
質問内容 回答

1

利用者が旅行（宿泊）を申し込む以外にすることはあるか 利用者は予約時に「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」の割引適用商品で予
約をしたい旨の意思表示をし、宿泊施設又は旅行事業者は割引適用商品での
予約可否を利用者へ伝達する必要があります。
また宿泊施設に直接予約している場合はチェックイン時に提示される「利用証明
書」、旅行事業者に予約をしている場合は旅行事業者から提示される「同意確認
書面」の内容確認と署名欄への代表者署名をして頂きます。
当日は宿泊者全員分の身分証明書の提示が必要になる点と併せ、予約時に忘
れずにお伝え下さい。

2

電子クーポンの配付は誰がいつ行うのか。 電子クーポン（取得台紙）は全て宿泊施設での発行・配付となります。利用者が
割引の条件を満たしていることを当日のチェックイン時に確認した上でお渡し下
さい。なお旅行事業者経由の予約も電子クーポンは宿泊施設に配付頂くこととな
りますが、割引対象の予約は旅行事業者から宿泊施設に対し「通知」を出すこと
となっておりますので、この通知の内容を確認の上で電子クーポンを配布下さ
い。
電子クーポン発行についての詳細は別冊「regionPAY管理画面マニュアル」を参
照下さい。

3

延長分の予約期間は。 令和5年3月27日（月）～となり、準備が整った宿泊施設、旅行事業者から順次取
扱開始となります。※宿泊施設への直接予約は4月7日（金）で終了
ただし、今後、取扱が変更になる場合があります。最新情報は使っ得！にいがた
旅割キャンペーン公式ホームページをご確認下さい。

4

延長分の利用期間は（対象となる旅行期間・宿泊期間は）。 令和5年4月1日（土）出発分（4月1日チェックイン分）から6月30日（金）出発分（7
月1日チェックアウト分）までとなります。
※令和5年4月29日（土）チェックイン分～5月8日（月）チェックアウト分は対象外

5

割引額の計算の仕方について詳しく知りたい ①「宿泊日ごとに」宿泊代金を総額で割った1人1泊あたりの「ならし」代金が平日
3,000円以上、休日2,000円以上であるかを確認。
②①を満たさない場合には、単価の低い子供や無賃幼児等を割引対象外にして
計算。
③「宿泊日ごとに」、宿泊代金総額に対して20％を乗じる。（宿泊者が複数いる場
合は、宿泊者全員の宿泊代金を足しあげた総額に対して20％を乗じる）
④1人1泊あたりの割引上限額（3,000円）を、参加人数で乗じる
⑤上記③と④のうち、低い方の金額を実際の割引額とする

なお割引額の計算に関しては別途「料金計算シート」をご用意しておりますので、
こちらを基に算出頂きますようお願いします。

6

電子クーポンの配付枚数・金額の計算の仕方について詳しく知りたい 割引対象になるお客様1名あたり1泊につき平日は2,000円、休日は1,000円の電
子クーポンを配付頂きます。割引対象とならない場合は電子クーポン配付の対象
にもなりません。
なお、電子クーポンの発行においてはregionPAY管理画面にて「チェックイン日」
「宿泊数」「総利用人数」を入力すると自動的に金額が計算され人数分の枚数が
発行されますので、こちらを印刷してお渡し頂きます。（手計算の必要はありませ
ん）
詳細は別冊「regionPAY管理画面マニュアル」を参照下さい。

7

割引額の計算方法は手計算か 手計算は行わないで下さい。「料金計算シート」を用いた算出をお願いします。こ
ちらを基に宿泊者に署名頂く「利用証明書」を作成頂きます。
※パソコンを用いた書面作成ができない場合は事務局へお問い合わせ下さい。

8
料金計算シートと利用証明書はどこから入手するのか 使っ得！にいがた旅割キャンペーン公式ホームページよりダウンロードできます。

※分からない場合は事務局へお問い合わせ下さい。

9

予約期間外に予約された宿泊・旅行商品（既存予約）はキャンペーンの対象に
なるか。

予約期間より前に（延長分は令和5年3月26日（日）以前に）、あるいは予約期間
終了後に（宿泊施設への直接予約は4月8日（土）以降に）予約された宿泊・旅行
商品はキャンペーン対象ではありません。

10
既存予約を取り消して、新たに同じ内容で予約した場合はキャンペーンの対
象になるか。

令和5年3月27日（月）～4月7日（金）の間に、新たに予約された宿泊・旅行商品
はキャンペーン対象になります。

11

（システム等の理由で）本事業の対象とするため、既存予約記録を一旦取消
し、新規で記録を作りたいが（キャンセル＆リブック）、既に取消料が発生する。
取消料は負担してもらえるか。

取消料は負担しません。

12

全国を対象としているのに本人確認・居住地確認をする理由は。 ・日本国内に間違いなく居住している（居住実態がある）こと
・事業停止中（割引対象外）の都道府県の居住者でないこと
を確認するため必要です。
※5月8日（月）よりワクチン接種歴・検査結果の確認は不要となりましたが、本人
確認・居住地確認については引き続き旅行・宿泊当日に実施頂きます。

13
（旅行事業者経由の予約の場合）本人確認・居住地確認は宿泊施設が行うの
か、旅行事業者が行うのか。

宿泊施設が当日、宿泊者全員の本人確認・居住地確認を行います。ただし添乗
員が付く団体旅行に関しては、添乗員が確認を行います。

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」Q＆A



14

本人確認・居住地確認のための書類について具体的に知りたい。 ＜本人確認書類（有効期限内のもの）＞
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）、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、
障害者手帳等福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、国または地方公共団体の
機関が発行した身分証明書、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、公の機関が発行した資格証
明書

上記の確認書類に現住所の記載があるものが居住地確認書類です。
現住所の記載がない場合や、記載されている住所と現住所が異なる場合は、本
人確認書類と合わせて、別途次の補助書類等もご用意ください。
＜居住地確認　補助書類＞
公共料金の領収書（電気・ガス・水道など）、国税または地方税の領収書または
納税証明書、社会保険料の領収書、　住民票の写し（個人番号の記載がなく、発
行後3か月以内のもの）、賃貸借契約書

15 本人確認書類（身分証明、居住地証明）は原本の提示が必要か。 原本の提示が必要です。

16 利用者が当日、本人確認書類を提示できない場合はどうすれば良いか。 後日送付などでの対応は認められないことから、補助金の対象となりません。

17
既に予約済のキャンペーン対象予約でも、5月8日以降はワクチン接種歴（又
は検査結果通知書）を確認しないことで良いか。

5月8日以降はワクチン接種歴（又は検査結果通知書）の確認は不要です。ただ
し本人確認書類は旅行・宿泊当日に原本の確認が必要です。

18

5月8日以降はワクチン接種歴・検査結果の確認が不要となるが、利用条件
（ワクチン・検査）を満たせないためキャンペーンを適用せずに予約していた旅
行・宿泊は対象となるか。

対象にはなりません。

19
販売補助金算出の基となる宿泊代金は税込価格か税抜価格か。 税込価格になります。税込の宿泊代金を基に20％を乗じます。

宿泊商品の割引上限額は1人1泊あたり3,000円となります。（1円未満切り捨て）

20
入湯税や宿泊税などは補助対象となるか。 出発までに予約が完了し、代金を確定させることができれば補助金の対象となり

ます。現地で追加手配となったものは含めることができません。

21

利用者が宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行った費用も補助対象とな
るか。

補助金の対象外です。商品に事前に含まれている物品・サービスが補助金の対
象となります。
（例）1泊朝食付宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文
した場合
○朝食代を含めた宿泊代金は補助の対象です。
×現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。
なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービ
ス」どちらも合わせて宿泊施設のチェックアウト時に支払う場合であっても、補助
金対象となるか否かの考え方は同一となります。

22 コンパニオンサービスを含む商品は補助の対象となるか。 接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は対象外です。

23 カラオケの利用を含んだ商品は補助の対象となるか。 対象となります。

24

補助金の対象外になる場合は具体的にどのようなケースか。 ・当日本人確認書類の提示ができなかった場合
・予約がキャンセルとなった場合
・予約が残っているもののノーショウの場合（支払いが済んでいる場合も含む）
・連泊でチェックイン後、途中で泊数を減らした場合（減らした分が対象外）

25

割引商品の販売後に、補助金の対象外になった場合の対応について教えて
ほしい。

利用者から補助金を返還頂く必要があるため、補助金相当額をお支払い頂くよう
求めて頂きます。また、同様に電子クーポン取得台紙の回収とregionPAY管理画
面でのキャンセル処理も必要となります。
電子クーポンのキャンセル処理についての詳細は別冊「regionPAY管理画面マ
ニュアル」を参照下さい。

26

子供や乳幼児は対象となるか。 1人1泊あたりの「ならし」代金が平日3,000円、休日2,000円以上となる場合は子
供や幼児も1名としてカウントし、割引は適用されます。
（計算例）
【平日】大人1人1泊20,000円、乳幼児0円の宿泊商品を大人2名、乳幼児1名で利
用
まずは1人1泊あたりの「ならし」代金が平日3,000円以上であるかを確認します。
3名で計算した1人1泊あたりの「ならし」代金：40,000円÷3名＝13,333円...○
→人数は「3名」、総額は「40,000円」で確定
（割引額の上限額：3,000円×3名＝9,000円）
40,000円×20％＝8,000円のため、販売補助金は総額の20％に当たる8,000円が
適用されます。電子クーポンは平日のため2,000枚×3名＝6,000円相当（電子
クーポン取得台紙3枚）をお渡しします。

27

子供や乳幼児で対象外となる場合はあるか。 下記の場合は子供を除いて算出する必要があるので、割引は適用されません。
（計算例）
【平日】大人1人1泊3,000円、子供1人1泊2,000円の宿泊商品を大人2名、子供1名
で利用
まずは1人1泊あたりの「ならし」代金が平日3,000円以上であるかを確認します。
3名で計算した1人1泊あたりの「ならし」代金：8,000円÷3名≒2,667円...×
→ 子供1名分の人数（1名）と料金（2,000円）を減額して再計算：6,000円÷2名＝
3,000円...○
→ 人数は「2名」、総額は「6,000円」で確定
→ 6,000円×20％＝1,200円が割引額として適用されます。電子クーポンは平日
のため2,000枚×2名＝4,000円相当（電子クーポン取得台紙2枚）をお渡ししま
す。

28 販売補助金を20％未満に設定して良いか。 補助金額を事業者都合で変えることはできません。

29 販売補助金の算出における端数の処理は具体的にどのようになるか。 1円未満切り捨てとします。

30

7泊＋7泊と連続した日付で別々の予約を受けた。泊数制限内なのでそれぞ
れ補助対象になるか。

割引対象となるのは7泊分までです。（合計14泊分が対象とはなりません。）
別々の予約であっても、一つの旅行とみなされる場合は7泊分までが上限となり
ます。ただし、連続した日付であっても、一度出発地に戻り、翌日新たな旅行が開
始されるような別の旅行として成立する場合（二つの旅行が連続して行われる場
合）は、一つの旅行ごとに泊数制限が適用されます。



31

自社のポイントを付けた宿泊商品は補助対象となるか。 宿泊代金の価格操作が可能な（価格決定権のある）宿泊施設が、本事業の対象
となる自らの商品に限定して、ポイントを付与することはできません。いったん価
格を引き上げた上でポイントを付与することにより、補助金を不当に多く引き出す
行為が想定されるためです。
ただし「第三者の原資により付与されているもの」「本事業開始前より恒常的に顧
客販促で適用されているもの」「広く全ての会員に適用されるもの」等の付与を妨
げるものではありません。

32

宿泊代金を各種ポイントやマイル、ギフト券等で支払うことは可能か。 個人が保有するポイント類、ギフト券等、名称の如何を問わず、「利用者個人に
付帯するもの」等を支払い手段として利用する場合については、これらを利用可
能です。

33

全国旅行支援以外の補助制度（市町村の独自割引等）を併せて適用したい
が、販売補助額はどう計算するか。

市町村の独自割引分を総額から先に引き、残った金額を基本宿泊代金として計
算します。
【市町村の独自割引等を併用する場合の計算例】
12,000円の宿泊で、市町村が3,000円引きする場合
販売補助額：（12,000円－3,000円）×20％＝1,800円

34
全国旅行支援の補助と市町村の独自割引等を併用して、宿泊代金が0円以
下になるが良いか。

市町村の独自割引等の適用後の宿泊代金が、下限（平日3,000円、休日2,000
円）を下回る場合は、本事業の補助金は適用できません。

35 宿泊を伴う旅行商品は宿泊施設で販売できるか。 できません。旅行業法に基づく旅行事業者での販売となります。

36 日帰り旅行商品は宿泊施設で販売できるか。 できません。旅行業法に基づく旅行事業者での販売となります。

37 宿泊施設のデイユース利用は補助金対象か。 対象外となります。

38
宿泊施設の日帰りプラン（食事＋入浴等）は補助金対象か。 宿泊施設での直販は対象外となります。旅行事業者が日帰り旅行として往復の

交通サービスと組み合わせて販売する旅行商品であれば対象となります。

39

宿泊施設でWEB販売する宿泊商品は補助金対象か。 下記条件を満たすフローが構築できる場合に限り可能です。
・キャンペーン対象商品であることを予約画面上で明確に表示する
・利用時に本人確認書類の提示が必要であることを予約画面上で明確に表示す
る
・対象外となる場合は割引適用とならないようにする
・キャッシュバックによる割引額の還元は行わない
→ WEBでは「予約のみ」とし決済は「現地決済」として頂くのが望ましいです。（当
日宿泊者全員の本人確認・居住地確認を行い対象者は割引額を引いて現地決
済、対象外の場合は通常料金で現地決済の形を取る）

40

販売価格の明示の仕方について教えてほしい 対象商品の販売に関しては、「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」割引適用商
品であることを明らかにするとともに、本来の価格と割引後の価格（補助適用後
の価格）を明示し、その差額に対し助成があることを利用者が明確に認知できる
ようにすることが必要です。

41 公費による公務員の出張において、本事業の補助金対象となるか。 公費によるものは補助の対象外です。

42
企業の出張案件等のビジネス利用は補助金対象となるか。 補助金の対象となります。企業名での領収書発行も可能ですが、割引額を引い

た金額での発行となります。

43 修学旅行を含む教育旅行は、本事業の補助金対象となるか。 補助金の対象となります。

44

大会への参加目的の旅行は補助金対象となるか。 補助金の対象となります。
ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監
督、コーチ、スタッフ等による大会への出場およびその運営や補佐を目的とした
旅行は、大会運営側より宿泊箇所が指定されること等を事由として「旅行全体」
が本事業の対象外となります。

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

※参加者の応援をするために個人として予約される旅行は通常通り補助金の対
象です。
（例）
○大会本部外の応援団（保護者、ベンチ外部員、学校関係者等）、見学者等

45 利用回数の制限はあるか。 回数制限は設けていないため、何度でも利用可能です。

46

宿泊施設への直接予約でチェックアウト時に決済の場合、その時点での割引
申請でも良いか。

不可です。割引適用は「事前に確定している」宿泊料金・旅行代金に対して行うこ
と、及び利用者の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を遵守することへの
同意が予めあった上で行うこととなっているためです。

47

当日の（予約なし）飛び込みのお客様にも適用可能か。 当日のお客様でもチェックイン前に ①宿泊者全員の身分証明書の確認、②利用
証明書を作成しお客様の署名を頂く、③電子クーポンの配付ができれば適用可
能です。①～③全てがその段階でできなければ適用不可となります。

48
予約がキャンセルとなった場合はどうなるか。 本キャンペーンの割引を受ける前の通常料金に対してキャンセル料がかかりま

す。なお、キャンセル料は旅行者の負担となります。

49

予算配分はあるのか。 令和5年4月1日（土）出発分（4月1日チェックイン分）から6月30日（金）出発分（7
月1日チェックアウト分）までの予約は事業者ごとの予算制限を設けないこととし
ます。※宿泊施設への直接予約は4月7日（金）で終了しました。

50

割引額の請求の際の報告書類は。 「実績報告書 兼 請求書（様式第５号）」「実績内訳シート（様式第６号）」となりま
す。
使っ得！にいがた旅割キャンペーン公式ホームページよりダウンロードできます。
※分からない場合は事務局へお問い合わせ下さい。

51
報告書類の提出先、提出方法は。 原則、データでのメール送信による提出とします。

送信先：toiawase＠tsukattku.com



52

報告書類の提出期限、振込時期は。 各月1日から末日までの実績について翌月15日までに提出下さい。
提出後、事務局が内容を審査し適正な内容であると確認した日から30日以内に
振込をいたします。

53

連泊の場合、電子クーポンはどのように発行・配付するのか。 regionPAY管理画面にて「チェックイン日」「宿泊数」を入力すると、連泊期間中全
てのクーポン金額が自動的に計算され1枚で発行されますので、こちらを印刷し
てお渡し頂きます。（手計算の必要はありません）
電子クーポン発行についての詳細は別冊「regionPAY管理画面マニュアル」を参
照下さい。

54

電子クーポンをお客様へ渡した後に急遽キャンセルが出た場合はどうするか。
電子クーポンを間違ってお客様へ渡してしまった場合はどうするか。

【クーポン未使用】の場合
→ regionPAY管理画面マニュアル記載のキャンセルの方法に沿って、クーポンを
使用される前（アプリチャージされる前を含む）に管理画面でキャンセル処理を
行って下さい。

【アプリチャージ済だがクーポン未使用の場合】
→ 事務局側にて紙戻し処理を行います。この事象の際は事務局へご連絡下さ
い。処理完了後、管理画面からキャンセル処理を行って下さい。

【クーポン使用済】の場合
→ 利用者がクーポンを使用済の場合はキャンセルができません。この事象の際
は事務局へご連絡下さい。

55

電子クーポンはどこで使えるのか。 新潟県内の登録加盟店で使えます。加盟店は随時参画募集としており、最新情
報は使っ得！にいがた旅割キャンペーン公式ホームページより確認できます。
※利用者はregionPAYのアプリからもご確認頂けます。

56 電子クーポンは宿泊代金の残額や次回宿泊時の支払いに利用可能か。 不可です。

57
素泊まり予約でチェックインし、当日追加した食事代を電子クーポンで支払うこ
とは可能か。

その宿泊施設が地域クーポン取扱店舗としての登録もしていれば可能です。

58
お客様へ渡した電子クーポンの管理（番号の記録等）はする必要があるか。 発行履歴・記録はregionPAYの管理画面にデータで蓄積されるため、券番管理は

不要です。

59
電子クーポン（取得台紙）を紛失してしまった場合はどうするか。 クーポンを使用される前（アプリチャージされる前を含む）であればregionPAY管

理画面から再発行が可能です。

60

民泊施設や農泊施設の登録可否について確認したい。 民泊施設の場合、「旅行事業者経由」であれば販売可となります。農泊施設も同
様です。民泊・農泊施設による直接販売は対象外となりますのでご注意下さい。
なお、旅行事業者経由の販売のみであっても民泊・農泊施設の「宿泊対象事業
者」としての登録は必要となります。

61

振込時の名義はどうなるか。 「使っ得にいがた県民割キャンペーン事務局」名で振込いたします。


