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はじめに１

年明け以降の「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」の大きな変更点は下記4つとなります。

参画にあたってはこちらの条件を踏まえて正しく対応頂くことを前提といたします。

変更点

１

変更点

２

変更点

３

・割引率が40％から「20％」へ変更

・割引上限額が5,000円から「3,000円」へ変更

・宿泊代金の下限が平日5,000円以上・休日2,000円以上から

「平日3,000円以上・休日2,000円以上」へ変更

→ 間違い防止のため、割引額の正確な算出に関しては事務局が用意する

「料金計算シート」を引き続き活用頂きます

割引条件の大幅な変更

地域クーポンの概念の変更

・紙のクーポン券からQRコード付の電子クーポン（regionPAY）へ変更

・1人1泊あたり平日3,000円・休日1,000円から「平日2,000円・休日1,000円」へ変更

※電子クーポンへの変更に伴い、regionPAYのシステムを使った管理が必須となります

※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、券番管理と

クーポン配付に関する事務局への報告は不要となります

本人確認書類の一部変更（緩和）

2点で認められるとしていた書類も「1点で認められる」書類とする

→ 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（全て有効期間内のもの）

※もともと1点で認められるとしていた書類も引き続き有効です。

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、

障害者手帳等各種福祉手帳、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

詳細の説明はｐ26を参照下さい。

年明け以降

変更点

４

ワクチン・検査パッケージ運用の一部変更

・ワクチン接種歴又は検査結果通知書の提示が不要となっている12歳未満の利用者は

「同居する」親等の監護者の同伴時のみに変更

（同居しない親等の監護者が同伴する場合は12歳未満であってもワクチン接種歴又は

検査結果通知書の提示が必要 ※この場合ワクチン接種歴は2回目までの接種歴で可）

・ワクチン接種歴又は検査結果通知書の提示が不要となっている「学校等の活動」に係る

利用者について、「学校等」には保育所、認定こども園、児童福祉法における児童福祉

施設を含む運用に変更

・検査結果通知書を利用し、宿泊施設を変えて複数泊する場合は、旅行開始日以降の全

ての日の宿泊を確認できる書類（領収書等）の提示があれば旅行開始日時点で有効な

検査結果通知書を旅行期間中全てにおいて有効とする
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はじめに１

運用継続

１

運用継続

２

運用継続

３

OTA（楽天・じゃらん等）経由の予約の本キャンペーンにおける定義は「OTAでシステム上割

引が適用され、施設への通知時点でお客様の支払い金額が割引後料金で表示されている

もの」となります。

OTAの販売開始日はOTAのシステム設定（予算原資投入）完了後になるため、キャンペー

ンで定めた予約開始日と一致せず遅れる場合があります。

・OTAのシステム設定完了前に入っていた「通常予約」

・OTAの原資が尽きて割引設定のされなくなった「通常予約」

これらに関しては全て割引適用外であり、たとえ宿泊施設様がオリジナルで「旅割対象プラ

ン」という名前で販売していても、これを直受け予約にすり替えて施設の予算で割引を行うこ

とと地域クーポンを渡すことは不可となります。

OTA経由の予約と直受け予約は明確に区別をして下さい。

OTA経由の予約については施設様への原資の支払いはOTAが行うため、事務局へ請求す

ることはできません。

OTA経由の予約の「直受け予約」へのすり替え厳禁

本人確認（身分証明書等の確認）の徹底

各市町村の独自割引等との併用時の手順

本キャンペーンは大前提として、割引を適用する全てのお客様の本人確認（身分証明書等

の確認）が必要です。

ところがワクチン・検査パッケージの対応不要に引っ張られ「親等の監護者が同伴する12歳

未満の利用者」に対して本人確認（身分証明書等の確認）をしていない ケースがありました。

これは間違いです。ワクチン・検査パッケージが不要の方にも本人確認は必ず必要です。

ワクチン接種歴・検査結果の確認が不要となった5月8日以降も本人確認は継続します。

目的は下記の通りです。

・日本国内に間違いなく居住している（居住実態がある）ことを確認するため

・事業停止中（補助金対象外）の都道府県の居住者でないことを確認するため

併せて、年明け以降の「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」においても運用を継続していく内容を共有します。

間違いやすい部分でもありますので、再度正しく認識頂きますようお願いいたします。

年明け以降

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する

一方、利用者が会員等の資格として保有するポイントやマイレージを支払い手段として

用いるものはこれにあたりません。

（市町村の独自割引等を利用した際の割引例：宿泊代金 10,000円 市町村割引 3,000円の場合）

宿泊代金（10,000円）から市町村割引（3,000円）分を差し引いた額をもとに基本宿泊代金を算出。

10,000円 － 3,000円 ＝ 基本宿泊代金は7,000円

7,000円 × 20％ ＝ 割引額は1,400円

お客様支払額（80％）

5,600円
割引額（20％）

1,400円
市町村の割引等

3,000円

市町村等の割引適用後の7,000円が割引補助額の算出基準
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使っ得！にいがた旅割キャンペーンとは２

名称 全国旅行支援（新潟県内での名称「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」）

宿泊期間

予約期間

・宿泊商品

【宿泊期間】
①令和5年1月10日（火）チェックイン分 ～ 4月1日（土）チェックアウト分まで
②令和5年4月1日（土）チェックイン分 ～ 7月1日（土）チェックアウト分まで
※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

【予約期間】 ①令和4年12月26日（月） ～ 令和5年3月31日（金）
②令和5年3月27日（月） ～ 6月30日（金） 予算がなくなり次第終了

※宿泊を伴う旅行商品、日帰り旅行商品は旅行会社が造成・販売する商品と
なるため、本マニュアルでは掲載を省略します。

宿泊代金割引補助額
（補助による割引）

宿泊代金の20％ 1円未満切り捨て
ただし割引上限額 ： 3,000円（1人1泊あたり）までの補助となる

※宿泊を伴う旅行商品、日帰り旅行商品は旅行会社が造成・販売する商品と
なるため、本マニュアルでは掲載を省略します。

地域クーポン 平日 ： 2,000円 休日 ： 1,000円
（1人1泊あたり）

電子クーポン（regionPAY）の運用とする
有効期間は宿泊（旅行）開始日の0:00から旅行終了日の23:59まで

補助対象となる商品の
販売者

（以下「宿泊事業者」とい
う。）

次の登録等をしているものとする。

・旅館業法第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

・クルーズ船、夜行フェリー、寝台列車等の移動交通機関等

（ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕・毛布

その他の寝具が提供されているものに限る）

次のものは利用者への直接販売はできないが、「旅行業者・OTA経由」であれば

販売することを可能とする。その際も宿泊事業者としての登録が必要となる。

・住宅宿泊事業法（民泊新法）第3条第1項の届出にかかる住宅

・国家戦略特別区域法第13条第1項の認定を受けた事業を営む施設

補助対象となる商品

宿泊代金の下限

利用対象者

＜宿泊商品＞
使っ得！にいがた旅割キャンペーンに参画登録している宿泊施設で提供される

宿泊サービスを含む商品（宿泊代金の下限 平日：3,000円 休日：2,000円）
※利用開始時と利用終了時が同日であるデイユースを除きます。
※対象者は日本国内に居住する（居住実態のある）利用者に限ります。

宿泊制限 一つの予約において 7泊分までが補助対象 ※利用回数の制限はありません。

１．基本ルールの概要

感染症対策 各種業界団体が定める新型コロナウイルス対応ガイドラインを遵守
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使っ得！にいがた旅割キャンペーンとは２

【既存予約の取扱いについて】

事業期間内であっても新潟県の判断で新規予約の受付を停止することがあります。予算執行上の理由で新規予

約が停止された場合においては、既に予約済の宿泊商品への補助は可能です。

宿泊施設への直接予約は令和5年4月7日（金）で終了しました。

【平日と休日の取扱いについて】

本事業における平日と休日の定義は次の通りです。各日のカレンダーはP12～15を参照下さい。

○ 宿泊日とその翌日がともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合、その宿泊は「休日」とする

○ 上述の定義における休日以外の宿泊は「平日」とする（祝日でない金曜や、翌日が休日でない祝日等は平日）

【宿泊施設の登録制について】

補助の対象となる宿泊サービスは、キャンペーンに参画登録している宿泊施設にて提供される必要があります。

宿泊日に参画登録がない宿泊施設での宿泊は補助の対象外です。

参画宿泊施設は「新規登録、登録取消、参加停止等」の処理により、随時変動します。

最新の参画宿泊施設は「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。

【補助対象商品の予約期間について】

既に予約されている予約は対象外となります。

新潟県の販売開始日以降に予約がなされた対象宿泊商品のみが補助の対象となります。

※令和5年4月1日（土）チェックイン分～7月1日（土）チェックアウト分までの販売開始日：令和5年3月27日（月）
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使っ得！にいがた旅割キャンペーンとは２

【事業停止中の都道府県から出発する旅行（宿泊）の取扱いについて】

感染状況等により事業が停止された都道府県の全部または一部の区域から出発する旅行（宿泊）は、次のア）～

ウ）のいずれに該当するかを確認の上でご対応下さい。

なお、記載内容はあくまでも「補助の対象となるかどうか」についてを示すものであり、当該都道府県を含む商品

の販売・造成を妨げるものではありません。

ウ）国がA県の感染状況が相当程度悪化していると判断した場合
（ア）の場合でも、（イ）の場合でも双方への旅行において補助金の適用はされない。

措置区域
（事業停止）

区域外

イ）A県の一部区域が緊急事態宣言措置区域またはまん延防止等重点措置区域となる場合

①B県の居住者が事業停止のA

県へ旅行する場合は補助金の適

用はされない。

ア）感染状況等を考慮した上で、A県（知事）の判断で事業停止する場合

A県 B県

A県
①当該措置区域では双方への

旅行において補助金の適用はさ

れない。

B県

【例】A県にて事業が停止される場合

事業実施中

事業実施中

事業停止

※事業を停止した都道府県の情報は各都道府県ウェブサイト等にて確認下さい。

②A県の措置区域外では双方

への旅行において補助金の適

用可能。

③「②」において、A県の判断で

措置区域外も事業停止となる場

合、A県への旅行に補助金は適

用されない。

②A県の居住者が事業実施中の

B県へ旅行する場合は補助金の

適用可能。

１

2

1

２

3
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使っ得！にいがた旅割キャンペーンとは２

２．補助金交付額

【割引補助額の上限額】（税込）

宿泊代金（100％）

お客様支払額

総
額
の 80%

割引補助額

総
額
の 20%

＋

地域クーポン

1人1泊あたり 3,000円

〇 割引補助額は総額の20%に相当する額か、上限額（1人1泊あたり3,000円）のいずれか低い方とします。

（割引補助額は1円未満切り捨てで計算）

〇 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、1予約当たりの補助対象泊数は7泊分までとします。

（連泊か否かを問わず１予約につき7泊まで）

〇 子どもや無賃幼児も1人として計算し、条件を満たす場合には地域クーポンの配付対象となります。

〇 地域クーポンは、平日2,000円、休日1,000円を配付します。

※平日と休日の詳細はP12～15参照

〇 宿泊代金の総額は割引補助額と地域クーポン配付額の合計を下回らないことが大前提となります。

※ 1人1泊あたりの宿泊代金は「ならし（総額÷人数）代金」で計算（P16参照）

平日 2,000円
休日 1,000円

補助金

地
域
の
飲
食
店
・

土
産
物
店
等

手配

手配

購入

割引
（旅行代金の20％）

※ほか詳細ルールは
「統一窓口」で規定

購入

割引（総額の20％）
※1人1泊あたりの「宿泊代金」の下限
平日：3,000円以上 休日：2,000円以上

（割引額上限3,000円）

地域クーポン付与額
平日：2,000円 休日：1,000円

上記「地域クーポン」を利用して購入

旅
行
者

交
通
機
関
・

飲
食
店
等

宿
泊
施
設

旅
行
事
業
者

（旅
行
会
社
・Ｏ
Ｔ
Ａ
）

宿泊代金
（1人1泊当たり）

宿泊代金
割引

地域クーポン

3,000円以上 20％
（※上限3,000円）

2,000円

3,000円未満 割引なし 配付なし

＜平日における宿泊代金の下限（「ならし」で計算）＞

＜休日における宿泊代金の下限（「ならし」で計算）＞

宿泊代金
（1人1泊当たり）

宿泊代金
割引

地域クーポン

2,000円以上 20％
（※上限3,000円）

1,000円

2,000円未満 割引なし 配付なし
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使っ得！にいがた旅割キャンペーンとは２

① 宿泊予約を捏造していないこと

・旅行者が予約した宿泊施設には必ず旅行者の参加、宿泊実態があることが補助の条件となります。

・宿泊日、宿泊者が確定しない予約や、権利放棄を前提とした宿泊商品は補助対象外です。

② 事前に予約を行っていたもののみが補助対象となる

・入湯税、サービス料、保険料も商品の中に含まれていれば、補助対象です。

・商品に含まれる食事は補助対象ですが、現地で追加注文した食事や飲み物は補助対象外です。

③ 宿泊代金の水増しにつながる行為は補助対象外となる

・詳細は下記「４.宿泊商品に含められないもの」を参照下さい。

④ 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」への販売は補助対象です。

・居住実態のない訪日外国人は補助対象外です。

・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）は対象外です。

⑤ 参画登録のない宿泊施設の販売は補助対象外となる

・補助金を適用して販売される宿泊施設は、「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」に宿泊施設として

参画登録していることが必須となります。

３．補助対象となる商品を販売する際の留意点
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４．宿泊商品に含められないもの

次のものは、補助対象とする宿泊商品に含めることはできません。

①現金および現金同等に扱われる金券、換金目的又は換金性の高いもの

○現金および金券類（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 紙・デジタルを問いません）

ただし、次の（ア）～（ウ）の全てを満たすものに限っては商品に含めることが可能です。

（ア）使途となる物品またはサービスが、券面に記録されたものである

ただし宿泊施設の館内利用券に限り金額の明示は可能

（イ）使途が具体的に特定されている、または限定された複数の使途の中から

ひとつを選択して利用するもの

（ウ）旅行（宿泊）期間内に目的地でのみ利用できるもの

○収入印紙や切手

②自社で価格決定をする宿泊商品に対して付与する割引クーポン

→ 付与することは制限しませんが、本事業の割引額を算出する前に適用下さい。

（例 10,000円の宿泊で1,000円の割引クーポンを利用する場合は、1,000円分を事前に引いた9,000円を

基本宿泊代金し割引額を算出）

③自社で価格決定をする宿泊商品に対して付与するポイント等

→ 付与できません。

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。
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【補助対象とする宿泊商品の基準・考え方について】

次の基準・考え方に照らして宿泊商品を造成・販売下さい。基準・考え方を満たさない場合には、商品自体が
補助の対象外となります。

① 感染拡大防止の観点から問題がないこと

各種業界団体が定める新型コロナウイルス対応ガイドラインを遵守していることが前提です。

② 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の内容は、宿泊地及び周辺の消費に寄与している（目的地に関連

している）必要があります。

③ 宿泊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

物品やサービス等は旅行期間中に利用者が享受できるものが基本となります。

④ ライセンスや資格の取得を目的としない（代金に含んでいない）こと

商品の主たる内容が、宿泊を必然としない個人の利得となる資格取得である場合は対象外とします。

①～④の判断基準を踏まえた上で、社会通念上の観点も含めて総合的に判断します。

対象となる商品例 対象外となる商品例

● 大学ドライブサークルの合宿
● 小学校のスキーレッスン校外学習
● モーニングヨガ体験付き宿泊

●運転免許取得合宿（免許取得費が代金に含まれる）
●スキーの検定取得宿泊（検定費が代金に含まれる）

●適切に感染対策を行った団体の宿泊 ●接待を伴うコンパニオン付き宴会を伴う宿泊商品

●宿泊施設近隣の食事施設で夕食をとれる
金額不記載の食事権利書を付帯した商品

●宿泊代金が1万円の旅館において、特産の
果物2千円相当が土産に付く宿泊商品

●通常の宿泊料金の水準を超えた、宿泊地及び周辺
での消費にあたらない有名ブランドの化粧品付き
宿泊商品

●お部屋に地域特産の果物盛り合わせが
サービスされる商品

●後日自宅に地域特産の果物が宅配で届く宿泊商品

旅行・宿泊は多様な価値創出や企画によって成立するものであることを踏まえ、上述の基準・考え方に照らして個
別具体的に補助の対象外とするか否かを判断します。補助の対象になるか判断に迷われる場合には、事務局に
事前にご相談ください。ご相談なく造成・販売されたものが、補助金実績報告の段階で補助対象外と判断された場
合、補助金の支払いは受けられません。
また、補助対象として不適切と判断された商品であっても、不適切となる商品やサービスが明確に区分でき、利用
者に代金として分けて提示・販売された場合は、宿泊部分のみは補助対象となる場合があります。
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５．特に留意すべき宿泊の特例

公費出張は補助の対象外です。

学校教育法の定める「学校」及び「専修学校」が主体となり実施される修学旅行等の教育を目的とした旅行は、
教育的配慮から本事業の対象とします。

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（宿泊）者が任意の宿泊施設を選択することができません。旅行（宿泊）者への公平な商品の提
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（宿泊）は「旅行（宿泊）全体」が本事業の対象外となりますのでご
注意下さい。
この取扱いを求める特定の大会は次の9つのみです。
また、この規定は配宿行為を伴わない宿泊（参加者の応援をするためのいわゆる応援団による宿泊）を制限す
るものではありません。

○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）

（１）公費出張

（２）教育旅行

（３）配宿行為を伴う特定の大会への参加を目的とする旅行
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６．平日・休日の詳細およびクーポンの配付金額について

○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」として扱い、

それ以外を「平日」として扱います。

各日の宿泊代金の下限（1人1泊あたり）

○平日：3,000円 ○休日：2,000円

各日の地域クーポン配付金額（1人1泊あたり）

○平日：2,000円 ○休日：1,000円

平日・休日および各日の宿泊代金の下限カレンダー／宿泊商品の場合（宿泊日ベース）

1月 2月

17(火) 平日(3,000円) 1(水) 平日(3,000円) 17(金) 平日(3,000円)

18(水) 平日(3,000円) 2(木) 平日(3,000円) 18(土) 休日(2,000円)

19(木) 平日(3,000円) 3(金) 平日(3,000円) 19(日) 平日(3,000円)

20(金) 平日(3,000円) 4(土) 休日(2,000円) 20(月) 平日(3,000円)

21(土) 休日(2,000円) 5(日) 平日(3,000円) 21(火) 平日(3,000円)

22(日) 平日(3,000円) 6(月) 平日(3,000円) 22(水) 平日(3,000円)

23(月) 平日(3,000円) 7(火) 平日(3,000円) 23(木) 平日(3,000円)

24(火) 平日(3,000円) 8(水) 平日(3,000円) 24(金) 平日(3,000円)

25(水) 平日(3,000円) 9(木) 平日(3,000円) 25(土) 休日(2,000円)

10(火) 平日(3,000円) 26(木) 平日(3,000円) 10(金) 平日(3,000円) 26(日) 平日(3,000円)

11(水) 平日(3,000円) 27(金) 平日(3,000円) 11(土) 休日(2,000円) 27(月) 平日(3,000円)

12(木) 平日(3,000円) 28(土) 休日(2,000円) 12(日) 平日(3,000円) 28(火) 平日(3,000円)

13(金) 平日(3,000円) 29(日) 平日(3,000円) 13(月) 平日(3,000円)

14(土) 休日(2,000円) 30(月) 平日(3,000円) 14(火) 平日(3,000円)

15(日) 平日(3,000円) 31(火) 平日(3,000円) 15(水) 平日(3,000円)

16(月) 平日(3,000円) 16(木) 平日(3,000円)
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除
外
期
間

3月

1(水) 平日(3,000円) 17(金) 平日(3,000円)

2(木) 平日(3,000円) 18(土) 休日(2,000円)

3(金) 平日(3,000円) 19(日) 平日(3,000円)

4(土) 休日(2,000円) 20(月) 平日(3,000円)

5(日) 平日(3,000円) 21(火) 平日(3,000円)

6(月) 平日(3,000円) 22(水) 平日(3,000円)

7(火) 平日(3,000円) 23(木) 平日(3,000円)

8(水) 平日(3,000円) 24(金) 平日(3,000円)

9(木) 平日(3,000円) 25(土) 休日(2,000円)

10(金) 平日(3,000円) 26(日) 平日(3,000円)

11(土) 休日(2,000円) 27(月) 平日(3,000円)

12(日) 平日(3,000円) 28(火) 平日(3,000円)

13(月) 平日(3,000円) 29(水) 平日(3,000円)

14(火) 平日(3,000円) 30(木) 平日(3,000円)

15(水) 平日(3,000円) 31(金) 平日(3,000円)

16(木) 平日(3,000円)
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４月 ５月

1(土) 休日(2,000円) 17(月) 平日(3,000円) 17(水) 平日(3,000円)

2(日) 平日(3,000円) 18(火) 平日(3,000円) 18(木) 平日(3,000円)

3(月) 平日(3,000円) 19(水) 平日(3,000円) 19(金) 平日(3,000円)

4(火) 平日(3,000円) 20(木) 平日(3,000円) 20(土) 休日(2,000円)

5(水) 平日(3,000円) 21(金) 平日(3,000円) 21(日) 平日(3,000円)

6(木) 平日(3,000円) 22(土) 休日(2,000円) 22(月) 平日(3,000円)

7(金) 平日(3,000円) 23(日) 平日(3,000円) 23(火) 平日(3,000円)

8(土) 休日(2,000円) 24(月) 平日(3,000円) 8(月) 平日(3,000円) 24(水) 平日(3,000円)

9(日) 平日(3,000円) 25(火) 平日(3,000円) 9(火) 平日(3,000円) 25(木) 平日(3,000円)

10(月) 平日(3,000円) 26(水) 平日(3,000円) 10(水) 平日(3,000円) 26(金) 平日(3,000円)

11(火) 平日(3,000円) 27(木) 平日(3,000円) 11(木) 平日(3,000円) 27(土) 休日(2,000円)

12(水) 平日(3,000円) 28(金) 平日(3,000円) 12(金) 平日(3,000円) 28(日) 平日(3,000円)

13(木) 平日(3,000円) 13(土) 休日(2,000円) 29(月) 平日(3,000円)

14(金) 平日(3,000円) 14(日) 平日(3,000円) 30(火) 平日(3,000円)

15(土) 休日(2,000円) 15(月) 平日(3,000円) 31(水) 平日(3,000円)

16(日) 平日(3,000円) 16(火) 平日(3,000円)
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６月

1(木) 平日(3,000円) 17(土) 休日(2,000円)

2(金) 平日(3,000円) 18(日) 平日(3,000円)

3(土) 休日(2,000円) 19(月) 平日(3,000円)

4(日) 平日(3,000円) 20(火) 平日(3,000円)

5(月) 平日(3,000円) 21(水) 平日(3,000円)

6(火) 平日(3,000円) 22(木) 平日(3,000円)

7(水) 平日(3,000円) 23(金) 平日(3,000円)

8(木) 平日(3,000円) 24(土) 休日(2,000円)

9(金) 平日(3,000円) 25(日) 平日(3,000円)

10(土) 休日(2,000円) 26(月) 平日(3,000円)

11(日) 平日(3,000円) 27(火) 平日(3,000円)

12(月) 平日(3,000円) 28(水) 平日(3,000円)

13(火) 平日(3,000円) 29(木) 平日(3,000円)

14(水) 平日(3,000円) 30(金) 平日(3,000円)

15(木) 平日(3,000円)

16(金) 平日(3,000円)
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７．割引補助額の適用方

割引補助額の算出方法は次の手順で行います。（※割引補助額は上限額以内となります。）

《手順》
①宿泊日ごとに、宿泊代金の総額を人数で割った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します。（人数には子供や無賃幼児等も含めます）

②①を満たさない場合は、単価の低い子供や無賃幼児等を割引対象外にして計算します。

③宿泊日ごとに、宿泊代金総額に対して20％を乗じます。
（宿泊者が複数いる場合は、宿泊者全員の宿泊代金を足し上げた総額に対して、20％を乗じます）

④1人1泊あたりの割引上限額（3,000円）を、参加人数で乗じます。

⑤上記③と④のうち、低い方の金額を実際の割引補助額とします。

金額の低い8,000円を補助

＋地域クーポン 2,000円×4名分 を配付

宿泊商品 1泊（平日）
大人:15,000円（2人）
子供:5,000円（2人）

参加の場合

【平日/4人】 宿泊代金総額 40,000円

1人1泊あたりの「ならし」代金 40,000円÷4人＝10,000円（＞3,000円）

●割引補助額
・宿泊代金総額の20％ 40,000円×20％＝8,000円
・上限額 3,000円×4人 ＝ 12,000円

金額の低い1,800円を補助

＋地域クーポン 2,000円×3名分 を配付

宿泊商品 1泊（平日）
大人:3,500円（2人）
子供:2,000円（2人）

参加の場合

【平日/4人】 宿泊代金総額 11,000円

1人1泊あたりの「ならし」代金 11,000円÷4人＝2,750円（＜3,000円）

「ならし」代金を3,000円以上にするため、「3人」で再計算

【平日/3人】 宿泊代金総額 9,000円（子供2,000円×1名分を引く）

1人1泊あたりの「ならし」代金 9,000円÷3人＝3,000円（≧3,000円）

→ 割引適用人数： 3人 宿泊代金総額： 9,000円 で確定

●割引補助額
・宿泊代金総額の20％ 9,000円×20％＝1,800円
・上限額 3,000円×3人 ＝ 9,000円
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金額の低い2,200円を補助

＋地域クーポン 1,000円×4名分 を配付

宿泊商品 1泊（休日）
大人:3,500円（2人）
子供:2,000円（2人）

参加の場合

【休日/4人】 宿泊代金総額 11,000円

1人1泊あたりの「ならし」代金 11,000円÷4人＝2,750円（＞2,000円）

●割引補助額

・宿泊代金総額の20％ 11,000円×20％＝2,200円
・上限額 3,000円×4人 ＝ 12,000円

宿泊商品 1泊（平日）
大人:2,000円（2人）
大人:2,500円（1人）

参加の場合

割引適用不可

【平日/3人】 宿泊代金総額 6,500円

1人1泊あたりの「ならし」代金 6,500円÷3人＝2,166円（＜3,000円）

※そもそも単価3,000円以上の利用者が一人もおらず、割引適用不可

宿泊商品 1泊（休日）
大人:2,000円（2人）
大人:2,500円（1人）

参加の場合

【休日/3人】 宿泊代金総額 6,500円

1人1泊あたりの「ならし」代金 6,500円÷3人＝2,166円（＞2,000円）

●割引補助額

・宿泊代金総額の20％ 6,500円×20％＝1,300円
・上限額 3,000円×3人 ＝ 9,000円

金額の低い1,300円を補助

＋地域クーポン 1,000円×3名分 を配付
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金額の低い9,000円を補助

＋地域クーポン 2,000円×3名分 を配付

【平日/3人】 宿泊代金総額 60,000円

1人1泊あたりの「ならし」代金 60,000円÷3人＝20,000円（＞3,000円）

●割引補助額

・宿泊代金総額の20％ 60,000円×20％＝12,000円
・上限額 3,000円×3人 ＝ 9,000円

1泊あたりの宿泊代金総額 60,000円÷7泊＝8,571円

※これを「平日」「休日」に分けて割引額を計算します。

【平日/3人】 1泊あたりの宿泊代金総額 8,571円

1人1泊あたりの「ならし」代金 8,571円÷3人＝2,857円（＜3,000円）

「ならし」代金を3,000円以上にするため、「2人」で再計算

1人1泊あたりの「ならし」代金 8,571円÷2人＝4,285円（＞3,000円）

→ 割引適用人数： 2人 1泊あたりの宿泊代金総額： 8,571円 で確定

●割引補助額

・1泊あたりの宿泊代金総額の20％ 8,571円×20％＝1,714円
・上限額 3,000円×2人 ＝ 6,000円

【休日/3人】 1泊あたりの宿泊代金総額 8,571円

1人1泊あたりの「ならし」代金 8,571円÷3人＝2,857円（＞2,000円）

●割引補助額

・1泊あたりの宿泊代金総額の20％ 8,571円×20％＝1,714円
・上限額 3,000円×3人 ＝ 9,000円

宿泊商品 1泊（平日）
大人:30,000円(2人) 
幼児: 0円(1人)

参加の場合

セット商品 7泊（平日＆休日）
大人:30,000円(2人) 
幼児: 0円(1人)

参加の場合

【平日】金額の低い1,714円を補助

＋地域クーポン 2,000円×2名分 を配付

【休日】金額の低い1,714円を補助

＋地域クーポン 1,000円×3名分 を配付
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利用条件・事業者参加条件について３

１．利用条件

キャンペーンの利用者には、下記の条件を求める。

新型コロナウイルスのワクチン接種済であること又は検査結果が陰性であることが利用条件となる。
利用時に住所の分かる本人確認書類（身分証明）及び以下①②いずれかの提示が必要。

①ワクチン接種歴（３回目接種済であること）
… 「接種済証」「接種記録書」「接種証明書」等 （原本以外に画像や写し等の提示も可）

※新潟県民は２回目接種から１４日以上経過で可とする。

②検査結果通知書
… 「PCR検査等」は検体採取日＋３日が有効期限

「抗原定性検査」は検体採取日＋１日が有効期限

※同居する親等の監護者が同伴する１２歳未満の利用者は①②の対応は不要。（本人確認書類のみ）
→ 同居しない親等の監護者が同伴する１２歳未満の利用者は①②の対応が必要となるが、

①ワクチン接種歴については２回目までの接種歴で可とする。（３回目以降の接種歴は不要）

※学校等の活動（修学旅行等の学校行事）に係る利用者は①②の対応は不要。（本人確認書類のみ）
→ 「学校等」には保育所、認定こども園、児童福祉法における児童福祉施設を含む。

【参加条件】
・本マニュアルに示す事業内容等に同意できること。

・本マニュアルに示す手順により、利用実績の報告事務を行うこと。

・本マニュアルに示す「新型コロナウイルス感染症対策に関する事項」の取り組みを実践すること。

・新潟県及び公益社団法人新潟県観光協会が本事業に関する実施状況、実績等について調査を実施
する場合、誠実に対応すること。

・新潟県内の全部又は一部の区域が緊急事態措置区域として公示された場合、まん延防止等重点措置
区域が定められた場合、もしくは感染状況が相当程度悪化していると国が判断する場合には、当該区
域を目的地とする旅行に対しては本事業を一時休止することに同意できること。

【「ワクチン・検査パッケージ」運用条件】
・下記及び次ページに示す取り組みを実践すること。

・直接予約、旅行会社経由、OTA経由いずれの場合も当日対応としてチェックイン時等の本人確認と
併せてワクチン接種歴又は検査結果通知書の確認を実施すること。

【参考】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」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf
※当事業は本ガイドラインに基づき実施いたします。

２．事業者参加条件

キャンペーンの参加事業者には、下記の条件を求める。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf
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商品造成・販売時（宿泊事業者）

販売時に、以下の内容を告知し利用者の同意を得る。

➣対象商品がワクチン接種済（３回目接種済、新潟県民にあっては２回目接種から１４日以上経過）
であること又は旅行開始日・宿泊開始日の３日前以降（抗原定性検査の場合は旅行開始日・宿泊
開始日の前日又は当日）の検体採取による検査結果が陰性であることが条件であること。

➣検査結果通知書は、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、
⑥検査管理者氏名が明記されているものを利用すること。
※抗原定性検査を事業者の管理下で行い、検査結果通知書を発行する場合は、③検査方法の

代わりに使用したキット名を、④検査所名の代わりに事業所名を記載。

➣ワクチン接種歴（予防接種済証等）を撮影した画像や写し等を提示することも可能であること。

➣条件を満たさない場合の対応（取消料の扱い、代金変更が発生する場合はその内容、前日・当日
の連絡先、参加可否 等）。

➣複数人の参加者のグループの一部が条件を満たさない場合の同行者の対応（取消料の扱い、代
金変更が発生する場合はその内容等）。

➣確認書類の持参忘れにより当日までにワクチン接種歴又は検査結果通知書を確認できない場合、
後日の提出は認められないこと。

３

３．ワクチン・検査パッケージの運用

宿泊開始日当日（宿泊事業者）

・ワクチン接種歴又は検査結果通知書の事前確認を実施している場合
当日のチェックイン時等に本人確認のみを行う。

・ワクチン接種歴又は検査結果通知書の当日確認を実施する場合
チェックイン時等に本人確認と併せてワクチン接種歴又は検査結果通知書の確認を行う。

・確認は、宿泊施設のフロントスタッフ等が行う。

・ワクチン接種歴の確認にあたっては、以下を確認する。
➣本人であること（身分証明書等により確認）
➣接種回数が３回であること
※新潟県民は２回でも可（２回目の接種日から１４日以上経過していることを確認）
➣ワクチンのシール（３回目のシールが貼られていることを確認 ※新潟県民は２回目でも可）

・検査結果通知書の確認にあたっては、以下を確認する。
➣本人であること（身分証明書等により確認）
➣検査結果（陰性であることを確認）
➣有効期限（旅行開始日において有効期限を過ぎていないことを確認 ※P19参照）
➣検査方法（PCR検査等 又は 抗原定性検査のいずれかであることを確認）

ワクチン・検査パッケージの運用にかかる詳細フローは下記の通りとなる。

利用条件・事業者参加条件について
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補足：旅行開始日・宿泊開始日と各種確認書類の期間の考え方

（例）旅行開始日・宿泊開始日2月20日の場合

予防接種済証の２回目接種日

2月5日 〇 （2月20日は接種後15日目）

2月6日 〇 （2月20日は接種後14日目）

2月7日 × （2月20日は接種後13日目）

PCR検査等陰性証明の検体採取日

2月16日 × （有効期限2月19日まで）

2月17日 〇 （有効期限2月20日まで）

2月18日 〇 （有効期限2月21日まで）

抗原定性検査陰性証明の検体採取日

2月18日 × （有効期限2月19日まで）

2月19日 〇 （有効期限2月20日まで）

2月20日 〇 （有効期限2月21日まで）

※検査結果を利用し、個別手配の異なる宿泊施設を連続して利用する場合の取扱いについて
は、旅行開始日において有効な検査結果通知書において、旅行期間中は有効な検査結果と
して扱うことを可能とする。旅行開始日の確認については、旅行開始日以降の全ての日の
宿泊を確認できる書類（領収書等）により行うこととする。

３ 利用条件・事業者参加条件について
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ワクチン接種歴の様式イメージと確認事項

＜予防接種済証の場合＞

①接種回数
接種回数が3回であることを確認。
（新潟県民の場合は2回でも可／
2回目以降14日経過していること
を確認）

＜接種記録書の場合＞

＜接種記録書の場合＞

②本人氏名

運転免許書等により、本人のも
のか確認。

３ 利用条件・事業者参加条件について
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＜新型コロナワクチン接種証明書アプリの場合＞

３

ワクチン接種歴の様式イメージと確認事項

＜接種証明書の場合＞

利用条件・事業者参加条件について

①接種回数
接種回数が3回であることを確認。
（新潟県民の場合は2回でも可／
2回目以降14日経過していること
を確認）

②本人氏名

運転免許書等により、本人のも
のか確認。
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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。

３

ワクチン接種歴の様式イメージと確認事項

＜検査結果通知書の様式例＞

利用条件・事業者参加条件について
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４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

１．新型コロナウイルス感染症対策に関する事項 チェックイン時の対応

本事業は、ウィズコロナにおける「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものである。

各種業界団体が定める新型コロナウイルス対応ガイドラインを遵守するほか、次の内容を旅行（宿泊）者に必ず

守っていただき、 安全・安心な旅行をお願いする。

１. チェックイン時の対応
・旅行者全員に本人確認を実施すること。
・チェックイン時に利用証明書内（P27参照）にある「宿泊に関する確認事項」欄にチェック・署名してもらうこと。
（身分証明書を提示／地域クーポンを受領した）

２. 旅行者滞在時の対応

２．本人確認およびワクチン接種歴（又は検査結果通知書）の確認に係る対応

本事業について、各宿泊施設における本人確認およびワクチン接種歴（又は検査結果通知書）の確認に係

る対応は以下の通りとする。

１. 個人・グループ旅行、添乗員が付かない団体旅行
・チェックイン時等に宿泊施設が、宿泊者全員の身分証明書およびワクチン接種歴又は検査結果通知書を
確認する。（身分証明書の氏名とワクチン接種歴又は検査結果通知書の氏名が一致していることも確認）
※全員のワクチン接種歴又は検査結果通知書の事前確認ができている場合は身分証明書のみの確認で可

２. 添乗員が付く団体旅行
・旅行会社において「旅行開始時（当日）に身分証明書およびワクチン接種歴又は検査結果通知書の提示

が必要となること」を予め旅行者に周知し、同意を得ておく。
・当日は添乗員が旅行（宿泊）者全員の身分証明書およびワクチン接種歴又は検査結果通知書を確認する。

宿泊施設は添乗員からその報告を受ける。

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第4版）の定めに準じて対応

https://www.seiei.or.jp/chuoukai/images/guide_ryokan_bcp.pdf
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４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

【参考】上記書類を持たない外国人における本人確認・居住地確認のための書類

本人確認・居住地確認のための書類は次のとおりです。
【在日米軍（軍の構成員）】
・軍発行の身分証明書
【在日米軍（軍属と軍構成員の家族）】
・アメリカ政府発給のパスポート
【外交官】
・外交旅券又は公用旅券
・駐日外国公館に勤務する外交官等に対して発行可能な「住居証明書」等

３．本人確認に必要な書類

本人確認に必要な書類は以下の通りとする。

４．ワクチン接種歴（又は検査結果通知書）の確認に必要な書類

P22～24を参照下さい。

●下記のうちいずれか（全て１点のみで可）

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、障害者手帳等各種福祉手帳、
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ない場合、および記載されている住所と現住所が異なる場合は、
本人確認書類とは別途次の補助書類等もご用意下さい。

＜補助書類等＞
公共料金の領収書（電気・ガス・水道など）、国税又は地方税の領収書又は納税証明書、
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ヶ月以内のもの）、
賃貸借契約書
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①　宿泊施設記入欄（宿泊施設への直接予約の場合に記入）

令和 5 年 月 日から

令和 5 年 月 日まで

適用人泊
（割引対象人泊）

【A】 0 名

総額 - 割引額【Ｃ】 ＝

0 - 0 ＝

電子クーポン
発行金額

【B】 0 円

（本事業の割引額について）

・　（平日）3,000円以上（休日）2,000円以上、14,999円以下は代金の20％割引

・　15,000円以上の場合は、3,000円割引

・　電子クーポンは１名あたり（平日）2,000円（休日）1,000円 

・上記【A】【B】【C】を第6号実績内訳シートの【A】【B】【C】へ入力ください。

②　お客様記入欄

※　すべての項目にチェックをお願いします。

□ 身分証明書を提示しました。

□ 地域クーポンを受領しました。キャンセルとなった場合はキャンセル分の地域クーポンを返却します。

上記の事項について、相違ありません。

※　宿泊施設記入欄

　　　上記の事項について確認しました。

宿泊施設名

担当者名

※　項目にチェックをお願いします。

□ 旅割適用を受けるにあたり、宿泊料金計算シートを使用いたしました。

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）

宿泊代金
割引後代金

0

宿泊日

令和　　年　　月　　日

宿泊に関する確認事項

令和　　　年　　　月　　　日 お客様代表者署名

４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

５．利用証明書の作成・署名取り付け（宿泊施設での直受け予約）

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）を作成の上、当日署名を頂く。

請求時の基礎資料となるが事務局への提出は不要。ただし必要に応じ開示できるよう５年間保管すること。

自動計算部分（直接入力厳禁）
別タブ「料金計算シート（P26）」から入力
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自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円）

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額

1 使っ得　太郎 2月20日 4 15000 対象 40,000

№

料金計算シート（手入力箇所）

自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円） 割引前宿泊代金 割引額 割引後料金
電子クーポン

金額
割引対象人数

自動計算

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額 【C】 【B】 【A】

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

0 0 0 0

割引額総額【C】 電子クーポン金額【B】 割引対象人数【A】

№

料金計算シート（手入力箇所） 自動計算

白色の箇所を入力してください

例：旅行代金内訳

４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

６．料金計算シートの使い方（宿泊施設での直受け予約）

下記「料金計算シート」に必要事項を入力すると割引額、割引後代金および地域クーポン金額が自動計算

され「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）に自動反映される。

１. お名前（代表者名）
・該当予約のお客様代表者の名前を入力する。

１予約を構成するグループ単位の総額計算となるため、代表者のみで可

２. 宿泊日
・該当予約の宿泊日を入力する。

宿泊日ごとに記載のため、２泊の場合は２行に分けて入力
日付は ○/○ で入力 （例 2月20日宿泊の場合は「2/20」 ※全て半角）

３. 割引対象人数
・該当予約の割引対象となる人数を入力する。

割引対象となる人数はP16《手順》①②を参考に算出

４. １人単価 最高金額
・該当予約の中で最も単価の高い人の１人あたり代金を入力する。

５. 割引前宿泊代金（１泊あたりの総額）
・該当予約の宿泊日ごとの総額を入力する。

割引対象となるお客様の代金の総額 ※割引対象とならないお客様の代金は引いて入力

１ ２ ３ ４
ここから右は
自動計算のため
入力しない

2月20日（平日）／割引対象人数 4名（最高単価15,000円）
総額40,000円 の場合は下記のように入力

５

8,000 32,000 8,000 4

割引額総額【C】 電子クーポン金額【B】 割引対象人数【A】
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①　宿泊施設記入欄（宿泊施設への直接予約の場合に記入）

令和 5 年 月 日から

令和 5 年 月 日まで

適用人泊
（割引対象人泊）

【A】 4 名

総額 - 割引額【Ｃ】 ＝

40,000 - 8,000 ＝

電子クーポン
発行金額

【B】 8,000 円

（本事業の割引額について）

・　（平日）3,000円以上（休日）2,000円以上、14,999円以下は代金の20％割引

・　15,000円以上の場合は、3,000円割引

・　電子クーポンは１名あたり（平日）2,000円（休日）1,000円 

・上記【A】【B】【C】を第6号実績内訳シートの【A】【B】【C】へ入力ください。

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）

宿泊代金
割引後代金

32,000

宿泊日

8,000 32,000 8,000 4

割引額総額【C】 電子クーポン金額【B】 割引対象人数【A】

４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

割引額：8,000円
電子クーポン金額：8,000円が
自動算出
利用証明書にも表示されます

自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円）

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額

1 使っ得　太郎 2月20日 4 15000 対象 40,000

№

料金計算シート（手入力箇所）
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４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

宿泊商品 1泊（平日）
大人:3,500円（2人）
子供:2,000円（2人）

参加の場合

【平日/4人】 宿泊代金総額 11,000円

1人1泊あたりの「ならし」代金 11,000円÷4人＝2,750円（＜3,000円）

「ならし」代金を3,000円以上にするため、「3人」で再計算

【平日/3人】 宿泊代金総額 9,000円（子供2,000円×1名分を引く）

1人1泊あたりの「ならし」代金 9,000円÷3人＝3,000円（≧3,000円）

→ 割引適用人数： 3人 宿泊代金総額： 9,000円 で確定

●割引補助額
・宿泊代金総額の20％ 9,000円×20％＝1,800円
・上限額 3,000円×3人 ＝ 9,000円

人数欄に「3」を、割引前宿泊代金に「9,000」を入力

料金計算シートの正しい入力方法 ～事例を基に～

金額の低い1,800円を補助

＋地域クーポン 2,000円×3名分 を配付

自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円）

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額

1 使っ得　二郎 2月20日 3 3500 対象 9,000

№

料金計算シート（手入力箇所）

1,800 7,200 6,000 3

割引額総額【C】 電子クーポン金額【B】 割引対象人数【A】

①　宿泊施設記入欄（宿泊施設への直接予約の場合に記入）

令和 5 年 月 日から

令和 5 年 月 日まで

適用人泊
（割引対象人泊）

【A】 3 名

総額 - 割引額【Ｃ】 ＝

9,000 - 1,800 ＝

電子クーポン
発行金額

【B】 6,000 円

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）

宿泊代金
割引後代金

7,200

宿泊日
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自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円）

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額

1 使っ得　三郎 2月20日 2 2500 割引対象外 6,500

№

料金計算シート（手入力箇所）

自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円）

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額

1 使っ得　三郎 2月20日 3 2500 割引対象外 6,500

№

料金計算シート（手入力箇所）

４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

料金計算シートの正しい入力方法 ～事例を基に～

宿泊商品 1泊（平日）
大人:2,000円（2人）
大人:2,500円（1人）

参加の場合

割引適用不可

【平日/3人】 宿泊代金総額 6,500円

1人1泊あたりの「ならし」代金 6,500円÷3人＝2,166円（＜3,000円）

※そもそも単価3,000円以上の利用者が一人もおらず、割引適用不可

※適用不可のため、入力しても反映されません

※人数だけを「2」に変えて総額を「6,500円」のままにして適用するのは不正行為にあたります

①　宿泊施設記入欄（宿泊施設への直接予約の場合に記入）

令和 5 年 月 日から

令和 5 年 月 日まで

適用人泊
（割引対象人泊）

【A】 0 名

総額 - 割引額【Ｃ】 ＝

0 - 0 ＝

電子クーポン
発行金額

【B】 0 円

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）

宿泊代金
割引後代金

0

宿泊日
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４ 旅行（宿泊）者受入時の遵守事項

料金計算シートの正しい入力方法 ～事例を基に～

宿泊商品 1泊（休日）
大人:2,000円（2人）
大人:2,500円（1人）

参加の場合

【休日/3人】 宿泊代金総額 6,500円

1人1泊あたりの「ならし」代金 6,500円÷3人＝2,166円（＞2,000円）

●割引補助額

・宿泊代金総額の20％ 6,500円×20％＝1,300円
・上限額 3,000円×3人 ＝ 9,000円

平日が適用不可でも休日は適用可
宿泊日欄に「休日の日付（例. 2/25）」を入力

金額の低い1,300円を補助

＋地域クーポン 1,000円×3名分 を配付

自動計算 料金計算シート（手入力箇所）

お名前 宿泊日
割引対象

人数
1人単価
最高金額 割引対象

割引前宿泊代金（税込円）

代表者名
平日3,000円、休日
2,000円以下は対象

外

判定
１泊あたりの総額

1 使っ得　三郎 2月25日 3 2500 対象 6,500

№

料金計算シート（手入力箇所）

1,300 5,200 3,000 3

割引額総額【C】 電子クーポン金額【B】 割引対象人数【A】

①　宿泊施設記入欄（宿泊施設への直接予約の場合に記入）

令和 5 年 月 日から

令和 5 年 月 日まで

適用人泊
（割引対象人泊）

【A】 3 名

総額 - 割引額【Ｃ】 ＝

6,500 - 1,300 ＝

電子クーポン
発行金額

【B】 3,000 円

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（宿泊施設用）

宿泊代金
割引後代金

5,200

宿泊日
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５ 地域クーポン管理

１．地域クーポン配付の流れ（宿泊施設での直受け予約）

地域クーポンは全て宿泊施設での配付となる。

宿泊者宿泊施設

regionPAYで発行
宿泊者に配付（番号管理は不要）

宿泊施設は宿泊者に対し、regionPAYで発行した地域クーポンを配付する。

（発行方法は別冊「regionPAY管理画面マニュアル」を参照）
※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、券番管理は不要とする。

配付後に宿泊内容の変更等（人数減）があり地域クーポンの配付人数や金額が減少する場合には、
宿泊施設の責任において当該地域クーポンを回収しregionPAY管理画面からキャンセルする。

宿泊施設

②発行した地域クーポンを
宿泊者へ配付

①regionPAY管理画面にログインし
地域クーポン発行

宿泊者

・本人確認に不備がある場合
・ワクチン接種歴又は検査結果
通知書に不備がある場合

→ 地域クーポンを配付せず
regionPAY管理画面から
キャンセル処理を行う

●誤ってクーポンを配付してしまった場合や泊数減・人数減に伴ってクーポンの金額・枚数が変わる場合

【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）に宿泊施設が管理画面でキャンセル処理を行う

【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う（この事象の際は事務局へご連絡下さい）

処理完了後、宿泊施設が管理画面でキャンセル処理を行う

【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ない（この事象の際は事務局へご連絡下さい）

https://1.bp.blogspot.com/-ZsRZh52shXU/WWNBGGNeLjI/AAAAAAABFZg/rRxw5r719Jk_ymwSq7sViPCl0DIcHjXigCLcBGAs/s800/travel_happy_family_set.png
https://4.bp.blogspot.com/-LR5Lja-lZ4E/WZVgz8oz0zI/AAAAAAABGE8/dA0DAXWkQFIY23wjjILccR7m8KXHSAzzACLcBGAs/s800/building_hotel_small.png
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５ 地域クーポン管理

２．地域クーポン配付の流れ（旅行会社経由・OTA経由の予約）

補助金振込実施 補助金振込承認

統一窓口の取扱い
主体となる

都道府県の取扱い

参画承認

「統一窓口に業務委
託する全都道府県分」

販売実績報告

旅行事業者

「当該予約が補助対象
である旨と

補助対象人数」の通知

補助金審査管理
システム

(TM2)にて審査

地域クーポン券の
配付を預託

統一窓口

旅行事業者から通知を受けた旅行者へ
地域クーポン券を配付

新潟県
・

新潟県
事務局

「新潟県分」
補助金申請

「統一窓口に業務委
託する各都道府県
分」参画登録申請

審査登録管理
システム

(TM1)にて審査

「新潟県分」
参画申請

管理システム

事務局

統一窓口TM1
TM2

宿泊施設

【旅行会社経由・ＯＴＡ経由の予約の全体像】

全国旅行支援に参画する旅行会社・OTA（以下、「旅行事業者」という。）は、全国の旅行事業者からの申請

等を一括して受け付ける組織である統一窓口共同運営体（以下、「統一窓口」という。）を利用する。
新潟県もこれにならった運用とし、旅行事業者は統一窓口が定めたルールに則った旅行の取扱いを行う。

旅行事業者から「通知」を受けた予約に対し、宿泊施設が地域クーポンを配付
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５

本事業を円滑に実施するため、旅行事業者の本来的業務にかかる部分において、新潟県が定める本事業の運

用の一部を旅行事業者が担う。OTAを含む全ての旅行事業者は、次の（ア）、（イ）を確認の上、それぞれ適切に対

応する。

（ア）旅行者に対する案内義務

本事業の補助金の対象となる商品を販売した場合、旅行事業者は必ず次の内容を旅行者へ周知する。

旅行商品に関連する新潟県の規程を自身で出発までに確認すること

・旅行当日に「本人確認および居住地確認」が実施される

・ワクチン接種歴又は検査結果通知書の確認が実施される 等

（イ）本人確認等を実施する主体者への通知義務

旅行事業者から通知のない限り、「本人確認・居住地確認」、「ワクチン接種歴又は検査結果通知書

の確認」、「地域クーポンの配付」を実施する宿泊施設は、当該予約が本人確認等の対象であること

や、地域クーポンの配付対象であることが分からない。本事業の補助金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宿泊施設へ次

のことを必ず通知する。

（１）旅行事業者が本事業対象の商品を販売する上で必ず対応すること

地域クーポン管理

【旅行事業者の責務】

① 当該旅行が補助の対象予約である旨

② 当該旅行への補助の対象となる人数

③ 利用条件（ワクチン・検査）の事前状況の確認

④ 地域クーポンの配付依頼

≪本人確認および居住地確認の詳細≫

本事業においては、「氏名および住所」が確認できる本人確認書類（運転免許証等）にて、旅行者全員の本

人確認および居住地確認（以下「本人確認等」という）が旅行当日に行われる必要がある。
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（２）旅行者が旅行当日に補助の対象外となった場合

「補助の対象でない商品へ販売補助金を適用して販売した」「補助の対象とならない旅行商品を対象であると誤っ

て通知した」「通知をしなかった」「対象となる人数を誤って通知した」等、旅行事業者の責による宿泊施設での地

域クーポンの誤配付又は配付漏れが起こった場合における、旅行者への対応及び配付済の地域クーポン回収の

責は、旅行事業者が負うものとなる。

一方、宿泊施設が旅行事業者から正しい通知を受けていた場合の責は、宿泊施設が負うものとなる。

（３）旅行事業者に起因する地域クーポンの誤配付等

責任の所在
（旅行者への対応、誤配付分の地域クーポン回収・賠償）

具体的な事由（一例） 旅行事業者 宿泊施設

旅行事業者から宿泊施設へ

通知をしなかった場合
通知の内容を誤った場合

〇 ×

旅行事業者から宿泊施設へ

正しい通知を出していたものの
宿泊施設が失念した場合
解釈を誤って運用した場合

× 〇

５ 地域クーポン管理

グループ内の一部の旅行者が「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補助金適用については、次のとおりとします。

「一人当たりの旅行代金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旅行者のみを補助の対象

外とすることを基本とし、一人当たりの旅行代金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。」

一人当たりの旅行代金を切り分けて算出できる場合
基準を満たしていない１人のみが補助の対象外となる

【例】５人のグループで１人だけが基準を満たしていないケース

旅行者 A B C D E（基準満たさず）

対応 対象 対象 対象 対象 対象外

一人当たりの旅行代金を切り分けて算出できない場合
１人だけが基準を満たしていない場合でも、５人全員が補助の対象外となる

旅行者 A B C D E（基準満たさず）

対応 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外
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地域クーポンは全て宿泊施設での配付となる。

宿泊施設 旅行者旅行事業者

宿泊施設に対し
割引対象者の通知

【注！】OTA経由に限らず「旅行会社経由」の予約も全て宿泊施設での配付です。

【旅行会社経由・OTA経由の予約の地域クーポン配付～管理】

５ 地域クーポン管理

regionPAYで発行
旅行者に配付

旅行事業者は予め宿泊施設に対し、本キャンペーンの割引対象者を特定の上、分かりやすい形での

通知又は連絡を行う。

通知又は連絡を受けた宿泊施設は該当の旅行者に対し、regionPAYで発行した地域クーポンを配付する。
（発行方法は別冊「regionPAY管理画面マニュアル」を参照）

【旅行事業者がやること】
宿泊施設に割引対象者の予約情報と人数を伝え、旅行者への地域クーポン配付を依頼する。

【宿泊施設がやること】
旅行者にregionPAYで発行した地域クーポンの配付を行う。
※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、券番管理は不要とする。

旅行事業者

宿泊施設

①割引対象者の通知

通知なき場合
誤った通知だった場合
→ クーポン配付の誤りは

旅行事業者の責任

③発行した地域クーポンを
旅行者（宿泊者）へ配付

②regionPAY管理画面にログインし
地域クーポン発行

旅行者（宿泊者）

・本人確認に不備がある場合
・ワクチン接種歴又は検査結果
通知書に不備がある場合

→ 地域クーポンを配付せず
regionPAY管理画面から
キャンセル処理を行う

合わせて割引対象外となった
旨を旅行事業者に報告

https://1.bp.blogspot.com/-ZsRZh52shXU/WWNBGGNeLjI/AAAAAAABFZg/rRxw5r719Jk_ymwSq7sViPCl0DIcHjXigCLcBGAs/s800/travel_happy_family_set.png
https://4.bp.blogspot.com/-LR5Lja-lZ4E/WZVgz8oz0zI/AAAAAAABGE8/dA0DAXWkQFIY23wjjILccR7m8KXHSAzzACLcBGAs/s800/building_hotel_small.png
https://4.bp.blogspot.com/-JW4lX36AAB8/WWNAVCPvXSI/AAAAAAABFSU/guokQnAIVAUylabdDlFZifswtMCDKXpZgCLcBGAs/s800/building_ryokou_dairiten.png
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【月次報告】

参画事業者は、各月1日から末日までの実績について翌月15日までに、次の書類を事務局へ提出する。
※直接販売（直受け予約）で割引販売を行う事業者に限る。

旅行会社・OTA経由の予約のみで割引販売を行う事業者は対応不要。

また、取扱実績がない場合は提出は不要とする。

【振込み】

事務局は、割引額原資の請求があった場合には、内容を審査の上、適正な内容であると確認した日から、
30日以内に参画事業者の指定口座に割引額原資を振り込む。

【提出しなければならない書類】

・様式第５号 実績報告書 兼 請求書（宿泊施設用）

・様式第６号 実績内訳シート（宿泊施設用）

※原則、データでのメール送信による提出とする。

送信先： toiawase＠tsukattku.com

【各事業者で保管しておかなければならない書類（提出不要）】
・利用証明書（P27参照）
※事務局及び国の監査機関の求めに応じて提出頂くことがあります。

利用実績報告について

１．利用実績報告
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様式第５号 「実績報告書 兼 請求書（宿泊施設用）」

利用実績報告について

様式第５号（宿泊施設用） 

令和  年   月  日 

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」事務局  様 

 

                        所 在 地 

                       電話番号 

                        施設名称 

代表者氏名                              

担当者氏名 

(登録 No               ) 

 

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」  実績報告書 兼 請求書（     月利用分） 

 令和 5 年   月分の実績に基づき、下記のとおり支援金の請求を行います。 

 

記 

１ 合計利用人数 及び 合計請求額 

合計利用人数 

【A】 

電子クーポン合計付与金額※

直受け予約分のみ【B】 

合計請求額 

【C】 

                              
              人 

                           
               円 

                           
                      円 

※様式第６号-1実績内訳シート（対象事業者用）の記載内容と一致させるようお願いします。 

2 振込先 

金融機関名 （金融機関コード：           ） 

店名 （支店コード：           ） 

預金種別(普通または当座)  

口座番号  

フリガナ  

名義人  

※名義人の名称・フリガナは省略せずに正確に記入してください。 

（正確に記入していただかないと、支払いができない場合があります）  

「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」事務局 

  〒950-0087 新潟市中央区東大通 1-7-10 新潟セントラルビル 8 階 

  TEL：0570－005－135 FAX：025－240－8100 

    E-Mail：toiawase@tsukattku.com 

  【対応時間】9:30～17:30（期間中無休） 

確認事項 

① 対象の実績は宿泊施設の直受け予約分であること（旅行会社・OTA 経由の予約を含めない） 

② 様式第 6 号に関する実績内容に虚偽がないこと 

③ 「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」取扱マニュアル記載の規定を遵守していること 
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様式第６号‐１ 「実績内訳シート（宿泊施設用）」

【留意点】

・内訳シート記載の旅行の事実を証する書類は事業者側で適切に保存し、事務局及び国の監査機関の
求めに応じて常時提出できるよう管理する。

・利用証明書（P27参照）に基づき、実績を記入する。
※旅行会社・OTA経由の予約の実績を入れないようご注意下さい。

・用紙が足りない場合は、コピーをして（データ上はシートを増やして）記入する。

利用実績報告について

様式第６号（宿泊施設用）

以下の通り、旅行者の実績があったことを証明します。
※内訳シート記載の旅行の事実を証する書類は事業者側で適切に保存し、事務局及び国の監査機関の求めに応じて常時提出できるよう管理します。

事業者名称：

・連泊の場合、備考欄に1泊ごとの人数も記載してください。

・対象外の宿泊日があれば備考へ記載してください。 事業者登録No：

※旅行会社・OTA（楽天・じゃらん等）経由の予約は記載しないよう必ずご確認をお願いいたします。

チェックイン日 チェックアウト日 お客様代表者名
お客様居住
都道府県

給付対象
宿泊数

割引対象人泊
【A】

宿泊代金
（割引前の総額）

割引額合計
【C】

割引後代金合計
電子クーポン
付与金額【B】

備考欄
連泊で対象人数が日ごとに違う場合

日付人数を記載

例 1月21日 1月24日 長野　太郎 長野県 2 5 60,000 12,000 48,000 8,000 1/21　2名、1/22 対象外、1/23　3名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0 合計請求額【C】 0 合計クーポン金額【B】 0合計利用人数【A】

・「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」利用に関する証明書（利用証明書）に基づき、実績を記載してください。

・用紙(セル)が足りない場合は、コピーをして(シートを増やして)記載してください。

 月分　　「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」　実績内訳シート

例：２泊で対象人数が変わる場合

1月21日 ２名

1月23日 ３名 合計５名

（ ５ と記載する）
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事業者向け
電話番号

使っ得！ にいがた旅割キャンペーン
事務局

その他、質問・ご不明点ありましたら、下記事務局にお問い合わせください。

9:30～17:30（期間中無休） ※5/3～5/5は休業

０５７０-００５-１３５

●事業者向け
「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」事務局

〒950-0087
新潟市中央区東大通1-7-10 新潟セントラルビル8F
FAX： 025－240－8100
メール：toiawase＠tsukattku.com

問い合わせ先


