予約

割引適⽤となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い
※割引適⽤商品の販売開始日は旅行会社により異なります。

OTA

からの予約

割引適⽤となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い又は宿泊施設にて割引後代金を支払い
※割引適⽤商品の販売開始日はOTA(宿泊予約サイト)により異なります。

宿泊施設への
直接予約

宿泊施設で予約
⇒STAYNAVIに登録し、STAYNAVI割引クーポンを取得
※12/28以降に取得可能
⇒チェックイン時にSTAYNAVI割引クーポンを提⽰
⇒割引後代金を支払い

予約手段
1月10日以降の旅行について

12月20日以前に既に予約済の場合

旅行会社
からの予約

既存の予約は割引適用外となります。

OTA

からの予約
既存の予約は割引適用外となります。

宿泊施設への
直接予約

既存の予約は割引適⽤外となります。



14

宿泊数の制限と平日・休日の取り扱い

■2023年4月1日（土）出発以降分の既存予約の取り扱いについて

令和5年3月16日（木）以降にお申し込みされた新規予約を割引支援の対象とすることが可
能です。

※令和5年3月15日（水）以前にお申し込みされた予約は割引支援の対象とすることができ
ません。

予約手段
4月1日以降の旅行について

3月16日以降に新規予約の場合

旅行会社
からの予約

割引適⽤となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い
※割引適⽤商品の販売開始日は旅行会社により異なります。

OTA

からの予約

割引適⽤となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い又は宿泊施設にて割引後代金を支払い
※割引適⽤商品の販売開始日はOTA(宿泊予約サイト)により異なります。

宿泊施設への
直接予約

宿泊施設で予約
⇒STAYNAVIに登録し、STAYNAVI割引クーポンを取得
※3/24以降に取得可能
⇒チェックイン時にSTAYNAVI割引クーポンを提⽰
⇒割引後代金を支払い

予約手段
4月1日以降の旅行について

3月15日以前に既に予約済の場合

旅行会社
からの予約

既存の予約は割引適用外となります。

OTA

からの予約
既存の予約は割引適用外となります。

宿泊施設への
直接予約

既存の予約は割引適⽤外となります。
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1．旅行会社経由でのお申込み

STEP１︓旅行のご予約（宿泊旅行・日帰り旅行）

旅行会社にて宿泊旅行又は日帰り旅行のお申込み
●予約受付時に、お客様から利⽤申込書をいただく
●ワクチン接種歴の確認又は抗原定性検査又はPCR検査等

（抗原定量検査を含む）受検のお願い
ワクチン接種歴の確認は原則、旅行申込時に確認

STEP３︓ご旅行へご出発

※宿泊旅行の場合は宿泊施設チェックイン時に
地域限定クーポンのQR取得台紙を受け取る

●チェックイン時に【様式第10号】宿泊旅行割引利⽤同意書の控えと身分証明
書等を提⽰ （※改定前の【様式第10号】でも利⽤可）

●地域限定クーポン受け取り時に【様式第11号】地域限定クーポン誓約書を記入
●宿泊施設にて宿泊者全員が割引対象であることを確認
●STEP1にてワクチン接種歴を確認できなかった宿泊者について、ワクチン接種

歴証明又は抗原定性検査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証
明検査結果）の確認

※日帰り旅行の場合は旅行集合時に地域限定クーポンQR取得台紙を受け
取る

●旅行集合時に身分証明書等の提⽰により割引適⽤者全員が割引対象である
ことの確認を受ける

●地域限定クーポンQR取得台紙受け取り時に【様式第11号】地域限定クーポン誓
約書を記入

●STEP1にてワクチン接種歴を確認できなかった旅行者について、ワクチン接種
歴証明又は抗原定性検査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証
明（検査結果）の確認を受ける

STEP２︓ご旅行代金のご精算（割引料金適用）

STEP4︓地域限定クーポン利用

■宿泊旅行割引及び日帰り旅行割引と地域限定クーポン（電子）の
適用方法

割引適用者から見た流れ

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法

予約・販売時及び旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、旅行販売時の旅行会社による確認、宿泊旅行はチェックイン時の宿
泊事業者による確認、日帰り旅行は出発時の添乗員などによる確認することを廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないことを理由に、全国旅行支援の対象外
として予約・販売している旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。
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2．OTA経由でのお申込み

■宿泊旅行割引及び日帰り旅行割引と地域限定クーポン（電子）の
適用方法

割引適用者から見た流れ

STEP１︓宿泊のご予約

OTAから宿泊旅行割引クーポン取得又は割引されている
宿泊プランを選択
●クーポン利⽤に関する注意事項に同意し割引クーポンを取得

STEP２︓割引クーポンを利用して宿泊予約

STEP３︓ご旅行代金のご精算

OTAで事前決済又は当日宿泊施設での現地払い

STEP４︓ご旅行へご出発（宿泊施設チェックイン）

※チェックイン時に地域限定クーポンQR取得台紙を受け
取る

●チェックイン時に身分証明書等の提⽰により宿泊者全員が割引
対象であることの確認を受ける

●地域限定クーポンQR取得台紙受け取り時に【様式第11号】地域
限定クーポン誓約書を記入

●宿泊施設にて宿泊者全員のワクチン接種歴証明又は抗原定性検
査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検
査結果）の確認を受ける

STEP5︓地域限定クーポン利用

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法

予約・販売時及び旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、旅行販売時の旅行会社による確認、宿泊旅行はチェックイン時の宿
泊事業者による確認、日帰り旅行は出発時の添乗員などによる確認することを廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないことを理由に、全国旅行支援の対象外
として予約・販売している旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。
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3． STAYNAVIを活用した宿直予約でのお申込み

■宿泊旅行割引及び日帰り旅行割引と地域限定クーポン（電子）の
適用方法

割引適用者から見た流れ

STEP１︓宿泊のご予約

STAY NAVIクーポン対象宿泊施設の専⽤サイト又は
電話にて宿泊を予約
●原則事前決済プランは対象外。現地支払いプランのみ適用可能

STEP２︓STAYNAVIサイト内より割引クーポンを発行

当日宿泊施設で、STAYNAVIクーポンを提示してご旅行代金を
支払い

STEP３︓ご旅行へご出発（宿泊施設チェックイン）

※チェックイン時に地域限定クーポンQR取得台紙を受け取る
●チェックイン時に身分証明書等の提示により宿泊割引適用者全員が
割引対象であることの確認を受ける

●地域限定クーポンQR取得台紙受け取り時に【様式第11号】地
域限定クーポン誓約書を記入

STEP4︓地域限定クーポン利⽤

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法

旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、チェックイン時の宿泊事業者による確認を廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないことを理由に、全国旅行支援の対象外
として予約・販売している旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。
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宿泊旅行割引適用条件

■宿泊旅行割引の適用条件

(1)宿泊割引の対象となる宿泊施設の商品
下記の条件を以て、事業参加登録している宿泊施設の商品を対象とする。
・いちご一会とちぎ旅事務局から承認を得ている宿泊施設
・旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除く）

を営む施設、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第３条第１項の届出に係る住宅で
提供される宿泊サービスを含む商品であること。ただし、以下のものは対象外。
ア 宿泊施設の利⽤開始時と利⽤終了時が同日（デイユース）であるもの
イ 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５項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品

(2) 宿泊旅行の対象となる宿泊を伴う旅行商品
参加登録している旅行会社が販売する受注型・募集型企画旅行、⼿配旅行を対象とする。

【参考】
〇旅館業法

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
〇住宅宿泊事業法

第三条 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）であって、その⻑
が第六⼗⼋条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、
当該保健所設置市等の⻑。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。）に住宅宿泊事業を営む旨の
届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条
５ この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信
型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

■本事業の割引対象

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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■割引支援の対象外となる商品

実態が伴わない旅行や、水増しされた旅行代金等に対する支援金申請など、支援金を不当に多く引
き出すことにつながる行為を伴う申請は、商品の内容を問わずすべて支援の対象外です（場合によ
り、申請の実態を確認することがございます。）。次の考え方を参考に適正な販売と申請をお願い
します。
なお、申請の内容が適正でないと判断された場合、当該申請は差戻し又は否認となる場合がありま
す。この場合、支払い済の支援金についても返還を求めることがございます。

宿泊旅行割引適用条件

■宿泊旅行割引の適用条件

■実態が伴わない旅行に対する申請

支援金は、現に実施された旅行に対して支払われます。販売した旅行には実際に旅行者が全日程に
参加することが必須の条件です。次のような事例は実態が伴わない申請と判断されます。

① 「ノーショー」や「旅行の取消し」で実際の参加がなかった場合

旅行代金全額を収受していたとしても、当該旅行へ実際の参加がない場合は割引支援の対象外です。

取消された旅行に対しては、支援金の申請はできません。

この場合は、通常通り各旅行会社の約款等に沿って取り扱ってください。

② 途中離団により、旅行者が旅行日程の一部に参加しなかった場合

旅行者は、支援金の申請をする旅行日程すべてに参加する必要があります。

旅行者が任意の日程で途中離団した場合は、「旅行全体」が割引支援の対象外です。

旅行契約（旅行日程）の短縮が行われ、参加できなかった日程に対して適正な精算が行われた

場合において、精算後の旅行が依然割引支援の対象となる場合は申請が可能ですので、変更後の

旅行代金に対して販売額を再計算の上、申請してください。

③ 旅行内容や宿泊日、宿泊者が確定しない「旅行の権利」のみが販売された場合

旅行の権利のみが提供される「旅行クーポン券」、「ふるさと納税返礼品」、「クラウドファン

ディングリターン」等は割引支援の対象外です。

旅行実態（旅行者、旅行日）が確定されていないためです。

④ 旅行者が日程の一部を権利放棄することを前提とした旅行商品が販売された場合

旅行者が宿泊施設を予約したものの実際には宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定められた

行程の全部又は一部を意図的に参加しないような行為のほう助や教唆等はできません。

例えば、「実際の宿泊施設にはチェックインせず、他の場所に宿泊することを目的とした旅行」や

「往復の運送サービスを割引くことを目的として、運送サービスに廉価な宿泊施設を組み合わせて宿

泊を放棄することを前提とした旅行」等は割引支援の対象外です。

⑤ 架空予約など、旅行や施設の予約が捏造された場合

実態のない旅行や施設を申請することはできません。参加人数を水増しして報告し、架空の参加者へ

の割引支援を受けるような行為はできません。

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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■宿泊代金・旅行代金に含められないもの

（1）換金性の⾼いもの
・ 金券類

（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する
商品券等）

・ 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

・ 収入印紙や切⼿

（2）上記（1）のほか、県及び事務局が対象商品として適切でないと認めるもの
この基準・考え方については、以下のとおり
・ 感染拡大防止の観点から問題があると考えられる商品
・ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超える商品
・ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利⽤しない商品
・ 小売定価以外による販売が禁止されている商品（たばこ）等
・ 予約受付開始日以前にご予約された商品

【対象外の例】
・ 通常の宿泊料金（１万円程度）を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも

利⽤できるホテルクレジット（３万円程度）付き宿泊プラン
・ 通常の宿泊料金（５千円程度）を著しく超える商品（３万円程度）付きの宿泊プラン
・ ヨガライセンス講習、英会話講習付き宿泊プラン、運転免許取得に向けた合宿プラン

宿泊旅行割引適用条件

■宿泊旅行割引の適用条件

■その他の留意すべき商品

（1） 配宿行為を伴う特定の大会への参加を目的とする場合
次の特定の大会では、配宿センターにより旅行者へ宿泊施設が割り当てられます。
そのため、旅行者が任意の宿泊施設を選択することができません。旅行者への公平な旅行商
品の提供ができないため、次に定める特定の大会の参加資格を有する選⼿、監督、コーチ、
スタッフ等による、特定大会への出場およびその補佐を目的とした旅行は「旅行全体」が本
事業の対象外となりますので注意ください。この取り扱いを求める特定の大会は次の9つの
みです。

（2）公費出張の場合
公費出張（公立学校の教員の出張、行政職員の出張等の公費による出張）は割引支援の対象
外です。

〇 国民体育大会
〇 全国障害者スポーツ大会
〇 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
〇 全国中学校体育大会（全中）
〇 全国健康福祉祭（ねんりんピック）
〇 全国植樹祭
〇 全国育樹祭
〇 全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）
〇 全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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1．旅行会社経由でのお申込み

STEP１︓宿泊予約を受ける
宿泊を伴う旅行商品の予約を受ける（いちご一会とちぎ旅に登録
されている旅行会社）
※登録されている栃木県内宿泊施設が対象
１）宿泊のみの商品 ２）宿泊を伴う旅行商品
【様式第10号】宿泊旅行割引利⽤同意書を記入していただく。

※改定前の【様式第10号】でも利⽤可

STEP３︓宿泊旅行割引適用

宿泊バウチャー（クーポン）等に割引適⽤者であることを記載し、
割引適⽤人数等を宿泊事業者に通知してください。

STEP２︓旅行会社にて申込者の身分確認の実施

STEP4︓お客様が宿泊施設へチェックイン

■宿泊旅行割引の予約・適用方法
事業者から見た流れ

身分証明書等で申込者の本人確認を実施
※旅行当日、宿泊施設において、身分証明書等で割引適⽤者全員

の本人確認を行う事をお伝えください。
申込者がワクチン予防接種済証等で3回以上接種した日以降の
旅行であることを確認

※旅行者のワクチン接種歴を確認する場合は原則、旅行申込時に
確認してください。

※ワクチンの接種が完了していない場合は旅行当日、抗原定性検
査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検
査結果）の確認が必要になる旨お伝えください。

チェックイン時に身分証明書等で割引適⽤者全員の身分証確認を
行い、STEP2でワクチン接種歴が確認できなかった旅行者につい
ては、ワクチン予防接種済証等又は抗原定性検査又はPCR検査等
（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検査結果）の確認をし、
地域限定クーポンQR取得台紙をお渡しください。
併せて【様式第11号】地域限定クーポン誓約書を記入していた
だく。

宿泊旅行割引は、次の３つの予約方法いずれかでお申込みいただいた際に適
用できます。なお、割引適用者には「地域限定クーポン」をお渡しします。
（１）旅行会社経由でお申込み
（２）OTA経由でのお申込み
（３）STAYNAVIを活用する宿への直接予約でのお申込み

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法

予約・販売時及び旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、旅行販売時の旅行会社による確認、宿泊旅行はチェックイン時の宿
泊事業者による確認、日帰り旅行は出発時の添乗員などによる確認することを廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないことを理由に、全国旅行支援の対象外
として予約・販売している旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。
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2．OTA経由でのお申込み

STEP１︓宿泊予約を受ける

事務局で参加登録されているOTAにて宿泊旅行割引クーポンを取
得した宿泊予約又は宿泊旅行割引適⽤後の宿泊プランの予約を受
ける。

STEP３︓お客様が宿泊施設へチェックイン

STEP２︓宿泊代の決済

■宿泊旅行割引の予約・適用方法
事業者から見た流れ

お客様で決済方法を選択

１）事前決済（クレジットカード等）
２）宿泊施設にて現地精算

チェックイン時に身分証明書等で割引適⽤者全員の身分証確認を行い、
ワクチン予防接種済証等又は抗原定性検査又はPCR検査等（抗原定量検
査を含む）による陰性証明（検査結果）の確認をし、地域限定クーポン
QR取得台紙をお渡しください。
併せて【様式第11号】地域限定クーポン誓約書を記入していただく。

3．宿への直接予約でのお申込み
（STAYNAVIクーポン対象施設限定）

STEP１︓STAYNAVIクーポン対象宿泊施設の専用ホームページ
又は電話にて宿泊予約を受ける

STAYNAVIクーポン対象宿泊施設の専⽤ホームページ又は電話にて宿泊
予約を受ける。
※原則、事前決済プランは対象外。現地支払いプランのみ適⽤可能
※STAY NAVIクーポン対象に指定されている栃木県内宿泊施設が対象

STEP2︓お客様が宿泊施設へチェックイン
①チェックイン時にSTAYNAVIクーポンを確認し、お客様より

割引額を除くご宿泊代金を精算

②チェックイン時に身分証明書等で割引適⽤者全員の身分証確認
を行い、ワクチン予防接種済証等又は抗原定性検査又は
PCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検査結
果）の確認をし、地域限定クーポンQR取得台紙をお渡しくだ
さい。併せて【様式第11号】地域限定クーポン誓約書を記入
していただく。

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法

予約・販売時及び旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、旅行販売時の旅行会社による確認、宿泊旅行はチェックイン時の宿
泊事業者による確認、日帰り旅行は出発時の添乗員などによる確認することを廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないことを理由に、全国旅行支援の
対象外として予約・販売している旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。
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日帰り旅行割引適用条件

(1)対象となる商品
日帰り旅行は、次のA群とB群をそれぞれ１つ以上組み合わせた旅行商品。
A群の運送サービスは、往復の利⽤が必要で、利⽤時間や乗車距離の条件はありませんが、
社会通念上「旅行目的地への移動と考えられる距離」の移動が必要をお願いします。
また、ワクチン接種歴や検査結果の確認を適切に実施できることが補助対象商品を販売
する前提となるため、添乗員がいない商品の場合は、当該確認を実施する係員等を配置
してください。

■本事業の割引対象

〇A群︓旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の運送サービス
（複数の運送サービスの組み合わせも可能）

航空 鉄道 タクシー バス

現地レンタカー リフト券食事・飲み物 日帰り温泉券ゴルフ

〇B群︓旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等（運送・宿泊以外の旅行
サービス）

船舶

（一例）

（一例）

・社会通念上、出発地から旅行目的地への移動とは考えられない、近距離での移動に使⽤される運

送サービス

・社会通念上、運送サービスによる移動のみを主たる目的とする（運送サービスの値引きを目的と

する）ために含めたと考えられる現地アクティビティ等

※「無料の入場施設」、「廉価なもの」、「権利放棄を前提としたもの」等があたります。

（２）日帰り旅行商品を構成する要件を満たさないもの

■ 日帰り旅行割引の適用条件

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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(1) 換金性の⾼いもの
・ 金券類

（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行
する商品券等）

・ 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

・ 収入印紙や切⼿

(2)上記(1)のほか、県及び事務局が対象商品として適切でないと認めるもの
この基準・考え方については、以下のとおり
・ 感染拡大防止の観点から問題があると考えられる商品
・ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の料金の水準を超える商品
・ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利⽤しない商品

■旅行代金に含められないもの

支援金の支援対象となる商品を販売する事業者は、事務局から本事業に参加する事業者
（以下「参加事業者」という。）として指定を受けた場合に限り、支援が可能。

■旅行商品販売事業者

第１種旅行業、第２種旅行業、第３種旅行業、地域限定旅行業等の登録等をしている者

■旅行業者等

日帰り旅行割引適用条件

■ 日帰り旅行割引の適用条件

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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■日帰り旅行割引の予約・適用方法
事業者から見た流れ

日帰り旅行割引は、次の予約方法でお申込いただいた際に適用できます。
なお、割引適用者に「地域限定クーポン」をお渡しします。

（１）旅行会社経由でお申込み

旅⾏会社にて販売する日帰り旅⾏商品

STEP１︓旅行商品の予約を受ける

日帰り旅行の予約を受ける。
（いちご一会とちぎ旅に登録されている旅行会社）

STEP３︓日帰り旅行割引適用

旅行会社にてお客様から割引適⽤金額でお支払いを受ける。

STEP２︓旅行会社にて申込者の身分確認の実施

STEP4 ︓日帰り旅行出発地へご集合

身分証明書等で申込者の本人確認を実施
※旅行当日、集合場所において、身分証明書等で割引適⽤者全員

の本人確認を行う事をお伝えください。

集合時に身分証明書等にて割引適⽤者全員が割引対象であることを確
認し、地域限定クーポンQR取得台紙をお渡しする。
併せて【様式第11号】地域限定クーポン誓約書を記入していただく。

STEP5︓日帰り旅行へ出発

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法

予約・販売時及び旅行当日のワクチンの接種歴・陰性の検査結果を事業の利用条件として確認することを廃止
5月8日以降に実施される旅行において、旅行販売時の旅行会社による確認、日帰り旅行は出発時の添乗員な
どによる確認することを廃止とする。
※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・検査）を満たしていないことを理由に、全国旅行支援の対象外
として予約・販売している旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。
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■日帰り旅行割引の商品に関する注意点

日帰り旅行商品への地域限定クーポン適用は事前申請が必要となります。

※申請期限︓出発日の７営業日前まで

地域限定クーポン発⾏依頼のフロー

STEP１︓宿泊割引証明書の確認

STEP２︓旅行会社にて地域限定クーポンQR取得台紙を印刷

出発日の７営業日前までにいちご一会とちぎ旅事務局に申請が必要

旅行当日に本人確認を適切に実施できることが補助対象商品を販売する前提と
なります。
添乗員がいない商品の場合は、当該確認を実施する係員等を配置してください。

STEP３︓旅行実施日に参加者へ配付

STEP４︓実施報告書の提出

・旅行終了後に実績報告書に地域限定クーポンQR取得台紙の配付枚数を記入し、
いちご一会とちぎ旅事務局へご返送ください。

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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いちご一会とちぎ旅割引適用者は、対象商品の申込みにより、
以下の内容に同意するものとします。

いちご一会とちぎ旅における割引の適⽤対象者は、申込時又は宿泊施設チェックイン時又
は日帰り旅行集合時に、本人確認が確認できる書類及びワクチン接種歴等が確認できる書
類を提⽰し証明すること。

■割引適用のための本人確認及びワクチン接種歴等の確認

本人確認をするために必要な書類（例）

●１点で本人確認書類として認められるもの︓
１枚で氏名及び住所、写真が確認できる書類
例：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 等

●ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二
つ又は①を一つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる
書類として提示可能

①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金⼿帳、年金証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等

※中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、本人の健康保険証と
法定代理人の本人確認書類（運転免許証、旅券等）で代用可

●本事業の対象商品の販売者及び事務局が、自身に代わって支援金相当額を受け取ること
を承諾します。

●本事業の対象商品の販売者が取得した利⽤者の個人情報は、支援金の申請を行うため、
栃木県及び事務局に提供します。

■その他

本事業は栃木県の指⽰により、中止及び停止等の措置を講ずることがあります。
この場合、支援の対象外となることに同意していただくこととなります。
（事業の中止、停止の例）
（１）旅行先又は出発地の都道府県がまん延防止等適⽤措置区域となった場合は停止
（２）（１）以外の感染状況やその他の理由により本事業を実施することが適当でないと

栃木県が判断した場合

■本事業の中止及び停止等について

■いちご一会とちぎ旅割引適用者が遵守すべき事項

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法



28

宿泊旅行及び日帰り旅行の支援金の支援対象となる商品の販売者

●いちご一会とちぎ旅に参加登録をした旅行業者
（第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の登録等をしていること）

●いちご一会とちぎ旅に参加登録をしたOTA

●いちご一会とちぎ旅に参加登録をしたSTAYNAVIクーポンを利用する宿泊施設

■対象者

＜対象事業者の遵守事項＞

(１)旅行業界や宿泊業界等の観光関連団体が定めた感染拡大予防ガイドラインの徹底を図
るなど安心・安全に旅行していただける取組を実施していること。

(２)事業実施期間中の新型コロナウイルス感染症の感染状況や、感染症の専門家のご意見、
政府の全体方針等を踏まえつつ、実施時期、実施方法、実施範囲等について事務局が決
定した事項。

(３) 本事業に参加する宿泊施設は、お客様に正確に地域限定クーポンを付与し、適切に管
理すること。

(４)事業効果検証のため事務局が求める延べ宿泊数等についてすみやかに報告を行うこと。

(５)誓約書の内容を遵守すること。

■支援金の対象となる商品の販売者

宿泊及び日帰り旅行割引と地域限定クーポンの適用方法
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ワクチン接種済証明、検査陰性証明について

■紙の証明書でのワクチン接種済確認方法

紙の証明書でのワクチン接種済確認方法

ワクチン接種済確認を下記の手順でおこなってください。

【 ワクチン接種済証等（紙）の確認方法 】
① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）
② ワクチン３回以上接種済の証明

※ワクチン接種済証等は、原本、コピー、スマートフォンの写真等の提⽰でも可。

【確認ポイント 】
①接種回数の確認
・接種回数が3回以上であることを確認。

予防接種済証及び接種記録書の場合、3回以上のシールが貼られていることを確認。
ワクチン接種券により接種歴を確認できる場合は、利⽤可能とします。

②本人氏名の確認
・運転免許証等により、本人のものか確認。

<予防接種済証の場合>

<接種記録書又は予防接種証明書の場合>

5月8日以降に実施される旅行に
おいてワクチンの接種歴・陰性の
検査結果を事業の利用条件として
確認することを廃止

5月8日以降に実施される旅行において、
旅行販売時の旅行会社による確認、宿
泊旅行はチェックイン時の宿泊事業者
による確認、日帰り旅行は出発時の添
乗員などによる確認することを廃止と
する。

※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・
検査）を満たしていないことを理由に、全国
旅行支援の対象外として予約・販売している
旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金
の対象とはなりません。
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ワクチン接種済証明、検査陰性証明について

■紙の証明書でのワクチン接種済確認方法

アプリによるワクチン接種済確認方法

ワクチン接種済確認を下記の手順でおこなってください。

【 ワクチン接種済証等（民間アプリ）の確認方法 】
民間が開発し無料でサービスを提供しているアプリは既に複数あります。
アプリの活⽤については、アプリに格納されている接種済証は接種済証（紙）の
写真や画像と同じものであるため、アプリの提⽰だけでなく、身分証との照合を
行う方法により確認を行います。

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）
② ワクチン３回以上接種済の証明

※スマートフォンの写真等の提⽰でも可

【確認ポイント 】

①接種回数の確認
・接種回数が3回以上であることを確認

②本人氏名の確認
・運転免許証等により、本人のものか確認。

5月8日以降に実施される旅行に
おいてワクチンの接種歴・陰性の
検査結果を事業の利用条件として
確認することを廃止

5月8日以降に実施される旅行において、
旅行販売時の旅行会社による確認、宿
泊旅行はチェックイン時の宿泊事業者
による確認、日帰り旅行は出発時の添
乗員などによる確認することを廃止と
する。

※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・
検査）を満たしていないことを理由に、全国
旅行支援の対象外として予約・販売している
旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金
の対象とはなりません。
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ワクチン接種済証明、検査陰性証明について

■検査等による陰性の確認方法

検査等による陰性の確認方法

検査等による陰性の確認は下記の手順でおこなってください。

【抗原定性検査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による
陰性証明（検査結果）陰性の確認 】

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）
② 抗原定性検査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）の陰性結果通知

（メール又は画像又はコピーでも可））

※検査機関が発行した結果通知であることが必要です。
※市販の簡易検査キット（セルフチェック）は、使⽤できません。

≪検査の有効期限≫

■抗原定性検査
⇒旅行者が旅行日の前日又は旅行当日の検体採取による検査結果が陰性であることを

確認してください。確認方法は「検査結果通知書」で確認してください。

■ＰＣＲ検査（抗原定量検査を含む）結果の確認
⇒旅行者が旅行実施日当日の３日前以降の検体採取による検査結果が陰性であることを

確認してください。確認方法は「検査結果通知書」で確認してください。

③ PCR検査結果に掲載が必要な項目
Ａ．受検者氏名 ／ Ｂ．検査結果 ／ Ｃ．検査方法 ／
Ｄ．検査所名 ／ Ｅ．検体採取日

■注意点
※同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の利⽤者は検査不要です（同居しない監護

者は含まれません）。
ただし、同行の同居家族全員が割引対象者となっていることが条件です。

※同居する親等の監護者が同伴しない12歳未満の利⽤者は、ワクチン2回以上接種済み
の接種歴（接種歴証）又は抗原定性検査又はPCR検査等による陰性証明（検査結果）
の提⽰が必要となります。

※栃木県内の無料検査所の利⽤は令和５年３月31日をもって休止となります。

【例】宿泊予定日が1/15の時は、1/12以降の検体採取の結果が必要となります。

1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17

← ← ← ← 検査結果対象外 ← 検体採取期間 → 宿泊日

5月8日以降に実施される旅行に
おいてワクチンの接種歴・陰性の
検査結果を事業の利用条件として
確認することを廃止

5月8日以降に実施される旅行において、
旅行販売時の旅行会社による確認、宿
泊旅行はチェックイン時の宿泊事業者
による確認、日帰り旅行は出発時の添
乗員などによる確認することを廃止と
する。

※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・
検査）を満たしていないことを理由に、全国
旅行支援の対象外として予約・販売している
旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金
の対象とはなりません。
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ワクチン接種済証明、検査陰性証明について

■条件を満たさない場合の運用

・条件を満たさない場合の運用については、以下の対応を行う。

① 旅行者本人の検査結果が陽性の場合や同行者が陽性のため濃厚接触者と考
えられる場合

・医療機関又は「受診・ワクチン相談センター」を紹介するなどして、
受診を必ず促すこと。

【受診・ワクチン相談センター（コールセンター）】
TEL：０５７０－０５２－０９２
２４時間対応（土日、祝日含む）

②①以外で条件を満たさない場合（検査結果が「判定不能」であった場合、
確認書類を持参しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等）

・本県居住者の場合は、本県が実施している感染拡大傾向時の検査における
検査拠点（検査を実施できる薬局・医療機関等）の案内を行うこと。

（薬事承認された検査キットを⽤いても、旅行会社や宿泊施設又は旅行者
自らなどが検査した結果は、割引条件を満たさない。）

（https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/muryoukennsa.html#k2101042）

・上記の案内による検査の実施が難しい場合
ツアーについては、ツアー販売時に⽰している対応方法（取消等）を案内
すること。
宿泊サービスについては、予防接種済証等又は検査結果通知書の確認を
条件としていない別の宿泊プランを提案する等の対応を必要に応じて行う
こと。

5月8日以降に実施される旅行に
おいてワクチンの接種歴・陰性の
検査結果を事業の利用条件として
確認することを廃止

5月8日以降に実施される旅行において、
旅行販売時の旅行会社による確認、宿
泊旅行はチェックイン時の宿泊事業者
による確認、日帰り旅行は出発時の添
乗員などによる確認することを廃止と
する。

※４月28日より前に、利⽤条件（ワクチン・
検査）を満たしていないことを理由に、全国
旅行支援の対象外として予約・販売している
旅行は、5月8日以降の旅行であっても補助金
の対象とはなりません。
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2.旅行会社様へのご案内

【対象】

①旅行会社

②宿泊施設

③地域限定クーポン(電子)取扱店
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旅行会社様へのご案内

「第2弾 いちご一会とちぎ旅」への旅行会社参加登録には
全国旅行支援統一窓口への申請が必要となります。

■宿泊旅行及び日帰り旅行の支援金の支援対象となる商品の販売者

事務局及び全国旅行支援統一窓口から指定を受けた旅行業者
（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）

■全国旅行支援統一窓口への申請方法

全国旅行支援統一窓口ホームページより新規登録申請を実施してください。

➢ URL https://biz.tm.jata-net.or.jp/

■対象事業者の遵守事項

(1)事業実施期間中の新型コロナウイルス感染症の感染状況や、感染症の専門家のご意見、
政府の全体方針等を踏まえつつ、実施時期、実施方法、実施範囲等について事務局が
決定した事項。

(2)事業効果検証のため、事務局が求める延べ宿泊数等についてすみやかに報告を行うこ
と。

https://biz.tm.jata-net.or.jp/
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旅行会社様へのご案内

■旅行会社の責務

(1) 旅行会社の確認および通知義務
・本事業対象の商品を販売をする上で旅行会社（OTAを含む）は、次の（ア）、（イ）、

（ウ）を確認の上、必ず対応してください。

(ア) 旅行申込者の本人確認及び旅行者全員のワクチン接種歴の確認（対面販売の旅行
会社のみ）
①旅行申込時に、申込者の「本人確認及び居住地確認」を行ってください。
②ワクチン接種済証等で旅行者がワクチン3回以上接種済であることの確認を行って
ください。
＊本人確認及び居住地確認について
「氏名及び住所」が確認できる本人確認書類（運転免許証等）にて、本人確認及び居
住地確認（以下「本人確認等」という）が行われる必要があります。

（イ）旅行者に対する案内義務
本事業の割引支援の対象となる商品を販売した場合、旅行会社は必ず次の内容を旅行
者へ周知してください。
①旅行当日に旅行者全員の「本人確認及び居住地確認」が実施されます。
➁ワクチン接種歴や検査結果の確認が実施されます。
＊②ワクチン接種歴は旅行申込時に確認ができなかった旅行者に対して実施されます。

（ウ）本人確認等を実施する主体者への通知義務
旅行会社から通知のない限り、「本人確認・居住地確認」、「ワクチン接種歴や
検査結果の確認」、「地域限定クーポンの付与」を実施する主体者（宿泊施設や添
乗員等）は、当該予約が本人確認等の対象であることや、地域限定クーポンの付与
対象であることがわかりません。本事業の割引支援の対象となる商品を販売した
場合、本人確認等が適切に行われるよう、旅行当日までに本人確認等を実施する主
体者へ次のことを必ず通知ください。
① 当該旅行が割引支援の対象である予約である旨
② 当該旅行への割引支援の対象となる人数

(2)旅行者が旅行当日に割引支援の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」等の基準を満たしてい

ないことを本人確認等を実施する主体者（宿泊施設や添乗員等）から報告を受けた場
合の支援金適⽤については、「一人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる
場合については、基準を満たしていない者のみを補助の対象外とすることを基本とし、
一人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助の
対象外とする」ようご対応いただき、旅行者にも周知徹底ください。
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旅行会社様へのご案内

宿泊旅行割引適用における対応方法

宿泊申込、旅行代金精算まで

STEP１︓旅行会社にて宿泊旅行を予約・申込

STEP３︓割引を適用した旅行代金の精算（事前決済の場合）

・現地決済プランの場合は宿泊施設にて割引を適⽤した旅行代金
をお支払いいただきます。

・地域限定クーポンQR取得台紙は宿泊施設にてチェックイン時に配付
となります。

STEP２︓同意書の記入

STEP4︓宿泊施設や添乗員等への通知

OTA又はWEB販売の場合は、同意書と同内容を申込者に提⽰し、
同意を得ること。
【様式第10号】宿泊旅行割引利⽤同意書
※改定前の【様式第10号】でも利⽤可

旅行会社から通知のない限り、宿泊施設や添乗員等は、当該予約
が本事業の割引対象かがわかりません。本事業の割引支援の対象
となる商品を販売した場合、本人確認及びワクチン接種歴等確認
及び地域限定クーポンの配付等が適切に行われるよう、旅行当日
までに宿泊施設や添乗員等へ次のことを必ず通知ください。
① 当該旅行が割引支援の対象である予約である旨
② 当該旅行への割引支援の対象となる人数
③ STEP１でワクチン接種歴の確認がとれていない旅行者

STEP5︓統一窓口が定める実績報告

身分証明書等で申込者の本人確認を実施
※旅行当日、宿泊施設において、身分証明書等で割引適⽤者全員

の本人確認を行う事をお伝えください。
申込者がワクチン予防接種済証等で3回以上接種した日以降の
旅行であることを確認

※旅行者のワクチン接種歴を確認する場合は原則、旅行申込時に
確認してください。

※ワクチンの接種が完了していない場合は旅行当日、抗原定性検
査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検
査結果）の確認が必要になる旨お伝えください。
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旅行会社様へのご案内

日帰り旅行割引適用における対応方法

日帰り旅行造成・申込、旅行代金精算まで

STEP１︓日帰り旅行商品の造成・販売

STEP３︓同意書の記入

OTA又はWEB販売の場合は、同意書と同内容を申込者に提⽰し、
同意を得ること。
【様式第10号】宿泊旅行割引利⽤同意書

※改定前の【様式第10号】でも利⽤可

STEP２︓旅行会社にて日帰り旅行を予約・申込

STEP4 ︓割引を適用した旅行代金の精算

STEP６︓統一窓口が定める実績報告

日帰り旅行商品販売希望の場合は、実施内容等が明記された募集
要項等を事前に事務局へご提出ください。
事務局にて実施内容を確認後、募集最大人員分の地域限定クーポ
ンQR取得台紙を旅行会社で印刷してください。
申請期限︓旅行実施日の7営業日前まで

STEP５︓添乗員等への通知

旅行会社から通知のない限り、添乗員等は、当該予約が本事業の
割引対象かがわかりません。本事業の割引支援の対象となる商品
を販売した場合、本人確認及び地域限定クーポンの配付等が適切
に行われるよう、旅行当日までに添乗員等へ次のことを必ず通知
ください。
① 当該旅行が割引支援の対象である予約である旨
② 当該旅行への割引支援の対象となる人数
③ STEP２でワクチン接種歴の確認がとれていない旅行者

身分証明書等で申込者の本人確認を実施
※旅行当日、集合場所において、身分証明書等で割引適⽤者全員

の本人確認を行う事をお伝えください。
申込者がワクチン予防接種済証等で3回以上接種した日以降の
旅行であることを確認

※旅行者のワクチン接種歴を確認する場合は原則、旅行申込時に
確認してください。

※ワクチンの接種が完了していない場合は旅行当日、抗原定性検
査又はPCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検
査結果）の確認が必要になる旨お伝えください。
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旅行会社様へのご案内

全国旅行支援事業に参画する、全国の旅行会社等は、割引支援金申請に

関わる各種規定類に従う必要があります。詳細は全国旅行支援統一窓口

から案内される「取扱マニュアル（旅行事業者用）」をご参照いただき、

各種規定類及び割引支援の対象となる考え方等の詳細をご確認ください。

「取扱マニュアル（旅行事業者用）」記載項目

• 補助の対象となる商品の考え方
➢補助の対象外となる旅行商品について
➢補助の対象として不適切なものを含む旅行商品について

• 統一窓口における審査基準
➢制度の概要
➢割引支援金の内訳と販売補助額の算出方
➢最低旅行代金の設定
➢宿泊を伴う旅行商品
➢宿泊を伴う旅行商品（交通付）
➢日帰り旅行商品
➢その他の留意点
➢保管が必要となる書類

※全国旅行支援統一窓口では、栃木県でいう割引支援（又は割引支援金）
のことを補助（又は補助金）という。

※必ず最新の取扱マニュアル（旅行事業者⽤）をご確認ください。
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3.宿泊施設様へのご案内

【対象】

①旅行会社

②宿泊施設

③地域限定クーポン(電子)取扱店
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宿泊施設様へのご案内

■宿泊施設様の責務

(1) 割引適用となる宿泊者全員の本人確認とワクチン接種歴の確認義務

①ワクチン３回以上接種済み証明の確認
接種済証等で割引適⽤となる宿泊者全員ワクチン3回以上接種済であることを確認して
ください。
※ワクチン接種歴については、旅行会社での申込時に確認済の旅行者を除く。

②検査結果の確認
①でワクチン3回以上接種済であることが確認できない場合、抗原定性検査又はPCR

検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検査結果）を確認してください。

(2) 地域限定クーポン（電子）QR取得台紙の適切な配付

(3) 地域限定クーポン誓約書の手交及び提出
様式第11号「地域限定クーポン誓約書」

(4) 不正行為の禁止

■注意点
※身分証等で検査結果が利⽤者本人のものであることを確認してください。
※同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の利⽤者は検査不要です（同居しない

監護者は含まれません）。ただし、同行の同居家族全員が割引対象者となってい
ることが条件です。

※同居する親等の監護者が同伴しない12歳未満の利⽤者は、ワクチン2回以上接種
済みの接種歴（接種歴証）又は抗原定性検査又はPCR検査等による陰性証明（検
査結果）の提⽰が必要となります。

※抗原定性検査結果の場合、宿泊日の前日又は宿泊当日の検体採取による検査結
果が陰性であることを確認してください。
確認方法は「検査結果通知書（画像又はコピー可）」で確認してください。

※ＰＣＲ検査（抗原定量検査を含む）結果の場合、宿泊日当日の３日前以降の検体
採取による検査結果が陰性であることを確認してください。（詳細はP31）
確認方法は「検査結果通知書（画像又はコピー可）」で確認してください。

※「検査結果通知書」によらず、旅行者自らなどが、市販の簡易検査キット（セル
フチェック）を⽤いて実施した検査結果は、認められません。
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宿泊施設様へのご案内

宿泊施設様におけるチェックイン時の確認のお願い

お客様がチェックイン時に「第2弾 いちご一会とちぎ旅割引適用者」である
かどうかのご確認をお願いいたします。
旅行会社経由の予約とOTA経由又はSTAYNAVIクーポンを利用する宿への
直接予約で確認内容が異なりますのでご注意ください。

旅行会社経由でのお申込み

OTA経由でのお申込み
STAYNAVIを活用した宿直予約でのお申込み

STEP１︓宿泊旅行割引証明書の確認

STEP２︓地域限定クーポンQR取得台紙のお渡し
上記確認の上、「第2弾 いちご一会とちぎ旅割引適⽤者」にのみ地域限
定クーポンQR取得台紙をお渡しください。併せて【様式第11号】地域
限定クーポン誓約書を記入していただいてください。
※平日の宿泊の場合2,000円分（1人1泊）、休日の宿泊の場合1,000円

分（1人1泊）

旅行会社が発行し旅行者が持参する【様式第10号】宿泊旅行割引利⽤同
意書を⽤い、下記についてご確認ください。

※改定前の【様式第10号】でも利⽤可
①宿泊者のうち割引を適⽤する該当者を確認
➁割引適⽤者が本人であることを身分証明書等で確認
③ワクチン接種済証等でのワクチン接種歴又は抗原定性検査又は

PCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検査結果）の
確認

※③のワクチン接種歴は旅行会社での旅行申込時に確認ができなかっ
た旅行者に対して行う

STEP１︓割引対象者であることの確認の実施

STEP２︓地域限定クーポンQR取得台紙のお渡し

上記確認の上、「第2弾 いちご一会とちぎ旅割引適⽤者」にのみ地域限
定クーポンQR取得台紙をお渡しください。併せて【様式第11号】地域
限定クーポン誓約書を記入していただいてください。
※平日の宿泊の場合2,000円分（1人1泊）、休日の宿泊の場合1,000円

分（1人1泊）

①宿泊者のうち割引を適⽤する該当者を確認
➁割引適⽤者が本人であることを身分証明書等で確認
③ワクチン接種済証等でのワクチン接種歴又は抗原定性検査又は

PCR検査等（抗原定量検査を含む）による陰性証明（検査結果）の
確認
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宿泊施設様へのご案内

STAYNAVIを活用した宿への直接予約でのお申込み

■STAYNAVIを活用した宿への直接予約による割引対象商品

下記の条件を以て、事業参加登録している宿泊施設の商品を対象とする。
・いちご一会とちぎ旅事務局から承認を得ている宿泊施設かつ、STAYNAVIに事前

登録されている宿泊施設。
・旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を

除く。）を営む施設、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第３条第１項の届
出に係る住宅で提供される宿泊サービスを含む商品であること。
ただし、以下のものは対象外。
ア 宿泊施設の利⽤開始時と利⽤終了時が同日（デイユース）であるもの
イ 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５項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品

【参考】
〇旅館業法

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
〇住宅宿泊事業法

第三条 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）
であって、その⻑が第六⼗⼋条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を
処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の⻑。第七項並びに同条第一項及び第二項を
除き、以下同じ。）に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にか
かわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条
５ この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営

業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

■STAYNAVIクーポンによる割引対象とならない宿泊商品

（1）旅行会社又はOTA等から予約された割引支援を適用した宿泊プラン

（2）県及び事務局が対象商品として適切でないと認めるもの
・ 金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や

商品券等）付宿泊プラン
・ 感染拡大防止の観点から問題があると考えられる商品
・ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超える商品
・ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利⽤しない商品
・ 小売定価以外による販売が禁止されている商品（たばこ）等

【対象外の例】
・ 通常の宿泊料金（１万円程度）を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつ

でも利⽤できるホテルクレジット（３万円程度）付き宿泊プラン
・ 通常の宿泊料金（５千円程度）を著しく超える商品（３万円程度）付きの宿泊プラン
・ ヨガライセンス講習、英会話講習付き宿泊プラン、運転免許取得に向けた合宿プラン
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宿泊施設様へのご案内

宿泊施設様にて必要となる書類は下記になります。

【様式第７号】
地域限定クーポン配付実績報告書

①【様式第11号】
地域限定クーポン誓約書

お客様（宿泊代表者様のみで可）からの
ご署名の協力のお願いと事務局へのご提
出にご協力ください。

【様式第８号】
地域限定クーポン在庫管理報告書

【様式第７号】 （10月3日改定）
いちご一会とちぎ旅 事務局　宛て

作成日 令和　　年　　月　　日

所在地：

事業者名：

代表者名：

地域限定クーポンの配付実績を下記のとおり報告します。

番号
宿泊日

（チェックイン日）
宿泊
人数

クーポン
配付枚数

配付済み
地域限定クーポン番号

宿泊者氏名
（代表者氏名）

例 10月1日 4 12 012345～012352 栃木　太郎

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 0

※記入欄が足りない場合は、コピー等にて複数枚ご使用ください。

合計

いちご一会とちぎ旅 地域限定クーポン配付実績報告書
（宿泊施設用）

地域限定クーポンの電子化に伴い、
様式７号、８号は廃止となります。
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宿泊施設様へのご案内

■地域限定クーポン（電子）お渡しに関するご案内

お客様に「地域限定クーポン（電子）」をお渡しする際の留意事項

■発行券種
発行券種は、2,000円又は1,000円の2種類（電子クーポン）のみとなっております。

※2022年12月まで使⽤していた紙クーポンは使⽤できません。

■クーポン額
地域限定クーポンの配付額は平日と休日で異なります。
下記、地域限定クーポン配付額をご確認ください。

1人1泊あたり

平日 2,000円

休日 1,000円

・1人1泊あたり2,000円又1,000円
・大人、小人、幼児、全て配付対象

※無料の幼児を旅行割引対象とする場合、
地域限定クーポンも配付対象となります。

■平日と休日の取り扱いについて
平日と休日の定義は次の通りです。
宿泊旅行については、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」として取り扱い、それ以外を「平日」として扱います。

金曜 土曜 日曜 月曜 火曜
水曜

(祝日）
木曜 金曜 土曜

宿泊 平日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

使用禁止
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宿泊施設様へのご案内

■地域限定クーポン（電子）お渡しに関するご案内

お客様に「地域限定クーポン（電子）」お渡しについて

■ご用意いただくもの

①PC又はタブレット端末等によるWEBブラウザ
②QR取得台紙出力のためのプリンター

■「地域限定クーポンQR取得台紙」発行の流れ

①加盟店コードでログイン

④クーポンを印刷し
お客様に手交

※キャンセル手続き
（人数減や誤発行の場合など）

※必要な事業者様

クーポンをPDFにて保存

誤発行の場合のみ
クーポン再発行

※クーポン発⾏し印刷前であっても、
発⾏操作をした時点でクーポンは
発⾏されています

◎キャンセルのみの場合
→キャンセル忘れにご注意ください。

◎誤発行の場合
→キャンセル処理を先に行ってから再発行するようにしてください。

■クーポン発行事業者用
region PAY管理画面マニュアル

※参加登録申請後に発行するID/PWによりログインが
可能となるregionPAYマイページよりダウンロード
して閲覧することが可能となります。

③発行一覧やダッシュボード
画面にて発券状況の確認

②クーポン発行
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宿泊施設様へのご案内

■地域限定クーポン誓約書の取り交わしとお客様へのご案内

お客様に「地域限定クーポンQR取得台紙」をお渡しする際の注意点
郵送にてご提出ください。

■第2弾 いちご一会とちぎ旅地域限定クーポ
ンをお渡しする宿泊施設様は、お客様と
【様式第11号】地域限定クーポン誓約書の
取り交わしをお願いします。

地域限定クーポンQR取得台紙お渡し時に、
誓約書記載内容について、お客様にご理解
いただくようご説明ください。

お客様（宿泊代表者のみで可）からご署名いただいた誓約書を、
毎月とりまとめの上、月初に事務局にお送りください。

※宿泊代表者様からのみの署名で可

【送付先】
いちご一会とちぎ旅事務局
住所︓〒320-0801

栃木県宇都宮市池上町4-1 東栄ビル
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宿泊施設様へのご案内

■宿への直接予約に関する商品造成及び販売

宿への直接予約による割引適用ついて

「いちご一会とちぎ旅」は旅行会社又はOTAを介しての宿
泊予約又はSTAY NAVIクーポンを活用した宿泊施設への

直接予約が対象となりますのでご注意ください。

■STAYNAVIクーポン 参加登録の手順

STAYNAVIクーポン 参加登録の手順

いちご一会とちぎ旅への参加登録申請→審査→承認

STAYNAVIへの登録申請→審査→承認

STAYNAVI登録完了後はいちご一会とちぎ旅の「稼働設定」
※稼働設定方法はSTAYNAVI利用マニュアルをご参照ください

STAYNAVIクーポン発行

新規で登録する場合

既に登録がある場合

稼働設定

STEP１

STEP２

STEP３

STEP４

STAYNAVI登録に関する詳細は、「STAYNAVIシステム登録に
関するご案内」をご参照ください。
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宿泊施設様へのご案内

■宿への直接予約に関する商品造成及び販売

割引額算出手順

割引額の算出については①１つの旅行として申し込まれた旅行者全員の合
計旅行代金又は②旅行者個別の合計旅行代金で算出します。

①割引額の確認手順（旅行者全員の合計旅行代金）

合計宿泊代金︓170,000円/2泊3日の宿泊を伴う旅行︓大人2名、子供1名参加

（ア）旅行者全員の合計宿泊代金に対して20％を乗じて割引額とします。
（イ）1人1泊あたりの上限額を、泊数と人数で乗じて当該旅行の上限を算出します。
（ウ）（ア）と（イ）を比べ、上限を超えていたら上限額までが実際の割引額となります。

合計宿泊代金… 170,000円

＜

割引率 … 20％

割引額上限 … 3,000円

（ウ）上限チェック

（ア）合計宿泊代金（20％）

170,000円×20％

＝34,000円

泊数…2泊 人数…3人

3,000円×2泊×3人

＝18,000円

（イ）上限額（上限額×泊数×人数）

適用

【1人あたりの宿泊単価が明確でない場合】
ルームチャージで予約され、1室あたりの料金で3人分の宿泊が予約されている場合は、
按分して1人あたりを算出したうえで上記のとおり計算してください。

①割引額の確認手順（旅行者全員の合計旅行代金）

合計宿泊代金︓54,000円/2泊3日の宿泊を伴う旅行︓大人2名、子供1名参加

（ア）旅行者全員の合計宿泊代金に対して20％を乗じて割引額とします
（イ）1人1泊あたりの上限額を、泊数と人数で乗じて当該旅行の上限を算出します。
（ウ）（ア）と（イ）を比べ、上限額未満の場合は割引上限額までが実際の販売補助額

となります。

合計宿泊代金… 54,000円

＜

割引率 … 20％

割引額上限 … 3,000円

（ウ）上限チェック

（ア）合計宿泊代金（20％）

54,000円×20％

＝10,800円

泊数…2泊 人数…3人

3,000円×2泊×3人

＝18,000円

（イ）上限額（上限額×泊数×人数）

適用
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宿泊施設様へのご案内

■宿への直接予約に関する商品造成及び販売

宿への直接予約に関する商品造成について

■割引適用となる旅行代金の下限について
旅行代金は割引額と地域限定クーポン配付額の合計を下回らないことが前提と
なります。次の商品は本事業の対象商品として造成・販売できません。

・平日：1人1泊（日）あたりの宿泊代金が3,000円未満になるもの
・休日：1人1泊（日）あたりの宿泊代金が2,000円未満になるもの

1日1泊あたりの旅行代金 旅行代金の割引 地域限定クーポン券

3,000円以上 20％ 2,000円

3,000円未満 割引なし 配付なし

〈平日における旅行代金の下限〉

1日1泊あたりの旅行代金 旅行代金の割引 地域限定クーポン券

2,000円以上 20％ 1,000円

2,000円未満 割引なし 配付なし

〈休日における旅行代金の下限〉

〈旅行代金総額の人数割（総額計算）における、旅行代金の下限適⽤が変動する例〉

〈平日の場合〉

大人2名で宿泊の場合
1泊4,000円×2名＝8,000円
8,000円÷2名＝4,000円
平日：1人1泊（日）あたり旅行代金が3,000円以上

⇒旅行割引を適用

同じ部屋に大人2名・幼児（無料）1名で宿泊の場合
1泊4,000円×2名＋０円×1名＝8,000円
8,000円÷３名＝2,666円
平日：1人1泊（日）あたり旅行代金が3,000円未満

⇒旅行割引を適用外

同じ部屋に大人2名・幼児（無料）1名で宿泊の場合
1泊4,000円×2名＋０円×1名＝8,000円
8,000円÷2名＝4,000円
平日：1人1泊（日）あたり旅行代金が4,000円以上

※地域限定クーポン配付は2名分
⇒旅行割引を適用

＜無料の幼児を対象に含まない場合＞
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宿泊施設様へのご案内

■宿への直接予約に関する商品造成及び販売

宿への直接予約に関する商品造成について

■割引対象となる商品を販売する際の注意点

①宿泊代金の水増しにつながる行為は割引対象外。
現金を含む金券類等が商品に含まれた場合は、割引対象外です。

②日本に居住している方へ販売された商品であること
・国籍を問わず、「日本に居住している方」「居住することが明らかな方」への

販売は割引対象です。
・居住実態のない訪日外国人は割引対象外です。
・日本国籍であっても、日本に居住実態のない方（海外に居住している方）は割引

対象外です。

■宿泊料金に含められない物品
次のものは、割引の対象とはなりません。

①換金性の高いもの
・金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が

独自に発行する商品券等）
※但し次のものを除きます。

その使途が具体的に特定又は限定された複数の使途から選択できるもの（紙・
デジタル共に可）

（例：特定の観光施設の入場券、1,000円のA定食とB定食から選択可能な食券等）
・鉄道（モノレール）の普通乗車券
・回数券、普通航空券（往復航空券や上位クラス利⽤料金含む）等
・収入印紙や切⼿

②ライセンスや資格の取得費⽤

③対象商品として適切でないと認めるもの
・ 感染拡大防止の観点から問題がないことが前提です。
・ 商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと

割引を広く適正な活⽤を推進するため、旅行目的地の消費に貢献している事を前提
に、セット商品の妥当性をご検討いただきます。

・ 商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること
商品に含む土産等の物品やサービス等については旅行目的に沿っており、旅行目的
地消費に寄与するという事業の趣旨を踏まえてセット商品の妥当性をご検討いただ
きます。

・ 利⽤者自身が旅行期間中に購入又は利⽤するものであること
土産やサービスなどは旅行の開始から終了の期間内で利⽤者が享受できるものに限
ります。ただし、利⽤者の所有物で自宅から送付又は自宅にて受領する宅配利⽤
はこの限りではありません。
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宿泊施設様へのご案内

■宿への直接予約に関する商品造成及び販売

宿泊プランに加えることができる旅行サービス例

食事・飲み物
旅行目的地に
見合った土産

レンタカー
レンタサイクル 体験型アクティビティ入場観光施設

№ 宿泊に加えることができる各種サービス 可否 備考

1 食事、飲み物 〇

2 お弁当 〇

3 お土産 〇

4 観光・入場 〇

5 体験型アクティビティ等（ダイビング、そば打ち、果物狩り、等） 〇

6 ライセンスや資格の取得費用 ×

7 金券類等 ×

8 旅⾏者の手配による運送サービスや現地アクティビティ等 ×

9 航空：普通航空券、個人用各種割引運賃 △

手配内容により、「旅行会社」が宿泊と共に手配
をし、旅⾏会社における適切な管理がなされたこ
とを証明する書類の保管をする場合に限り対象

10
鉄道：個人用の乗車券、特急券、寝台券、指定席券、

企画乗車券、地域周遊きっぷ等
△

11 乗合バス：定期観光バス、高速バス △

12 予め⾏程と料金が決まっている路線バス △

13 船舶 △

14 貸切バス △

15 索道（リフト・ロープウェイ、ケーブルカー等） 〇

16 レンタカー 〇

17 自家用車 ×

■宿泊プランに加えることができる旅行サービスの注意点

①商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること
商品に含む物品やサービスの内容は、当該商品の旅行目的に沿っており、かつ旅行
目的地での消費に寄与している（旅行目的地に関連している）必要があります。

➁旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
旅行商品に含む物品やサービスは、旅行期間中に旅行者が享受できるものが基本と
なりますが、その特性上、旅行の開始前から又は旅行の終了後においても旅行日
程に付随するものは補助の対象にできます。

（例「行程に組み込まれた絵付け体験で、後日焼きあがった陶器が配送される」）

③ライセンスや資格の取得を目的としないこと
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4.地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

【対象】

①旅行会社

②宿泊施設

③地域限定クーポン(電子)取扱店
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■地域限定クーポン(電子)

地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

利用者対応方法

地域限定クーポン発行から使用まで

旅行会社等にて宿泊旅行や日帰り旅行を予約・申込

宿泊旅行・日帰り旅行予約

宿泊旅行の場合は宿泊施設へのチェックイン時に
日帰り旅行の場合は集合場所にて

地域限定クーポンQR取得台紙を宿泊施設又は
旅行会社(※日帰り旅行のみ)からお客様へお渡し

【様式第11号】地域限定クーポン誓約書を記入していただく。

栃木県内の地域限定クーポン取扱店にて利用

お客様（利用者）への対応

お会計（支払額の提示）

地域限定クーポン使用についてのお客様の意思表示

取扱店舗でのお買物代を収受する際に、お客様が
「地域限定クーポン」でお支払いします。お釣りは出ません。

使⽤対象外の商品購入・サービス提供への使⽤はお断りください。

取扱店舗で地域限定クーポン使用のアプリ画面
又はQR取得台紙の確認

お客様が店舗に設置されたQRをアプリで読み取って
支払い又はQR取得台紙のQRコードを店舗側のスマート

フォンやタブレット等で読み取って支払い

不⾜分は現金等で受領してください。
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■地域限定クーポン(電子)取扱店舗の責務等

地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

地域限定クーポンの取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

① 事務局が提供する運用マニュアルに基づき、地域限定クーポンと引換えに商品等の提供を行う。
また、取り扱いに関する事務局の指示を遵守する。

② 地域限定クーポンを用いた取引を行う場合は、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務を
もって必ず確認する。
1）地域限定クーポンの有効期間
2）提供しようとする商品等が地域限定クーポン適用条件記載の「利用対象とならない商品等」
に該当しないこと

③ 有効期間を経過した地域限定クーポンの使用を拒否する。
④ 地域限定クーポンを現金と交換しない。
⑤ 地域限定クーポンの券面額以下の金額の利用の場合であっても、お釣りは渡さない。
地域限定クーポンによる支払で不足する分は現金等で収受する。

⑥ 地域限定クーポンを利用して購入した商品等の返品の際に返金をしない。
⑦ 取扱店舗で独自に地域限定クーポンの利用対象外となる商品等を定める場合は、あらかじめ旅行
者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨を明示する。

⑧ 他の割引企画との併用を不可とする場合、ポイント加算対象外とする場合又は地域限定クーポン
の使用上限額を定める場合は、あらかじめ旅行者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨
を明示する。

⑨ 有効な地域限定クーポンを提示した旅行者に対し、地域限定クーポンの使用を拒否する、手数料を
上乗せして請求する、現金で支払う場合と異なる代金を請求する等地域限定クーポン利用者に不利
となる差別的取り扱いを行わない。

⑩ 取扱店舗は、有効な地域限定クーポンを利用しようとする旅行者から地域限定クーポンの利用に
関し苦情又は相談を受けた場合、取扱店舗と地域限定クーポン利用者との間において紛議が生じ
た場合又は法令に違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合には、取扱店舗の費用と責任を
もって対処し、解決にあたる。

⑪ 取扱店舗が旅行者の不正利用を知り得ながら地域限定クーポンを受け取ること、旅行者に不正を
促すこと等により取扱店舗又は旅行者が不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合、事
務局は調査が完了するまで当該取扱店舗における地域限定クーポン精算代金の支払いを保留する
ことができるものとする。また、取扱店舗又は旅行者が不正に利益を得た場合、取扱店舗は、受
け取った地域限定クーポンの金額について一切の責任を負い、事務局へ当該金額を返還する。

⑫ 不正に利用さ地域限定クーポンによる換金請求がされ、事務局が地域限定クーポンの利用状況等の
調査の協力を求めた場合には、取扱店舗はこれに協力する。また、取扱店舗は、事務局から指示が
あった場合又は取扱店舗が必要と判断した場合には、取扱店舗が所在する所轄警察署等に被害届を
提出する。
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地域限定クーポン（電子）について

■「いちご一会とちぎ旅」地域限定クーポン（電子）利用イメージ

QR取得台紙

利用者向け電話番号 　    06-0000-0000     受付時間　 10時～19時（ 土日祝も 受付）

 　    h ttps://xxxxxxxx.jp/xxxx/

備考

●注意事項  
・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ reg ion PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・ チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ reg ion PAY aLPHaで購入した商品・ サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・ 折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなく なる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・ 紛失・ 滅失によるト ラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・クーポン加盟店舗におけるクーポン（ reg ion PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しく は、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・ 通信会社の都合により、「 reg ion PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。
●禁止事項 
・ 本クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他本キャンペーン事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを 読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を 確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を確認し 、チャ ージボタ ンを押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面より 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン (搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取っ て決済を行っ てく ださ い。
※ク ーポン加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ンペーンHPでご確認く ださ い。

「 reg ion  PAY」アプリ を ダウンロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion  PAY aLPHa 事務局 お問い合わせ番号

reg ion  PAYアプリ は下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

QR取得台紙で支払い（CPM）

QR取得台紙を店舗側のスマートフォンや
タブレット等で読み取って支払い

該当地域の
PAYを選んで

チャージを
選択

QR取得台紙
券面のQRを

読込み

アプリで支払い（MPM）

店舗に設置されたQRを
アプリで読み取って支払い

【MPM】 店舗側コード決済
→ 店舗側で掲示したQRをスマホで読み取り

【CPM】 利⽤者側コード決済
→ 店舗側のバーコードリーダーでQR取得台紙を

読み取り

宿泊事業者等 よりQR取得台紙を受取
※日帰り旅行の場合は旅行事業者からQR

取得台紙を受取。

スマホを
持たない方

QR取得台紙
で

スマホを
持っている方

アプリで



56

地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

■ご用意いただくもの
①PC又はタブレット端末等による管理画面確認用WEBブラウザ
②MPM形式でのQR印刷
③CPM形式による決済のためのスマートフォンやタブレット（通信可能でかつiOS又は

AndroidOS及びカメラ機能が有効であるもの）
※CPM形式対応選択の事業者様のみ

■「地域限定クーポン（電子）」利用の流れ

■クーポン加盟店用
region PAY管理画面マニュアル

※参加登録申請後に発行するID/PWによりログインが
可能となるregionPAYマイページよりダウンロード
して閲覧することが可能となります。

■地域限定クーポン（電子）処理に関するご案内

「地域限定クーポン」処理について

管理画面へ
ログイン

お店の情報の
確認・変更

［MPM］
決済⽤QRを
印刷台紙に
貼り付け

［MPM］
会計付近の
見えやすい
場所に掲示

MAP・一覧
表示を「公開」に

変更

■お客様受け入れ準備の流れ
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地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

■アプリの決済フローに関するご案内

お客様が、region PAY アプリで決済する場合

2.金額が合っているか
目視確認

必ず目視確認後
完了ボタンを押してもらってください。

※決済時に決済音が鳴り、消すことはできません。
※決済音の音量は携帯の設定に依存します。

対象加盟店舗

利⽤者

1.店舗QRを提示
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地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

■アプリの決済フローに関するご案内

お客様が、QR取得台紙のままで決済する場合
（ region PAYアプリを利用しない）

利用者向け電話番号 　    06-0000-0000     受付時間　 10時～19時（ 土日祝も 受付）

 　    h ttps://xxxxxxxx.jp/xxxx/

備考

●注意事項  
・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ reg ion PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・ チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ reg ion PAY aLPHaで購入した商品・ サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・ 折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなく なる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・ 紛失・ 滅失によるト ラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・クーポン加盟店舗におけるクーポン（ reg ion PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しく は、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・ 通信会社の都合により、「 reg ion PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。
●禁止事項 
・ 本クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他本キャンペーン事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを 読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を 確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を確認し 、チャ ージボタ ンを押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面より 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン (搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取っ て決済を行っ てく ださ い。
※ク ーポン加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ンペーンHPでご確認く ださ い。

「 reg ion  PAY」アプリ を ダウンロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion  PAY aLPHa 事務局 お問い合わせ番号

reg ion  PAYアプリ は下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

発行事業者

2.QRの取得

利⽤者

3.対象店で買物等 4.紙クーポンを提示

5.店舗がスキャン

加盟店舗側が
スキャンするため

端末の⽤意が必要

6.決済完了

1.QR取得台紙の
発行
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■地域限定クーポン(紙クーポン)注意点

地域限定クーポン(電子)取扱店様へのご案内

地域限定クーポンの注意点

・第2弾 県民一家族一旅行 地域限定クーポン（紙券）及びいちご一会とち
ぎ旅地域限定クーポン（紙券）は使⽤不可となるため受け取らないよう
ご注意ください。

いちご一会とちぎ旅地域限定クーポン（紙券）は12月28日（水）が
最終利⽤期限となります。
12月29日以降は受け取らないようにご注意ください。
※12月29日以降に使用された地域限定クーポン（紙券）は換金すること
ができません。

受け取り禁止

■いちご一会とちぎ旅
地域限定クーポン

■第２弾 県民一家族一旅行
地域限定クーポン
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5.精算について／その他

【対象】

①旅行会社

②宿泊施設

③地域限定クーポン(電子)取扱店
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■地域限定クーポン

精算について

（２）1口座1回あたりの入金額のご確認のお願い

額面総額（振込⼿数料は事務局にて負担）をお振込みします。
※入金額に異議がある場合は、入金日から２週間以内にお申し出ください。

（1）振込予定日

日程① 日程② 日程③ 日程④ 日程⑤ 日程⑥

対象月
1月
利用分

2月
利用分

3月
利用分

4月
利用分

5月
利用分

6月
利用分

事務局⇒利⽤店舗様
指定口座へ振込

2月28日
（火）

3月31日
（金）

4月28日
（金）

5月31日
（水）

6月30日
（金）

7月31日
（月）

※精算処理について不備等ある場合は随時事務局あてにご連絡ください。
※旅行会社様は全国統一窓口の定める精算スケジュールを別途ご確認ください。
※宿直接予約における割引分の精算スケジュールはSTAYNAVIが定める精算スケ

ジュールを別途ご確認ください。
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事業専用ホームページについて

■各種様式のダウンロードが可能となっております。

■事業に関する情報更新があった場合に本WEBサイトにてご案内いたします。

■専用WEBサイト

（URL）https://www.tochigitabi.net/index.php

専⽤サイトページの下記にそれぞれご案内を掲載しております。
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お問合せについて

お問い合わせ

旅行会社向け

電話番号 028-610-6374

FAX番号 028-636-1500

メールアドレス tochigitabi005@09.tripwari.jp

宿泊施設向け

電話番号 028-610-6373

FAX番号 028-636-1500

メールアドレス tochigitabi003@09.tripwari.jp

地域限定
クーポン
取扱店向け

電話番号 028-610-6373

FAX番号 028-636-1500

メールアドレス tochigitabi003@09.tripwari.jp


