
大阪いらっしゃいキャンペーン２０２１事務局

受付時間： 平日 10:00～18:00

＜土・日・祝休業、12/29（水）～1/3（月）休業＞

コールセンターTEL： 06-7167-6928

専用ホームページ：https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/

おおさか観光消費喚起事業
（クーポン付与）

地域観光事業支援事業
（宿泊・周遊割引適用）

実施期間① ：令和3年 11月24日（水） ～ 令和３年12月31日（金）まで

おおさか観光消費喚起事業
（クーポン付与）

旅行事業者・宿泊事業者
関係者外厳秘

※新型コロナウイルスの感染症の再拡大等、感染状況によって、
実施期間を変更または中止する場合があります

実施期間② ：令和４年 1月1日（土）～ 令和４年 １月31日（月）まで
※予約開始時期については、別途事務局よりお知らせします。

第一稿
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当項目については、
管理画面よりマニュアルをダウンロードし

ご確認下さい。
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キャンペーン名 大阪いらっしゃいキャンペーン２０２１

事業目的
大阪府域へ来訪・周遊する旅行者の観光消費の喚起、並びに大阪府民の旅行機運の醸成を図
ることで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける大阪府内の観光関連事業者
への支援とする。

対象者
①大阪府民による府内旅行に限定（状況により他都道府県民に対象者を広げる場合がある）
②ワクチン接種歴、又はPCR検査等で陰性が確認できた方、ワクチン接種者と一緒に参加す
る同居人

事業内容

① 宿泊付きプラン
大阪府内に事業所を有する旅行事業者（以下、「府内旅行事業者」という。）が取扱う受注型企画旅
行、募集型企画旅行、手配旅行で宿泊を伴うプランを利用する大阪府民に対し、宿泊割引や旅行期間
内限定かつ本キャンペーンに参画する大阪府内のクーポン加盟店舗（以下、「加盟店舗」という。）でのみ
利用可能なクーポン券（※）であるキャッシュレスポイント（おおさかPAY）を還元する。 ※旅行代金に
応じてクーポン金額は変動
② 日帰り周遊プラン
府内旅行事業者が造成する大阪府内交通事業者（公共交通機関(※1)を除く）を活用した受注型企
画旅行、募集型企画旅行を利用する大阪府民に対し、旅行割引や旅行期間内限定かつ本キャンペーン
に参画する加盟店舗でのみ利用可能なクーポン券(※2)であるキャッシュレスポイント（おおさかPAY）を
還元する。
※１鉄道、路線バスのように予め発着時間が決められている交通機関
※２旅行代金に応じてクーポン金額は変動

大阪府内宿泊事業者が提供する宿泊プランや日帰りプランを利用する大阪府民に対し、宿泊等の割引や
旅行期間内限定かつ本キャンペーンに参画する大阪府内のクーポン加盟店舗（以下、「加盟店舗」とい
う。）でのみ利用可能なクーポン券であるキャッシュレスポイント（おおさかPAY）を還元する。
※宿泊(利用)代金に応じてクーポン金額は変動

実施期間

① 宿泊付きプラン
令和3年１１月２４日(水)から令和４年１月３１日（月）宿泊(利用)分(予定)までを対象とす
る。
ただし、宿泊割引は令和３年１２月３１日(金)宿泊分（予定）までを対象とする。
② 日帰り周遊プラン
令和3年１１月２４日(水)から令和４年１月３１日（月）帰着分(予定)を対象とする。
ただし、旅行割引は令和３年１２月３１日(金)旅行分（予定）までを対象とする。
※実施期間中でも事業予算額に達した際は終了とする。
※新型コロナウイルスの感染症拡大等、感染状況によって、期間を変更または中止する場合
がある。
※また、旅行事業者・宿泊事業者独自で作成された制作物等の費用については負担しない。

1月11月 12月

おおさか観光消費喚起事業（クーポン付与）
11月24日(水）～1月31日（月）

① ②この期間は割引＋クーポン付与
（上限5,000円＋上限3,000円）

この期間はクーポン付与のみ
（上限3,000円）

地域観光事業支援事業（宿泊・周遊割引適用）
11月24日(水）～12月31日（金）

事業予算額
に達した際

は終了

１．事業概要 （１）概要説明

2

宿泊事業者

旅行事業者

２月

②

①
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利 用 者

（大阪府民）

①ツアー予約又は宿泊予約
※行先を府内が対象

クーポン加盟店舗にてお買い物
（おおさかPAY利用）

旅行事業者／宿泊事業者

宿泊（旅行）代金が１人１泊（回）当たり3,000円（税込）以上の下記事業者が造成するプラン

【旅行事業者が造成】 【宿泊事業者が造成】
・宿泊付きプラン ・宿泊プラン
・日帰り周遊プラン ・日帰りプラン

旅行プランまたは宿泊プランを予約

旅行事業者／宿泊事業者

（交通

①宿泊・周遊割引

または

②クーポン（おおさかＰＡＹ）の発行

＜宿泊・周遊割引＞
1人1泊につき旅行・宿泊代金の1/2割引
（割引額上限は5,000円）
※最大2連泊まで
※割引適用実施期間は12月末まで

＜クーポン付与＞
1人１泊 につき最大3,000円のクーポン配布
※クーポンは旅行期間中のみ有効
※クーポン付与の実施期間は１月末まで

（クーポンの受け取りは旅行・宿泊当日）

キャンペーン
事務局

利
用
実
績
の
報
告

実績に応じて支払い

実
績
に
応
じ
て
支
払
い

１．事業概要 （２）事業全体図
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利用者

＜日帰り周遊プラン＞
旅行事業者/交通事業者
/旅行代表者のいずれかが
旅行出発時にお渡しする

クーポン受取・現地確認実施（旅行・宿泊当日）

※当日現地での実施項目
１．キャンペーン参加同意書の受領
２．健康管理チェックを実施
３．クーポンの付与

クーポン加盟店舗

（飲食店）（小売店）（観光施設）（交通）

＜観光関連事業者＞
（一例）

3

※日常使いとなりえる業態の店舗は対象外

旅行事業者が造成 宿泊事業者が造成

宿泊付きプラン 日帰り周遊プラン 宿泊プラン 日帰りプラン

＜宿泊付きプラン＞
宿泊事業者が
チェックイン時に
お渡しする

＜宿泊・日帰りプラン＞
宿泊事業者がチェックイン時に
お渡しする



大阪いらっしゃいキャンペーン２０２１ 「旅行事業者・宿泊事業者用マニュアル」

4

4

旅行代金 (税込）
一人/泊当たり ※1 ※2 ※3

宿泊・周遊割引（税込） 付与クーポン額

10,000円以上 5,000円 3,000円クーポン

9,000円～9,999円 4,500円 3,000円クーポン

8,000円～8,999円 4,000円 3,000円クーポン

7,000円～7,999円 3,500円 3,000円クーポン

6,000円～6,999円 3,000円 2,500円クーポン

5,000円～5,999円 2,500円 2,000円クーポン

4,000円～4,999円 2,000円 1,500円クーポン

3,000円~3,999円 1,500円 1,000円クーポン

旅行代金 (税込）
一人/泊当たり ※1 ※2 ※3

付与クーポン額

7,000円以上 3,000円クーポン

6,000円～6,999円 2,500円クーポン

5,000円～5,999円 2,000円クーポン

4,000円～4,999円 1,500円クーポン

3,000円～3,999円 1,000円クーポン

実施期間① ：令和3年 11月24日（水） ～ 令和３年12月31日（金）まで

実施期間② ：令和４年 1月1日（土）～ 令和４年 1月31日（月）まで

※1 税金には消費税、入湯税、宿泊税を含む。
※2 手配旅行の場合、取扱料金を含めた金額を割引前料金の基準とする
※3 日帰りの場合は一人当たりの旅行代金

１．事業概要 （３）付与クーポン、宿泊・周遊割引額

地域観光事業支援事業
（宿泊・周遊割引適用）

おおさか観光消費喚起事業
（クーポン付与）

例1） ※実施期間① 旅行代金(大人)9,000円×2名と
旅行代金（小人）4,500円×２名の場合

旅行代金から割引
【大人】9,000円-4,500円=4,500円(×2名)
【小人】4,500円-2,000円=2,500円(×2名)

合計：14,000円

【大人】3,000円×2名【小人】1,500円×2名
合計：9,000円分のクーポンを付与

実質5,000円
の負担でＯＫ

おおさか観光消費喚起事業
（クーポン付与）

例2）※実施期間②旅行代金（大人）20,000円×1名の場合

3,000円分のクーポンを付与

実質17,000円
の負担でＯＫ
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（１）該当する事業者
下記①に該当の事業者は大阪府発行の「ゴールドステッカー」の認証店であること
下記②～⑭に該当の事業者は大阪府発行の「ブルーステッカー」の取得店であること

業種 例示

①飲食店 レストラン、喫茶、ファストフード、居酒屋、フードコートなど

②小売店 道の駅、サービスエリア売店、土産物店、弁当屋、フードデリバリー、持ち帰り専門等
※イートインが併設の場合、「クーポン利用を持ち帰りに限る」

③鉄道

④海上運送 観光船、遊覧船等

⑤航空運送 遊覧飛行等

⑥レンタカー レンタカーなど

⑦観光施設 テーマパーク、遊園地、動物園、温泉施設、水族館、観光農園、キャンプ場等

⑧体験型アクティビティ 乗馬、陶芸体験、アスレチック、カヌー、カヤック、パラグライダー、レンタサイクル等

⑨スポーツ観戦 野球、サッカー、ラグビー等

⑩劇場、観覧場、映画館、演劇場 伝統芸能公演等

⑪文化施設 美術館、博物館

⑫タクシー タクシー、ハイヤー等

⑬旅館・ホテル・旅行事業者 宿泊施設におけるオプショナルツアー、アクティビティ、追加飲み物代等
※クーポン付与または割引対象となっている旅行代金および宿泊代金自体に関する
支払いは除く

⑭その他

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける大阪府内の観光関連事業者詳細は下記（１）及び（２）を参照

１．事業概要 （４）クーポン加盟店舗の参加資格

（２）対象外の事業者

① 日常使いとなりえる業態の店舗
（コンビニ、スーパー、遊興施設、物流、フィットネス、スポーツ場、薬局、アパレル販売、駐車場など）

② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届けの対象となる営業を営む店舗
（キャバレー、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、 ネットカフェ、漫画喫茶、
カラオケボックス、ライブハウス等）

③ 国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設

④ 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者

⑤ 次頁記載の「おおさかPAYの使用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）
第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同法第2条第6号に規定する暴力団員（以下
「暴力団員」という。）が役員として又は実質的に経営に関与している事業者

⑦ 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用している
事業者

⑧ 暴力団又は暴力団員に対して金品その他の財産上の利益の供与を行っている事業者
⑨ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる事業者

⑩ その他、本事業の目的に照らして、不適当と事務局が判断する事業者
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①出資や税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等債務の
支払い

②有価証券、金券、その他商品券（ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード）等の
換金性の高いものの購入

③土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い

④現金との換金、金融機関への預け入れ

⑤風俗営業等の規則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 条に規定する営業に係る支払い

⑥特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

⑦クーポン付与または割引対象となっている旅行代金および宿泊代金自体に関する支払い

⑧クーポンを利用するサービス等が大阪府内で完結しないもの。

⑨その他、事務局がおおさかPAYの使用対象として適当と認めないもの

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける大阪府内の観光関連事業者への支援という制度趣旨
に鑑み、以下の商品・サービス等については おおさかPAYの使用対象としない。

１．事業概要 （５）クーポン（おおさかPAY）の使用対象とならないもの

クーポン加盟対象の事業者であっても、上記品目の決済については
クーポン利用の対象外となります
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【おおさかＰＡＹとは】

regionPAY（※）のアプリを活用し、
旅行期間内（宿泊プランの場合はチェック
イン日からチェックアウト日までの期間）
に加盟店舗のみで使えるキャッシュレス決
済アプリ。

※ regionPAY（リージョンペイ）
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
済アプリ。

7

region PAY
（親アプリ）

おおさかPAY
（ミニアプリ）

（イメージ）

１．事業概要 （６）おおさかPAYについて

使用サーバー AWS（EC2、ALB、RDS、Route53、VPC）

使用言語 HTML CSS PHP JQuery MySQL swift kotlin

SSL利用 あり

管理画面等
対応ブラウザ

Windows10:Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox(いずれも最新)
Mac OS Version11.4以上:Safari / Google Chrome / Firefox(いずれも最新) 
iPhone OS Version13.4以上:Safari(最新)
Android OS Version8以上:Google Chrome(最新)

アプリ対象
OSバージョン

iOS 11.0以上
Android OS 5.0以上

2段階認証 firebase

アクセス解析ツール あり (Google analytics )

ブラウザ対応

【クーポン加盟店事業者（管理者）】
WEBブラウザから管理画面へアクセス、

必要な管理機能の使用が可能

【ユーザー】

いらっしゃいキャンペーンにて付与され
たクーポン（QRコード）をアプリで読み
取った上で決済を行うことが可能

アプリ対応
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ログインについて

8

２.アプリDL

３.ログイン 4.おおさかPAY
選択

5.QRコード読取
（もしくはコード番号入力）

6.チャージ完了

利用者

１．事業概要 （６）おおさかPAYについて

●おおさかPAY 利用イメージ（利用者）
（アプリダウンロード～キャッシュレスポイントチャージまで）

※初回は新規登録

region PAYアプリ
ダウンロード用QRコード

１．旅行・宿泊当日にクーポン（QＲコード）を受取

おおさかPAYキャッシュレスポイント
読み込み用QRコード
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２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（１）参画要件・責務等

本キャンペーンへの参画要件（旅行事業者・宿泊事業者）

（１）
大阪府内に本社または営業所を有する旅行業登録のある法人又は個人であり、
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、旅行業者代理業の登録を
している者。
なお、OTA（※）事業者に関しては宿泊事業者向け募集要項をご確認の上、対象となる
宿泊商品の要件をご確認下さい（旅行事業者登録を行う必要はない）。
※OTAとは、インターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。

大阪府内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所及び民泊施設であり、以下のいずれかに該当
する施設を対象とする。
①旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第1項の許可を受けて、第2条第2項から第4

項の営業を行っている施設
②国家戦略特別区域法第13条第1項の規定により、特定認定を受けた国家戦略特別区域

外国人滞在施設（いわゆる「特区民泊」）
③住宅宿泊事業法第３条第１項の届出をして、住宅宿泊事業を営む施設（いわゆる「新法

民泊」）※ただし、以下の施設は除く。
・国及び地方公共団体が管理または運営する施設
・宗教法人が管理または運営する施設
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第6項に掲げる「店舗型性風

俗特殊営業」を行っている施設
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届けの対象となる営業を

営む施設

（２）府が発行する「感染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）」の登録を行い、
当該ステッカーを施設内の見やすい所に掲出している施設。ただし、旅行事業者において
事業所内で対面での販売を行わない店舗は推奨とする。

（３）利用者にＱＲコード付きのクーポン券を発行し手交する必要があるため、PC環境及び
プリンターの準備があること。

（４）自己または自社の役員等が次のいずれかにも該当するものであってはならない。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第

2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同法第 2 条第 6 号に規定する
暴力団員（以下「暴力団員」という）が役員として又は実質的に経営に関与している
事業者

②自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、
暴力団の威力を利用している事業者

③暴力団又は暴力団員に対して金品その他の財産上の利益の供与を行っている事業者
④暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる事業者
⑤その他、本事業の目的に照らして、不適当と事務局が判断する事業者

（５）政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき、業種ごとに策定
された「感染拡大予防ガイドライン」を実践するなど、自主的な感染防止のための取組み
を進め、旅行者が安心して旅行に参加できる環境整備に努めること。

（６）新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う外出自粛等の命令等があった場合、事業の中止や
期間の変更を行う場合があり、それに伴う一切の費用は旅行事業者の負担となることに同
意のうえ参画すること。

旅行事業者

宿泊事業者

宿泊事業者旅行事業者
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旅行事業者の責務等

（１）本マニュアルに基づき、クーポンの発行および精算業務等を行う。

※なおクーポンは管理者サイトより出力が可能。

（２）各プランにおける利用者へのクーポン等の発行および手交については、下記手順にて実施する

こと。

※対象プラン利用者以外の方に発行・手交しないこと。万が一、誤って発行等した場合は発行

した額について費用の負担を求める。

①宿泊付きプラン：

・旅行事業者が該当宿泊施設へ必要な情報（宿泊者氏名・宿泊日・人数）の連絡を行う。

・旅行代金に応じたクーポン等を発行するとともに該当宿泊施設へ電子メール等で送付する。

・運転免許証又は保険証等の住所が確認できる書類により旅行参加者が大阪府民であることを

確認する。

・該当宿泊施設へ参加者全員分の同意書（キャンペーン規約・新しい旅のエチケットの遵守・

健康管理チェック・クーポン受領）の提出を依頼する。

・該当宿泊施設に対して提出のあった、参加者全員分の同意書の返送を依頼、受取ののち厳正

に保管のうえ、事務局へ提出すること。

②日帰り周遊プラン：

・旅行事業者がクーポンを発行し、旅行参加者の代表者または交通事業者へ手交すること。

（旅行事業者による当日配布も可）

・運転免許証又は保険証等の住所が確認できる書類により旅行参加者が大阪府民であることを

確認すること。

・旅行参加者の代表者から参加者全員分の同意書（キャンペーン規約・新しい旅のエチケット

の遵守・健康管理チェック・クーポン受領）を回収し、厳正に保管のうえ、事務局へ提出す

ること。

（３）旅行のキャンセルが発生した場合は、速やかにクーポンの取り消しを行うこと。

当日旅行に参加した方のみにクーポンを付与すること。

（４）実績報告については毎月15日締め及び月末締めにて、所定の実績報告書にて事務局に報告する

こと（毎月２回）。併せて、本マニュアルに基づき、旅行内容及び最終参加人員確認のための

書類を提出すること。

（５）事務局より提供のあったキャンペーンロゴ、又はビジュアルについては本キャンペーン専用

プランの告知以外には使用しないこと。

（６）当事業に従事する従業員に本マニュアルに記載の内容を周知すること。

（７）キャンペーン終了後、事務局よりアンケートへの協力依頼がある際はそれに応じること。

（８）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、業種別に定められている新型コロナ

ウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。

（９）その他、クーポン取り扱いに関する事務局の指示を遵守すること。

（10）ワクチン接種歴等の確認については、P22～23を確認すること。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（１）参画要件・責務等

旅行事業者
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宿泊事業者の責務等
（１）本マニュアルに基づき、対象の宿泊(日帰り)プランの予約を受け付けた際に

対象人数分のクーポンを発行し予め確保する。

※なおクーポンは管理者サイトより出力が可能。

（２）利用者へのクーポン等の発行および手交については、下記の通り実施すること。

※対象プラン利用者以外の方に発行・手交しないこと。万が一、誤って発行等した場合は発行

した額について費用の負担を求める

・宿泊施設への直接の予約及びOTA経由の予約に関してクーポン等を発行し、利用者へチェック

イン時に対面で手交する。

・旅行事業者経由の予約に関しては、旅行事業者が発行したクーポン等を事前に電子メール等で

受け取り、利用者へチェックイン時に対面で手交する。

（３）チェックイン時に運転免許証又は保険証等の住所が確認できる書類により利用者が大阪府民で

あることを確認すること。また、利用者全員の同意書（キャンペーン規約・新しい旅の

エチケットの遵守・健康管理チェック・クーポンの受領）の回収を行うこと。

（４）（３）で回収した書類は厳正に保管し、事務局へ提出すること。また、旅行事業者経由の予約

分については、取りまとめて当該旅行事業者に郵送にて返送すること。

（５）実績報告については毎月15日締め及び月末締めにて、所定の実績報告書にて事務局に報告する

こと（毎月２回）。併せて、本マニュアルに基づき、宿泊内容及び宿泊人員確認のための書類

を提出すること。

（６）事務局より提供のあったキャンペーンロゴ、又はビジュアルについては本キャンペーン専用

プランの告知以外には使用しないこと。

（７）当事業に従事する従業員に本マニュアルに記載の内容を周知すること。

（８）キャンペーン終了後、事務局よりアンケートへの協力依頼がある際はそれに応じること。

（９）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、業種別に定められている新型コロナ

ウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。

（10）その他、クーポン取り扱いに関する事務局の指示を遵守すること。

（11）ワクチン接種歴等の確認については、 P22～23を確認すること。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（１）参画要件・責務等

宿泊事業者
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不正利用等（旅行事業者・宿泊事業者共通）
本キャンペーンにおいては、一切の不正な行為は許されません。万一不正利用を行った場合、加盟旅
行事業者及び宿泊事業者からの登録取消および法的措置の対象とする。

（１）一つの旅行を故意に分割し、キャンペーン特典を複数回受けること（旅行事業者）
（２）偽って対象旅行・宿泊事業者として登録、対象プランの申込データの加工、クーポンの発行

等を行うこと。
（３）おおさかPAYの不正利用（自己取引・架空取引等）を行うこと。
（４）詐欺等の犯罪に結びつく行為。
（５）その他、当事務局が不適当と判断した行為。

その他（旅行事業者・宿泊事業者共通）

（１）募集要項に記載のない事項若しくは定めのない事項に関しては、事務局がその対応を決定する。

（２）旅行事業者・宿泊施設の情報（旅行事業者名・宿泊施設名、所在地、電話番号等）は、

本キャンペーンサイトで広報を行う。

（３）国や大阪府・大阪市の方針等によって、内容が変更される可能性がある。

（４）加盟申請の際に取得した個人情報については、下記以外の目的では使用しない。

①本事業に関すること

②今後、大阪府・大阪市が同種の事業（消費喚起、観光産業活性化）を検討または実施する場合

の情報提供

③大阪観光局が実施する観光事業のご案内（賛助会員・コロナリカバリーキャンペーン）

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（１）参画要件・責務等

クーポン受取加盟店舗となる場合は、別途クーポン加盟店舗の事業者申請が必要になります。

旅行事業者 宿泊事業者
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② 旅行事業者・宿泊事業者用
マニュアル

③ region PAY
管理画面マニュアル

regionPAY 管理画面へのアクセス用
・ＩＤ
・ＰＷ（パスワード）

※加盟登録時に、親（本社・本部）＋子（店舗）
で登録の場合、店舗ごとに付与となります。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（２）事務局からの案内物

【②③についてはregionPAY管理画面からダウンロード
をお願いします】

① Ｉ Ｄ・パスワード
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利用者から予約申し込み
・キャンペーン利用規約の確認（申込から旅行当日まで）
・大阪府民の確認（申込から旅行当日まで）
・ワクチン接種歴等の確認（申込から旅行当日まで）

STEP1

14

旅行事業者（宿泊付きプラン・日帰り周遊プラン）

STEP３ クーポン・参加同意書を発行

宿泊事業者に事前送信し、
宿泊当日にお渡しを依頼

＜宿泊当日＞
宿泊事業者から利用者へお渡し
・おおさかPAYクーポン配布
・参加同意書配布、回収

STEP４

参加同意書を集約STEP５

実績報告（必要書類添付）STEP６

STEP２

プラン作成

＜旅行当日＞
上記が利用者へお渡し

・おおさかPAYクーポン配布
・参加同意書配布、回収

旅行事業者・交通事業者・旅行
参加の代表者いずれかが出発当

日に配布

●宿泊付きプランの場合 ●日帰り周遊プランの場合

宿泊付きプランは宿泊事業者か
ら参加同意書を返送してもらう

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

P16,18

P19~24

P25,26

P27～29

P30

P31~38
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STEP１

STEP２

クーポン・参加同意書
を発行

STEP３

＜宿泊当日＞宿泊事業者から利用者へお渡し
・おおさかPAYクーポン配布
・参加同意書配布、回収

旅行事業者経由の予約は
参加同意書を旅行事業者へ返送
(旅行事業者が実績報告を行う）

15

STEP４

参加同意書を集約STEP５

実績報告（必要書類添付）

旅行事業者からクーポン・
参加同意書をPDFにて

事前受取

宿泊事業者（宿泊プラン・日帰りプラン）

STEP６

プラン作成

利用者から予約申し込み
・キャンペーン利用規約の確認（申込から旅行当日まで）
・大阪府民の確認（申込から旅行当日まで）
・ワクチン接種歴等の確認（申込から旅行当日まで）

●宿泊事業者直接予約の場合
（OTA含む）

●旅行事業者経由予約の場合

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

P17

P19~24

P25,26

P27~29

P30

P31~38
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①キャン
ペーン名の

明記

募集型企画旅行の場合はプラン名称に本キャンペーン名「大阪いらっしゃい２０
２１」を入れるとともに、利用者へ本キャンペーンの対象商品であることを分か
りやすく明示すること。
※館内利用券付プランなどを設定する場合は、当該利用店舗がクーポン加盟店舗
であり、旅行期間中のみ有効且つ換金性が無い場合のみ可能とする（クーポン加
盟店舗一覧については本キャンペーンサイト参照）

②代金設定
一人当たりの旅行代金として設定できるプランであること。
※割引前と割引後の旅行代金を明確に記載すること。

③旅行
プランの

条件

１．宿泊付きプラン
・大阪府内の本キャンペーンに参画している宿泊施設を利用するプランである

こと。（参画宿泊施設については本キャンペーンサイト参照）
・大阪府内発着のプランであり、府県境をまたがない旅行行程であること。
・一人一泊当たり3,000円(税込)以上のプランであること。
・連泊の場合は２連泊までを対象とする。
※宿泊単品プランも対象とする

２．日帰り周遊プラン
・大阪府内に本社又は営業所がある交通事業者（公共交通機関（※1）を除

く）を利用したプランであること。
※１ 鉄道、路線バスのように予め発着時間が決められている交通機関

・大阪府内発着のプランであり、府県境をまたがない旅行行程であること。
・一人当たり3,000円(税込)以上のプランであること。

④重複割引
可否

販売元が提供するポイントサービスや、株主優待券などの各種割引を利用する
場合、その割引適用後の旅行(宿泊)代金が本キャンペーンの対象基準金額となる。

【例】8,500円の宿泊プランに対し、利用者が3,000円相当のホテルポイントを
支払い時に利用する場合
・8,500円－3,000円＝「5,500円」がキャンペーン対象金額となり、

宿泊・周遊割引2,500円（12/31まで）と付与クーポン2,000円となる

⑤利用回数
利用回数の制限は無し。
但しキャンペーン対象となるプランについて同一日に複数回の利用は不可。

⑥代金に
含められ
ないもの

１.換金性の高いものを含むプラン
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など）

２.旅行開始後に発生する追加手配に伴う代金。
３.その他、事務局が対象商品として適切でないと判断するもの。

⑦その他
不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）、旅行業法などの法令や公序良俗
に反しないもの

16

STEP1 プラン作成（条件・注意点）

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

旅行事業者
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①キャン
ペーン名の

明記

プラン名称に本キャンペーン名「大阪いらっしゃい２０２１」を入れるとともに、
利用者へ本キャンペーンの対象商品であることを分かりやすく明示すること。
※館内利用券付プランなどを設定する場合は、当該利用店舗がクーポン加盟店舗
であり、旅行期間中のみ有効且つ換金性が無い場合のみ可能とする（クーポン加
盟店舗一覧については本キャンペーンサイト参照）

②代金設定
一人当たりの宿泊(利用)代金として設定できるプランであること。
※割引前と割引後の旅行代金を明確に記載すること。

③宿泊・
日帰りプラ
ンの条件

１．宿泊プラン
・一人一泊当たり3,000円(税込)以上のプランであること。
・連泊の場合は２連泊までを対象とする。

２．日帰りプラン
・一人一回当たり3,000円(税込)以上のプランであること。
・客室の時間貸しのみのプランは不可とするが、昼食付などの

食事つきプランは対象とする。

④重複割引
可否

販売元が提供するポイントサービスや、株主優待券などの各種割引を利用する
場合、その割引適用後の宿泊(利用)代金が本キャンペーンの対象基準金額となる。

【例】8,500円の宿泊プランに対し、利用者が3,000円相当のホテルポイントを
支払い時に利用する場合
・8,500円－3,000円＝「5,500円」がキャンペーン対象金額となり、

宿泊・周遊割引2,500円（12/31まで）と付与クーポン2,000円となる

⑤利用回数
利用回数の制限は無し。
但しキャンペーン対象となるプランについて同一日に複数回の利用は不可。

⑥代金に
含められ
ないもの

１.換金性の高いものを含むプラン
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など）

２.宿泊（利用）当日に発生する追加手配に伴う代金
３.その他、事務局が対象商品として適切でないと判断するもの

⑦ＯＴＡ
経由の予約

OTA（インターネット上だけで取引を行う旅行事業者）による宿泊予約は「現地
決済プラン」のみ対象とする。また、サイト上で予約時に「キャンペーン利用規
約」について事前確認出来るようにすること

⑧その他
不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）、旅行業法などの法令や公序良俗
に反しないもの

17

STEP1 プランの作成（条件・注意点）

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

宿泊事業者
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日程;２０２１年１２月１日（水）～１２月２日（木）１泊2日

＜1日目＞
＜大阪●●観光バス＞

梅田駅（集合） ============= 大阪城（入場）========== 大阪市内（泊）
14:00                                                         17:00頃

＊ご宿泊…大阪●●ホテル
住所：大阪府大阪市●●区●-●

＜2日目＞
＜大阪●●観光バス＞

ホテル =============万博記念公園[入場]・[昼食] ======== 新大阪（解散）
9:00                          15:00頃

18

<ご留意点＞
・本キャンペーン名の記載 ＜必須＞
・大阪府内の交通事業者名の記載※１ ＜必須＞
・大阪府内発着・府県境をまたがないこと ＜必須＞
・当日の確認項目が明記されていること ＜推奨＞

・クーポン加盟店舗へのショッピング立寄り※2 ＜推奨＞
※１ 貸切のバス・ハイヤー・列車・船が対象（定期便は対象外）
※２ クーポン加盟店についてはキャンペーンHPにてご確認頂けます

なお、実績報告時に日程表の提出が必要となります。

大阪●●旅行社大阪●●産業 様

日程；2022年1月22日（土）日帰り

難波駅（集合）･･･････ なにわ●●遊覧クルーズ（●●港～●●港） ･･････
9:30

＜大阪■■ハイヤー＞
●●商店街にてショッピング（昼食）====▲▲美術館（見学）=== 大阪駅（解散）

17:00頃

●●町自治会 様 ▲▲大阪ツーリスト

※出発時に以下を確認します
１．キャンペーン利用規約同意書記入
２．健康管理チェックをうける

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

プランの作成（日程表作成）STEP1

宿泊付き
プラン

日帰り周遊
プラン

＜作成例＞

旅行事業者

・大阪いらっしゃいキャンペーン2021適用プラン

・利用交通事業者：大阪●●観光バス 梅田支社
・集合時におおさかPAYクーポンを配布します

・大阪いらっしゃいキャンペーン2021適用プラン

・利用交通事業者：大阪●●観光バス 梅田支社
・集合時におおさかPAYクーポンを配布します

3

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

2

1

1

2

3

1

2

3

※出発時に以下を確認します
１．キャンペーン利用規約同意書記入
２．健康管理チェックをうける
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STEP２

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

利用者から予約申し込み（利用規約書面①）
・キャンペーン利用規約の確認

旅行事業者 宿泊事業者

●利用規約については、キャンペーンサイト（https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/）
もしくはregionPAY管理画面よりダウンロード下さい。
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20

STEP２

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

利用者から予約申し込み（利用規約書面②）
・キャンペーン利用規約の確認

旅行事業者 宿泊事業者
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STEP２
利用者から予約申し込み（利用規約書面③）

・キャンペーン利用規約の確認

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

表面

裏面

「新しい旅のエチケット」
ひとり一人の協力が、みんなの新しい旅を守ります

旅行事業者 宿泊事業者

●利用規約については、キャンペーンサイト（https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/）
もしくはregionPAY管理画面よりダウンロード下さい。
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誰が 旅行事業者
（宿泊・日帰りとも）

宿泊事業者
（宿泊の場合）

旅行代表者・旅行事業
者・交通事業者
（日帰りの場合）

いつ 事前 当日

どこで 申し込み時～出発前日まで 旅行集合時 チェックイン時 旅行集合時

①大阪府民確認書類

②③参加者同意書
・キャンペーン規約同意、本人署名、
・新型コロナウイルス感染防止対策・新しい旅のエチケット
を徹底
・旅行当日に健康管理チェックシートによる体調管理実施
・大阪府民であること（提示済みの旨を宣誓）
・ワクチン接種歴等の確認（提示済みの旨を宣誓）

④ワクチン接種歴、又はＰＣＲ検査等で
陰性確認

⑤ワクチン接種者と一緒に参加する同居
人（本人確認書類で現住所が同一である
ことが要件）

同意書回収
（クーポン配布＋健康チェック実施）

◎旅行事業者は、①④⑤について、下記の通り確認を行う。
◎宿泊事業者は、②③について、チェックイン時に確認・回収を行う。

◎旅行事業者は、利用者から各書類の提示を受けて厳正に確認する。
※利用者には旅行期間中は必ず携帯頂くよう案内（コピーでも可）

・団体旅行時は、旅行代表者（幹事）が参加者分を取りまとめて、事前に旅行事業者に提示する。

目視確認

キャンペーンにおける各種書面の確認方法について

旅行事業者扱いの場合

誰が 宿泊事業者
（宿泊・日帰りとも）

いつ 当日

どこで チェックイン時

①大阪府民確認書類

②③参加者同意書
・キャンペーン規約同意、本人署名、
・新型コロナウイルス感染防止対策・新しい旅のエチケットを徹底
・旅行当日に健康管理チェックシートによる体調管理実施
・大阪府民であること（提示済みの旨を宣誓）
・ワクチン接種歴等の確認（提示済みの旨を宣誓）

④ワクチン接種歴、又はＰＣＲ検査等で陰性確認

⑤ワクチン接種者と一緒に参加する同居人（本人確
認書類で現住所が同一であることが要件）

目視確認

目視確認

同意書回収
（クーポン配布＋健康チェック実施）

目視確認

宿泊事業者扱いの場合

目視確認

目視確認

◎宿泊事業者は、①②③④⑤についてチェックイン時に確認・回収を行う。

◎宿泊事業者は、利用者から各書類の提示を受けて厳正に確認する。
※利用者には旅行期間中は必ず携帯頂くよう案内（コピーでも可）

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

22
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ワクチン接種歴等の確認について

利用者

ワクチン接種歴、又はPCR検査等(*)で陰性であることが確認できた方

*PCR検査の他、抗原定量検査のみ対象(抗原定性検査は対象外)

参加時にワクチン接種履歴、又はPCR検査等で陰性が確認できた方
（12歳未満の子どもは、保護者・引率者同伴であれば、(検査を省略し)参加可能）

⇒以下の①又は②の方が対象
（本人確認はマイナンバーカード、運転免許証、

パスポート、健康保険証等により実施）
① ワクチンを2回接種後2週間経過している方
② 参加時の3日前以内にPCR検査等を受けた方
・PCR検査等の結果通知
（参加時の３日前以内のもの）
(コピー・写真可) ※陰性証明書は不要
・検査費用については、利用者の負担 シールを2枚貼ったこの部分を掲示ください。

＜接種済証＞

４

５ ワクチン接種者と一緒に参加する同居人

≪詳細≫ ワクチン接種済者と一緒に参加する同居人（本人確認書類で現住所が同一であることが要件）

《キャンペーン対象となる例・・・父（接種済）、母・子供2人（未接種・検査対象外）の場合》

《キャンペーン対象外となる例・・・同居人以外（接種済）を含んだグループでの旅行の場合》

接 種 済

父

未 接 種（検査対象外含む）

母 子供（高校生） 子供（小学生）

接 種 済

祖父母

同
居
人
以
外

同
居
人

接 種 済

父

未 接 種（検査対象外含む）

母 子供（高校生）子供（小学生）

同
居
人

【必要書類】
■接種済証又は接種記録書
■ワクチン接種済者と現住所が同一であることが確認
できる本人確認書類

【確認のタイミング】
■旅行申込み時から出発時まで（旅行事業者）
■宿泊施設へのチェックイン時（宿泊事業者）

【必要書類】
■接種済証又は接種記録書（コピー・写真可）
■PCR検査等結果通知（メール等の結果通知でも可）

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

23

または のいずれかに該当することがキャンペーンの対象条件となります４ ５

【確認のタイミング】
■旅行申込み時から出発時まで（旅行事業者）
■宿泊施設へのチェックイン時（宿泊事業者）
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●利用規約について
・大阪いらっしゃいキャンペーン2021の利用について定めるものです。
・旅行申込者全員に同意を頂いた上でのキャンペーン申し込みとなる為、代表者だけで

なく全ての利用者への周知をお願いします。
なお利用規約記載事項に関する、旅行申込者と旅行事業者及び宿泊事業者間に生ずる
トラブルについては、当事務局は一切関与しかねますので予めご了承ください。

●利用規約書面の印刷方法について
・加盟登録事業者に配付する管理画面からダウンロード
・大阪観光局大阪いらっしゃいキャンペーンホームページよりダウンロード

※お手数ですがコピーの上ご準備ください（両面２枚・カラー推奨）

『１．当キャンペーンの対象者は、「大阪府民」であること』
・キャンペーン適用プランの申し込み者全員が大阪府民であることを必ず確認ください。
（旅行事業者は旅行出発前までに確認、宿泊事業者は当日チェックイン時に確認）

・旅行当日においては、本人確認書類をお忘れにならない様にお伝えください。

※旅行当日に大阪府民でないことが発覚した場合、キャンペーン適用となりません。
その際割引額の返金等が必要となりますので、旅行者にあらかじめキャンペーン適用要
件を周知ください(本人確認書類を忘れた場合も同様）

『２．新型コロナウイルス感染防止・新しい旅のエチケットを徹底すること』
・「新しい旅のエチケット」に関する事項を遵守してもらう様に周知ください。
・接触確認アプリや府の追跡システムを利用してください。

『３．旅行当日に健康管理チェックシートによる体調管理を行うこと』
・旅行当日に４項目の健康チェック実施がある。

※旅行当日に健康チェック上の問題があった場合、キャンペーン適用となりません。
その際割引額の返金等が必要となりますので、旅行者にあらかじめキャンペーン適用要
件を周知ください。

『４．キャンペーン注意事項および禁止事項』について

・記載の事項のご説明をお願いします。
・regionPAY（リージョンペイ）及びおおさかPAYの概要については別紙regionPAY管理

画面操作マニュアルをご参照ください。

『５．ワクチン接種歴等の確認』について
※詳細確認手順はP22～23をご確認ください。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

利用者から予約申し込み（利用規約説明）
・キャンペーン利用規約の確認

STEP２

24

旅行事業者 宿泊事業者



大阪いらっしゃいキャンペーン２０２１ 「旅行事業者・宿泊事業者用マニュアル」

25

大阪いらっしゃいキャンペーン２０２１ 「旅行事業者・宿泊事業者用マニュアル」

25

25

STEP３ クーポン・参加同意書を発行

region PAY管理画面
マニュアル

●ご旅行申し込みがあった際に、クーポン発行サイト(regionPAY管理画面)
よりクーポン発行を行ってください。

（クーポンの発行にて割引枠が確保されたこととなります）

※事業者ごとの予算枠は設けませんが、以下２事業それぞれ事業予算額に達した場合は
終了となります。

・おおさか観光消費喚起事業（クーポン付与） 11月24日(水) ～ 1月31日（月）
・地域観光事業支援事業（宿泊・周遊割引適用）11月24日(水）～ 12月31日（金）

●おおさかPAYクーポン・参加同意書について
・一人あたり下記２枚を１セットとして用紙が発行されます。

【注意事項】
販売元が提供するポイントサービスや、株主優待券などの各種割引を利用する場合、
それらの「割引適用後の旅行宿泊代金」が本キャンペーンの対象基準金額となるため、
利用者に事前に確認の上、発行ください。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

●クーポン発行についての詳細はこちら
にてご確認ください。

（1枚目：
クーポン）

（２枚目：
参加同意書）

旅行事業者 宿泊事業者
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STEP３
クーポン・参加同意書

（宿泊付きプラン：旅行事業者から宿泊事業者への依頼内容）

①宿泊施設ご予約時に、大阪いらっしゃいキャンペーン利用の旨とクーポン配布
を依頼したい旨を宿泊事業者へお伝え下さい。

②クーポン・参加同意書の発行・・・・旅行事業者が行う
③発行したクーポン・参加同意書・・・参加同意書の発行事業者欄に担当者名を

記入（事業者欄は自動印字）。旅行事業
者から宿泊事業者へメール送信する。

※遅くとも宿泊日３日前までには送信必須です

※メール送信時は、PDFファイル等にて（パスワード必須）お送り下さい。
※FAX送信時はQRコードが不鮮明にならないよう高画質モードでの送信をお願いします。
※誤送信防止のためのダブルチェックを徹底するようにお願いします。
※日帰り周遊プランの場合は、当日の配布及びチェックについては、旅行事業者、旅行代表

者（幹事）もしくは交通事業者に依頼して下さい。

●参加者の人員減が発生した場合の対応（5名参加予定から1名減など）
・該当者分のクーポンのキャンセル処理を行う（管理画面操作マニュアル参照）
・宿泊施設へPDF送信済みの場合は、該当者分について破棄を依頼

●参加者の人員減が発生し、利用者ごとの旅行代金が変更となる場合
・付与クーポン額の変更がある場合は、元の発行を一旦取り消して再発行が必要

●旅行当日に団体の参加者増（Go show）があった場合
・適用不可（出発前にクーポン発行・送信が可能な場合を除く）

①大阪府内旅行事業者から宿泊予約が入った際は、大阪いらっしゃいキャンペー
ン利用かどうかを確認ください。

②キャンペーン利用の場合、旅行事業者よりクーポン・参加同意書をメール等に
て受け取ってください。

③受け取ったクーポンと参加同意書は、旅行者チェックイン当日まで、厳重に管
理してください。参加同意書の返送日・返送方法等については予め当該旅行事
業者と確認のうえ実施。

宿泊事業者へ事前送信
するもの（２点）

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

取消が発生した
場合は？？

旅行事業者

宿泊事業者

（クーポン）

発行事業者欄に
ついて、宿泊事
業者に送信する
前に、予め記入

しておく
（参加同意書）
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＜宿泊当日＞おおさかPAYクーポン配布

①クーポン・同意書をチェックイン時にお渡し出来るようご準備下さい。

（お手数ですが事前に印刷ください）

②旅行者名（もしくは団体名）を確認のうえ配布下さい。

③アプリダウンロードとチャージ方法についても可能な限りご案内ください。

STEP４

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

（1枚目：クーポン）

・旅行代表者名が印字される
・同グループで料金が異なる人は
カッコ内に内容が記載されている

【おおさかPAYキャッシュレスポイン
ト読み込み用QRコード】

②アプリ内にてキャッシュレスポイ
ントを読み込み

【regionPAYアプリダウンロード
用QRコード】

①アプリをまず取り込み

27

宿泊事業者

・旅行事業者名などクーポン発行
元の事業者名が印字される
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団体でチェックイン時の

場合でも参加者全員分
の本人確認が必要

参加者各自にて署名が必要

対応された宿泊事業者

STEP４

（２枚目：参加同意書）

①利用者に各チェック項目について記入してもらい、全員分を回収。

②必要項目へのチェック有無と、署名記入を確認。

③全員への本人確認実施（本人確認書類の提示を受ける）

※旅行事業者経由の予約については、旅行事業者が事前に確認済みの為、本人同意有無のみ確認

＜宿泊・旅行当日＞参加同意書配布・回収

対応されたご担当者

※宿泊事業者にて記入必須
宿泊事業者名と担当者名は、

ゴム印押印でも可

宿泊事業者

発行事業者名は自動印字

担当者名は事業者が記入
（押印でも可）

この欄全てに
チェックがある
場合のみ

キャンペーン対象

※記入漏れがない
ことを確認する

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

1か所でも「□はい」に
チェックがある場合は
キャンペーン対象外

旅行事業者が
クーポン発行した
場合は、宿泊事業
者に送信する前に、
予め記入しておく

団体でチェックイン時の

場合でも参加者全員分
の本人確認が必要

28
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①キャンペーンの条件を満たさない利用者がいた場合

・大阪府民では無かった場合
→キャンペーン対象外となる為、宿泊割引及びクーポンのお渡しは出来ません

・本人確認書類、ワクチン接種歴等の確認書類の持参を忘れた場合
→キャンペーン対象外となる為、宿泊割引及びクーポンのお渡しは出来ません

※宿泊施設滞在中にご家族などから追って送信いただける場合は、
確認が取れ次第クーポンをお渡しください。

（旅行事業者経由の予約については、旅行事業者が事前に確認済みの為提示は不要）

・健康管理チェックシートにて不適の場合
→キャンペーン対象外となる為、宿泊割引及びクーポンのお渡しは出来ません

宿泊受け入れの可否については、宿泊施設の規定に基づいてご利用者に伝達の上ご
対応ください。

②旅行事業者からクーポンが届かない
・旅行事業者には、宿泊の3日前までに宿泊施設へクーポンを送信する様に伝えてい

ますが、キャンペーン適用の連絡があったに関わらず未着の場合は督促をお願いします。

③当日フロントでの宿泊申し込みの場合
→宿泊事業者による直接販売は可能。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

＜宿泊・旅行当日＞クーポンお渡し対応についてSTEP４

このような場合は？？

※上記の要件にて宿泊される場合、キャンペーン対象外となる為、
割引代金ではなくなり差額が発生します。
旅行事業者経由の予約の場合は上記状況が分かり次第、
旅行事業者担当者まで連絡をお願いします。

宿泊事業者

【旅行事業者担当者様】

上記「健康管理チェックシートにて不適」の事象等が発生することも想定される為、当該旅行日
には可能な限り宿泊施設から連絡が取れる様に緊急連絡先などをお伝え下さい。

旅行事業者
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STEP５

【利用者から直接予約の場合】
・次項「３．実績報告及び精算」に記載の手順にて対応ください。

【旅行事業者経由の予約の場合】
・回収した全員分の参加同意書（原本）を旅行事業者（販売店）へ返送くだ

さい。

※返送日、返送方法、返送期日等については、予め当該旅行事業者と宿泊
事業者間にて相互確認下さい。

・旅行事業者経由の予約に関しては、全て旅行事業者より事務局への精算申
請となります。

・旅行終了後、宿泊事業者（日帰りの場合は旅行代表者など）より参加
同意書（全員分／原本）を回収下さい。

※返送日、返送方法、返送期日等については、予め当該旅行事業者と宿泊
事業者間にて相互確認下さい。

・回収済の参加同意書（原本）を、その他必要書類と同封のうえ事務局へ
送付ください。
※次項「３．実績報告及び精算」に記載の手順にて対応ください。

２．旅行事業者・宿泊事業者の対応業務（３）対応フロー

参加同意書を集約

30

宿泊事業者

旅行事業者

旅行事業者 宿泊事業者


