
全国旅行支援
「ご縁も、美肌も、しまねから。」
しまね旅キャンペーン 説明会
～宿泊事業者・県内旅行事業者向け～

年明け以降の全国旅行支援・しまね旅キャンペーンについて
2022年12月20日 午前10:30～開始

※開始時間までしばらくお待ちください。（マイクと映像をオフにしてください）

※ご案内の後、質疑応答の時間をご用意しております。

※ご質問はチャットにて受付いたします。

事業者名とお名前を記載し入力してください。

1



制度の比較
年明け以降の全国旅行支援
（しまね旅キャンペーン）

これまでの全国旅行支援
（しまね旅キャンペーン）

期間 2023年1月10日～3月31日（予定） 2022年 10月11日～12月27日

補助率 20％ 40％

補助上限額

①宿泊商品：1人1泊あたり 3,000円
②宿泊を伴う旅行商品：
1人1泊あたり3,000円

③宿泊を伴う旅行商品（交通付き）：
1人1泊あたり 5,000円

④日帰り旅行商品：
1人あたり 3,000円
※マイカープラン等は県内旅行事業者のみ

①宿泊商品：1人1泊あたり 5,000円
②宿泊を伴う旅行商品：

1人1泊あたり5,000円
③宿泊を伴う旅行商品（交通付き）：

1人1泊あたり 8,000円
④日帰り旅行商品：

1人あたり 5,000円
※マイカープラン等は県内旅行事業者のみ

対象下限額（補助適
用前販売料金）

平日 3,000円、休日 2,000円
※宿直・日帰り旅行商品（マイカープラン等）の場合、
この料金未満の場合でも、補助金の割引適用可能だが、
電子クーポンは発行しない

平日 5,000円、休日 2,000円
※宿直・日帰り旅行商品（マイカープラン等）の場合、
この料金未満の場合でも、補助金の割引適用可能だが、
地域クーポンは発行しない

ワクチン接種・
検査確認(変更なし)

「ワクチン接種3回」または「有効期間内の
検査結果が陰性であることを証明する書
類」※島根県民はワクチン２回

「ワクチン接種3回」または「有効期間内の
検査結果が陰性であることを証明する書
類」※島根県民はワクチン２回

本人確認・対象地域
在住を確認する書類
（変更なし）

●運転免許証 ●運転経歴証明書
●マイナンバーカード
●健康保険証等被保険者証（他）

●運転免許証 ●運転経歴証明書
●マイナンバーカード
●健康保険証等被保険者証（他） 2



制度の比較
年明け以降の全国旅行支援
（しまね旅キャンペーン）

これまでの全国旅行支援
（しまね旅キャンペーン）

地域クーポン

電子クーポン取得台紙を印刷（A４サイズ）
→旅行者に配布

紙クーポンを旅行者に配布

配布方法 宿泊事業者・旅行事業者が旅行者に発行 事務局より送付

配布金額 平日／2,000円、休日／1,000円 平日／3,000円、休日／1,000円

利用方法

クーポン加盟店で、次の方法で利用
①スマホで電子クーポンを取得して使用
②台紙のまま紙クーポンとして利用
（クーポン加盟店にてQRを読み取り）

会計時に紙クーポンを加盟店で利用

地域クーポン
配布実績報告

電子クーポン取得台紙を発行時にシステムへ入力
※受領確認書、実績内訳シートの作成・送付は不要になり
ます。

○受領確認書を旅行者から取得
○実績報告書を記入

見本
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旅行者への電子クーポン付与から利用までのイメージ図
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専用ブラウザで旅行者情報を入力
電子クーポン取得台紙を印刷

①電子クーポン発行、配布の流れ

旅行者が専用アプリをインストール
台紙のQRコードを読み取り、電子
クーポンをスマホにチャージ
（スマホで決済する場合）②クーポン加盟店で旅行者が使用するイメージ

または

専用アプリを立ち上げ
（スマホで決済する場合）

クーポン加盟店のQRコー
ドをスマホで読み取り決済

「電子クーポン取得台紙」
を店舗に渡し、

店舗が代わりに決済

電子クーポン取得台紙を
旅行者に渡す

電子クーポンは１円単位
で利用可能です



新しい地域クーポン（電子クーポン）
●電子クーポンの発行について

事務局への
クーポンの発注

今後は不要
※宿泊施設・旅行事業者が、発行する「電子クーポン取得台紙」が
地域クーポンとなります

手交方法
パソコンより各種確認事項を専用システムへ入力、
「電子クーポン取得台紙」を印刷して旅行者にお渡し

事業者側の利便性
○旅行者毎にクーポン枚数を数えたり、番号を控える必要がない
○受領確認書および実績報告書の作成が不要
（電子クーポンシステムから実績報告を行うことになります）

準備事項

○専用システムで逐一旅行者の情報を入力
・宿泊事業者→直予約分、OTA・旅行会社分
・県内の旅行事業者→日帰り旅行商品分

○パソコン、プリンター、コピー用紙（A4）の準備
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クーポン発行時入力項目について（想定）
※詳細については、12月末に発表するマニュアルにてご案内いたします。

1 旅行種別 必須 〇宿泊 〇日帰り ※ラジオボタン

２ 旅行者名（代表者） 必須 テキスト ※入力した名前がクーポンに表示されます。

３
チェックイン日 必須
（日帰りプランの場合は旅行日） カレンダー※カレンダーが表示されチェックイン日を選択 令和5年●月●日～令和5年●月●日まで選択可能

４ 宿泊数 必須 プルダウン※1泊〜7泊までの表示

５ 利用者人数 必須 数字※グループ人数を入力。入力した人数分のクーポンを発行されます。

６ クーポン金額加算 任意

プルダウン（ドラム型スクロール）
都道府県独自の上乗せ制度を設定している都道府県のみ使用する項目です。
誤って発行し旅行者へ手交した場合、発行事業者様負担となりますので
ご注意ください。

７ クーポン金額減算 任意

プルダウン（ドラム型スクロール）
都道府県独自の減算制度を設定している都道府県のみ使用する項目です。
誤って発行し旅行者へ手交した場合、発行事業者様負担となりますので
ご注意ください。

８ 部屋番号 （任意） テキスト

９ 予約番号 英数字

１０予約経路 ◯宿泊施設に直接 ◯旅行会社/その他

１１予備欄１ 宿泊総額 テキスト

１２予備欄２ 旅行会社/ツアー名 テキスト

１３予備欄３ 代表者 居住地 テキスト

１４予備欄４ テキスト

１５予備欄５ テキスト 6

宿泊施設・
日帰り旅行
取扱会社
入力

日帰り旅行
取扱会社
入力

宿泊施設・
日帰り旅行
取扱会社
入力

予備欄

島根県ルール
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旅行商品について（県内旅行事業者向け）
年明け以降の全国旅行支援における手続きは、次のとおりです。
旅行者に発行する地域クーポンは、電子クーポン取得台紙の出力にて
対応ください。

旅行商品 旅行商品の申請・実績報告 地域クーポンの発行・実績報告

・宿泊付旅行商品
・日帰り旅行商品
（交通付き）

・統一窓口へ実績報告
※手続きはこれまでどおりです

・宿泊付き旅行商品の地域クーポンは
宿泊事業者が発行

・日帰り旅行商品の地域クーポンは
旅行事業者が発行

・電子クーポンのシステムから、クーポン
配布報告が可能となる予定

日帰り旅行商品
(マイカープラン等)
※募集型旅行商品のみ対象

・これまでどおり、催行前に
県事務局の事前承認が必要

・電子クーポンのシステムから、実績報
告が可能となる予定

・引き続き、休日の地域クーポンを平日
並みに上乗せして旅行者に発行（予定）
※休日1,000円→2,000円に上乗せ



新しい地域クーポン（電子クーポン化予定）について

〈動作環境〉

発行事業者

クーポン加盟店舗

旅行者

対応推奨ブラウザ

Windows11：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 Chrom

（最新）
※Internet Explorerは推奨しておりません。

管理画面等 対応ブラウザ

ios 13.0以上
Android OS 7.0以上

※上記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

アプリ対象 ＯＳバージョン

ブラウザ対応 アプリ対応
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下記の手順でお客様にお渡しいただきます 電子クーポン取得台紙（イメージ）

島根県 電子クーポン

●●●●●

●●●●●
●●●●●

①事前準備
・ＰＣで電子クーポンシステムに旅行者情報を入力
・地域クーポン（電子クーポン取得台紙）を印刷

②チェックイン時
・本人確認および対象地域在住の確認
・ワクチン接種済証、陰性証明の確認

③地域クーポン（電子クーポン取得台紙）を配布
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電子クーポンの発行方法について



今後のスケジュールについて
※現時点での予定であり、変更となる場合があります

2022/12/20(火) 宿泊事業者、旅行会社様向け説明会

2022/12/23(金) 参画辞退施設の申出期限

2022/12/23(金)
年明け以降の「全国旅行支援（しまね旅キャンペーン）」の
予約・販売開始
（12月23日以降の申込分のみ適用。既存予約は割引の適用不可）

2022/12/下旬
（予定）

・マニュアル類等の配信（システムよりダウンロード）
・管理画面操作のためのID・PWのご連絡

2023/1/10(火） 「全国旅行支援（しまね旅キャンペーン）」開始
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年明け以降の全国旅行支援の参画ついて

現在参画中の宿泊施設 必要手続き

年明け以降も参画する場合
（継続）

連絡は不要です

年明け以降の全国旅行支援に

参画しない場合

12/23までに
事務局までご連絡ください

●新たに参画を希望の場合 しまね旅キャンペーンHPよりご登録ください。11

☆年明け以降の全国旅行支援への参画にあたっては、
原則電子クーポンの発行を対応いただくことになります。
（紙の「しまねっこクーポン」は無くなります。）



お問合せ先

「事業全般に関する問合せについて」

しまね旅キャンペーン事務局

TEL：0852-20-3060（9：30～17：30）※土日祝対応

休業日：12月31日～1月3日

※2023年1月以降の連絡先は現在調整中です。
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