
「えひめぐり みきゃん旅割」事務局

取扱注意

対象期間

旅行当日のみ

クーポン有効期間

日帰り旅行
旅行事業者 マニュアル

2022年10月11日（火）～2022年12月27日（火）

ええひ
愛媛県への日帰り旅行の取扱は、事前に当事務局
へ登録申請後、承認された事業者様に限ります。

※変更があれば公式HPでご案内いたします
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１．事業概要

事業名 え ひ め ぐ り み き ゃ ん 旅 割

実施期間

２０２２年１０月１１日(火)～ ２０２２年１２月２７日(火)
※宿泊旅行の場合、１２月２８日(水)チェックアウト分まで
※今後の感染状況により、変更や中止の可能性もございますので

ご承知おきください。

利用対象者

●日本国内に居住する旅行者
●ワクチン３回以上接種済または検査結果が陰性であること
（PCR検査は３日前以降、抗原定性検査は前日または当日）

対象の
旅行形態

①募集型企画旅行
②受注型企画旅行
③手配旅行
※日帰り旅行において、出発当日、本人確認および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前提となります。添乗員がいない場合は、
現地係員を定めてください。

申込先

宿泊旅行割引 日帰り旅行割引

●本事業に参画登録済の旅行会社

●本事業に参画登録済みの
オンライン旅行予約サイト

●本事業に参画登録済みの

愛媛県内宿泊施設

●本事業に参画登録済の旅行事業者

割引額 旅行代金の４０％

割引上限

●交通付き宿泊旅行
⇒８，０００円

●宿泊のみ（交通なし）
⇒５，０００円

５，０００円

地域限定
クーポン

「えひめぐりクーポン」

平日：３，０００円 休日：１，０００円

※宿泊旅行は、宿泊施設にて、日帰り旅行は旅行事業者にて配布

最低旅行代金
（割引前） 平日：５，０００円 休日：２，０００円
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２．日帰り旅行商品の補助について

対象となる
旅行商品

P４に示すA群とB群をそれぞれ一つ以上組み合わせた旅行商品が補助の
対象となります。ただし、条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商
品が２地点間の移動のみを主たる目的とする場合および地域での消費喚
起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。

(１)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運送サービスを含むこと。
(２)旅程に愛媛県内の観光（食事・有料入場・有料体験等）を含むこと。

【対象例】
・貸切バスと果物狩り体験がセットになった旅行商品
・JRマル契乗車票（企画乗車券）と有料観光施設の入場がセットになった旅行商品
・往復の団体航空券と食事がセットになった旅行商品

【対象外の例】
・運送サービスのみのもの
（鉄道乗車券+船車券、周遊きっぷのみ、往復のバス乗車券のみ、など）

・同日中に発地に戻ることが予定されていない
（目的地までの片道のバス乗車券と食事、など）

・地域での消費に寄与しない組み合わせ
（往復の航空券と出発空港でのお弁当の積み込み、往復のバス乗車券と

無料施設の入場のみ、など）

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、旅行券や事業者が

独自に発行する商品券など）

（２）鉄道の回数券・普通乗車券など発売箇所以外で払戻ができるもの
（３）切手や収入印紙
（４）その他、対象商品として適切でないと考えられるもの

・感染拡大防止の観点から問題があるもの
・本事業の趣旨に反するもの

対象となる商
品の販売者

次のいずれかの事業者で、本事業に参画している事業者
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、
旅行業者代理業登録等をしている事業者

日帰り旅行商品の補助は、旅行事業者経由でお申し込みされたもので以下の条件を満た
す、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行に適用できます。
ただし、出発当日、本人確認およびワクチン接種歴や検査結果の確認を適切に実施できる
ことが前提となります。添乗員がいない場合は、現地係員を定めてください。
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３．日帰り旅行商品を構成する要素の判断例
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日帰り旅行に

+αする物品や

サービスの例

添乗員・ガイド同行費用

旅行計画作成にかかる企画料金　※受注型企画旅行

旅行業務取扱料金

金券類等

旅行者の手配による運送サービスや現地観光・アクティビティ等

お布施や賽銭等実質的な喜捨金（寄附）に該当するもの　※拝観料に限り対象とします

発地積み込みは日帰り旅行の要件としては対象外

目的地に関係のないものは対象外

観光・入場 有料の施設に限る

リフト・ロープウェイ

体験型アクティビティ等

レンタカー

自家用車

B

群

現

地

観

光

食事・飲み物

お弁当 発地積み込みは日帰り旅行の要件としては対象外

お土産

乗合バス（定期観光バス・高速バス）

予め行程と料金が決まっている路線バス

船舶（遊覧船はA群対象外です）

貸切バス

予め行程と料金が決まっている

タクシー・ハイヤー
予め行程と料金が決まっていない場合は対象外

A

群

運

送

サ

ー

ビ

ス

鉄道：JR 券マル契乗車票（企画乗車券）

航空：団体割引運賃・団体包括運賃・個人包括運賃

鉄道：JR 団券、団体乗車券

旅行事業者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

・航空の場合：搭乗証明書、搭乗案内書

・鉄道の場合：使用済原券、乗車かつ降車を

                     証明できる書類　等

鉄道：個人用の乗車券、特急券、寝台券、指定席券、

企画乗車券等

航空：普通航空券・個人用各種割引運賃



４．地域限定クーポン「えひめぐりクーポン」概要

配布枚数

平日：３，０００円（１，０００円×３枚）

休日：１，０００円（１，０００円×１枚）

土曜・日曜・祝日を「休日」、それ以外を「平日」として扱います。

配布方法
旅行実施の事業者が出発当日、本人確認およびワクチン接種または
陰性証明書を確認し、クーポンの配布をおこなう。

有効期間 日帰り旅行当日のみ

利用可能店舗

本事業への登録を受けた愛媛県内の土産物店、飲食店、観光施

設などの店舗

詳細はホームページにてご確認ください

注意事項

●現金との交換は不可

●釣銭は出ません

●誤記、人員減少で不要となったクーポンは、VOID印又は

赤斜線で廃札処理（VOID処理）する（P１２参照）

●廃札券の流用は不可

日帰り旅行におけるクーポンの配布枚数等は下記の通りです。
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５．旅行申込から補助金申請・精算まで

①旅行申し込み
１．旅行者全員のワクチン接種証明書（3回接種）と本人確認書類の確認
２．「えひめぐり みきゃん旅割 利用における同意書」を手交（P.16参照）
３．割引後の旅行代金にて精算

②旅行当日
１．添乗員または現地係員が旅行者全員の本人確認
２．ワクチン接種証明書又は陰性証明書を確認

（確認ができない場合は、割引の対象外となります）
３．えひめぐりクーポンを渡す
４．受領確認書の手交（P.17参照）

③補助金の精算
1．【日帰り_様式第２号】えひめぐりクーポン受領書 → えひめぐり みきゃん旅割事務局へ郵送
2．【日帰り_様式第３号】えひめぐりクーポン配布実績内訳シート

→ えひめぐり みきゃん旅割事務局へメール送信（P.14～15、17～18参照）
3．統一窓口の補助金審査管理システムにて補助金申請（統一窓口マニュアルをご確認ください）

全
国
旅
行
支
援

統
一
窓
口

旅

行

者

旅

行

事

業

者

え
ひ
め
ぐ
り

み
き
ゃ
ん
旅
割
事
務
局

①-1 ワクチン接種証明書
本人確認書類提示

③-2 TM2にて
補助金申請 一次承認後、最終承認

最終承認後振込

①-3 割引後の金額の
代金を支払い

②-1～3 本人確認・ワク
チン接種歴又は陰性の

確認・えひめぐりクー
ポンお渡し

③-1 クーポン配布実績表（データ）、
同意書＋受領確認書（郵送）を提出

販売事業者（旅行者が申し込みをした窓口の事業者）と実施（催行）事業者が異なる場合、
補助金の申請は、販売事業者が行い、えひめぐりクーポンは、実施（催行）事業者が配布する。
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①-2 同意書手交

②-4 受領確認書手交



６．スターターキット同封物一覧

①日帰り旅行 旅行事業者
マニュアル（本書）

②クーポン受領確認書

③クーポン券 ④追加発注書

スターターキットの中身をご確認ください。
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※えひめぐり みきゃん旅割公式ホームページにて
最新版をご利用ください



６．スターターキット同封物一覧

⑤無効クーポン返送報告書 ⑥未使用クーポン返送報告書

⑦クーポン返送用宅急便伝票 ⑧感染症ガイドライン

【⑤無効クーポン返送報告書】 

FAX送信先：089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(旅行会社チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

愛媛県地域限定クーポン『えひめぐりクーポン』 

無効クーポン返送報告書 
 

事業者名  

代表者名                                     ㊞ 

連絡担当者名  

 

無効処理枚数 

枚数 枚   

  

※事業終了後、無効クーポンと本書をスターターキット同封の返送用宅

配便伝票（着払）を添付のうえ返送ください。 

※未使用クーポンも同封の上返送ください。 

 

 

【問い合せ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(旅行会社チーム) 

TEL：089-998-2273 

FAX：089-913-0321 

【⑥未使用クーポン返送報告書】 

FAX送信先：089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(旅行会社チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

愛媛県地域限定クーポン『えひめぐりクーポン』 

未使用クーポン返送報告書 
 

事業者名  

代表者名                                     ㊞ 

連絡担当者名  

枚数 

クーポン券番  

枚数 枚   

 ※上記欄に 6 桁のクーポン番号（何番から何番まで）と枚数をご記入ください。 

※  事業終了後、無効クーポンとともに、スターターキット同封の

返送用宅配便伝票（着払）にて返送ください。 

 

【問い合せ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（旅行会社チーム） 

TEL 089-998-2273 

FAX 089-913-0321 
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７．えひめぐりクーポンの取り扱いについて

※最小単位：一セット100枚単位での納品となります。
※1枚ごとにクーポン番号が記されています。
※配送時には受取ご担当者様のサインをいただきます。

（1）内容物の確認

（2）クーポン枚数とクーポン番号を確認してください

クーポンが届きましたら、必ず開封して「枚数」と「クーポン番号」を確認
してください。番号の抜け等が発覚した場合は、
事務局（TEL089-998-2273）までお問合せください。

1.スターターキット受取後

クーポン番号

P7～P8に記載のものが入っているかご確認ください。
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（4）クーポンを保管してください

（3）クーポン受領確認書返送

スターターキットの中身を確認後、クーポンの枚数を確認し同封の受領
確認書を記入し事務局までＦＡＸ送信してください。

＜ＦＡＸ送信先＞えひめぐり みきゃん旅割事務局

ＦＡＸ： ０８９－９１３－０３２１
※到着後、一週間以内に送信してください。

受取後のクーポンは、各旅行事業者の責任において、安全な場所
に確実に保管してください。クーポン受領後の紛失、盗難等の場合
の責任の所在は各旅行事業者となります。

７．えひめぐりクーポンの取り扱いについて
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７．えひめぐりクーポンの取り扱いについて

（１）クーポン配布額を算出

（２）クーポンを旅行者に配布

オモテ面の利用開始日及び有効期間の欄に旅行当日の日付を必ずゴム印で
押印して旅行者にお渡しください。

※管理の観点から、クーポンの番号順に配布してください。

※汚損、誤記入し使用できないクーポンはP13記載の無効

処理を行い返却をお願いします。

★対象期間：2022年10月11日(火) ～ 2022年12月27日(火)
★平日・休日区分により、お渡しするクーポン額が異なりますのでご注意ください。

※日帰り旅行は、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。

※手書きではなく日付ゴム印を使用してください。

※裏面の「参加店舗欄」は

お客様が利用された店舗が押

印する欄です。

旅行事業者では押印しないで

ください。

利用開始日 有効期間

押印不要

【ご注意】お客様に誤って上記記載ルールより多くのクーポンを配布された場合や、クーポン配布対象外のお

客様に誤って配布された場合は、クーポンを回収してください。クーポンを既に使用済等で回収できない場合、

事業者様負担となりますのでご了承ください。万が一紛失等の場合も責任の所在は事業者様となりますので

お気をつけください。

宿泊旅行代金 えひめぐりクーポン交付額（枚数）

平日１人あたり ５，０００円以上 ３，０００円（１，０００円券×３枚）

平日１人あたり ４，９９９円以下 クーポンなし（割引対象外）

休日１人あたり ２，０００円以上 １，０００円（１，０００円券×１枚）

休日１人あたり １，９９９円以下 クーポンなし（割引対象外）

2.クーポンの配布（旅行出発時）
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７．えひめぐりクーポンの取り扱いについて

クーポンの在庫が少ない場合はＦＡＸで追加発注下さい

クーポンが追加で必要な場合は、お早めに事務局までご連絡ください。

追加依頼はＦＡＸでお願いします。

※平日15:00までに連絡いただければ、3営業日以内に宅配便で発送いたします。

「えひめぐり みきゃん旅割」 事務局

ＦＡＸ： ０８９－９１３－０３２１（旅行事業者様向け）
ＴＥＬ：０８９－９９８－２２７３（土・日・祝日は休み）

（年末年始休業：１２／２９～１／３）

５.クーポン利用店舗について

専用ＨＰにてご確認ください

https://premium-gift.jp/ehime

※一般購入者用コールセンター TEL：0570－075665（ナビダイヤル）

クーポン券裏面のQRコードからもご確認いただけます

3.取消・減員のクーポン取扱について

※クーポン配布後、旅行が取消・減員となった場合は該当クーポンを

旅行者から必ず回収してください。

※その場合無効となったクーポンはオモテ面に「赤字」抹線を引いてください。

※無効処理後のクーポン券は未使用クーポン券と共に事業終了時に

ご返送いただきます。

※バーコード、券番号には線をかぶせないでください

４.クーポン追加発注について
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＜未使用クーポン、無効クーポンの返送＞

●事業終了後、未使用のクーポン、無効クーポンは事務局へ
返送いただきます。
※「クーポン管理台帳」（Excelデータ）も入力後、事務局へメール送信
してください。
※「クーポン管理台帳」 （Excelデータ）は2022年11月22日に
事務局より日帰り旅行取扱事業者様へメール添付にて送信しております。

●返送期限 HPにてお知らせいたします。

スターターキット同封の
専用返信伝票にて
ご返送ください。

6.事業終了時クーポンの返送に関して
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７．えひめぐりクーポンの取り扱いについて

【⑥未使用クーポン返送報告書】 

FAX送信先：089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(旅行会社チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

愛媛県地域限定クーポン『えひめぐりクーポン』 

未使用クーポン返送報告書 
 

事業者名  

代表者名                                     ㊞ 

連絡担当者名  

枚数 

クーポン券番  

枚数 枚   

 ※上記欄に 6 桁のクーポン番号（何番から何番まで）と枚数をご記入ください。 

※  事業終了後、無効クーポンとともに、スターターキット同封の

返送用宅配便伝票（着払）にて返送ください。 

 

【問い合せ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（旅行会社チーム） 

TEL 089-998-2273 

FAX 089-913-0321 

【⑤無効クーポン返送報告書】 

FAX送信先：089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(旅行会社チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

愛媛県地域限定クーポン『えひめぐりクーポン』 

無効クーポン返送報告書 
 

事業者名  

代表者名                                     ㊞ 

連絡担当者名  

 

無効処理枚数 

枚数 枚   

  

※事業終了後、無効クーポンと本書をスターターキット同封の返送用宅

配便伝票（着払）を添付のうえ返送ください。 

※未使用クーポンも同封の上返送ください。 

 

 

【問い合せ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(旅行会社チーム) 

TEL：089-998-2273 

FAX：089-913-0321 



①②のコピーを事務局に期限までに郵送してください。

個人情報を含みますので、
なるべく追跡可能な方法で
郵送してください。

８．クーポン配布実績報告

1. クーポン配布実績の報告

（1）報告内容
①えひめぐり みきゃん旅割 利用における同意書（日帰り＿様式第１号）

②えひめぐりクーポン受領確認書（日帰り＿様式第２号）

③クーポン配布実績内訳シート（日帰り＿様式第３号）

※①と②はコピーで原本は事業者様で保管ください。

（2）報告方法

郵送

③クーポン配布実績内訳表のエクセルデータをメールにてお送りください。

※個人情報保護のためパスワードをつけて送付いただくことを推奨いたします。
パスワードは任意ですが、事務局に別途お知らせください。

実績報告データメール送付

①同意書 ②受領確認書

※日付順・管理番号順に並べてください
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【重要】 全国旅行支援_統一窓口の【補助金審査管理システム】への補助金申請も必要です。
補助金審査管理システムに関する不明点は統一窓口へお問い合わせください。



８．クーポン配布実績報告

３.報告スケジュール

統一窓口の補助金申請のスケジュールに合わせて、本マニュアルのP14に記
載の方法で報告書類をえひめぐり みきゃん旅割事務局にお送りください。

【月に１回補助金申請をする場合】
該当期間：当月１日帰着～末日帰着分
報告期間：翌月１日～15日

【月に2回補助金申請する場合】
≪前半≫
該当期間：当月1日帰着～15日帰着分
報告期間：当月16日～末日

≪後半≫
該当期間：当月16日帰着～末日帰着分
報告期間：翌月1日～15日

旅行実施期間 報告受付期間

１０月１ヶ月分 １１月１日(火)～１１月１５日(火)

１０月前半分 １１月１６日(水)～１１月３０日(水)

１１月後半／１１月１ヶ月分 １２月１日(木)～１２月１５日(木)

１２月前半分 １２月１６日(金)～１２月３１日(土)

１２月後半／１２月１ヶ月分 ２０２３年１月１日(日)～１月１５日(日)
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９．各種書類記入例

１．利用における同意書※愛媛県様式（旅行申込時に手交）
旅行者が各項目の内容を確認し、代表者の直筆の
署名が必要です。

旅行者記入欄

-16-

申込時の手交のため
旅行日よりも
以前の日付



９．各種書類記入例
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２．クーポン受領確認書
（旅行出発当日・クーポン配布時に手交）

ご旅行日・割引前の金額・
旅行者数をご入力いただき
ましたら、その他の項目は
自動で反映されます。

クーポン配布実績内訳表の一番
左の管理番号をご記入ください。

自動で反映します

旅行者本人（代表者）の直筆で
ご記入を頂いてください。

本人確認及びワクチン接種また
は陰性証明書類を確認しました
ら、添乗員または係員が✔を入
れてください。

・・・旅行事業者が記入

・・・旅行者が記入

【注意】

「対象」が×の表示の場合、補助の対象外となります。

P18の左端★へ

※印刷して
手書きされる
場合は
記入漏れの
無いように
お願いします

受領日をご記入ください。
(クーポン配布日)

旅行出発日以降の日付
(同日可)



９．各種書類記入例

３．クーポン配布実績内訳表

事業者名と統一窓口の事業者コード(Tから始まる7桁の番号)を記入

①～⑥以外の列を記入例に
従ってご入力ください

①～⑥の列は
自動で反映します

【注意】
クーポン配布実績内訳表の「対象」及び「一人当たり配布枚数」が
ＮＧの表示の場合、補助の対象外となります。

旅行者に配布したクーポン番号を
記入して下さい
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★
①② ③ ④ ⑤ ⑥
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１0．証明書類 早見表

〚証明書類　早見表〛　　　※変更があれば公式ＨＰにて最新マニュアルでお知らせします。

【無効なもの】

・住民票

・公共料金の領収書

・賃貸契約書

　

同意書・クーポン受領確認書※2

代表署名者

教員

(修学旅行等)
不要 不要 教員

教員以外(コーチ等) 必要
6歳以上

必要
コーチ等

教員等 必要 必要 教員等

教諭 不要 不要 教諭

保育士 不要 不要 保育士

同意書・クーポン受領確認書※2

代表署名者

添乗員付き
※添乗員が事前に目視確認

必要
12歳以上

必要※1
添乗員

添乗員なし 必要
12歳以上

必要※1
代表者

― 必要
12歳以上

必要※1
代表者

旅行者の

本人確認書

・障害者手帳等福祉手帳　　　　　　　　　　　　　　　　

確

認

書

本

人

・

在

住

地

【有効なもの】1種類で可

・運転免許証　　　　　　　　　　　　　　　・運転経歴証明書

・パスポート　　　　　　　　　　 　　　　　　・在留カード

・マイナンバーカード　　　　　　　　　　　　・特別永住者証明書　　

・健康保険証(住所手書きも有効)　　 ・船員手帳

・学生証、生徒手帳　　　　　　　　　　　・戦傷病者手帳

・国家資格を証明する書類　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※必ず原本で確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※有効期限があるものは期限内のもので確認が必要

旅行者の

接種済証等

【

ワ

ク

チ

ン

接

種

済

証

明

書
等

】

【

本

人

・

在

住

地

確

認

書

】

学校行事 引率者
旅行者の

本人確認書

旅行者の

接種済証等

大学生・専門学校生・

高専生等

学校団体

≪小学校・中学校・高校≫

個人旅行

※1　同居する親等の監護者が同伴すれば、12歳未満は陰性証明等は不要です。6歳未満はいかなる場合

　　　でも接種証明等は不要です。

　　　ただし、まん延防止重点措置区域に係る県またぎ移動にあっては、6歳以上12歳未満は検査が必要です。

 　　　同居していない同伴者の場合、6歳以上12歳未満は陰性証明等は必要です。いずれの場合も

　　　本人・在住地確認は必要です。

※2　同意書（日帰り_様式第1号）・クーポン受領確認書（日帰り_様式第2号）は、ともに愛媛県様式。

幼稚園

(学校法人・それ以外含む)

団体旅行
※添乗員・運転手・ガイドは

割引対象外

保育園

(認可・認可外含む)

引率者は公費の場合、割引対象外です。自己負担の場合、本人・在住地確認のうえ、ワクチン・検査パッケージ

を適用することで割引対象となります。

一般



１1．よくある質問

Q1．帰着時間が日付の変わる深夜に到着する商品は対象となりますか。
A1．対象となります。

【例】夜行バスで10/20出発・目的地に到着し、10/21深夜1時に出発地に
帰着する。

Q2．運送サービス（A群）には、距離制限はありますか。
A2．利用距離の制限はありません。ただし、同一市町など極端に近距離

の場合は、審議をさせていただきます。

Q3．運送サービス（A群）は、往復同一の交通機関でなくてはなりませんか。
A3．往復別々の交通機関でも構いません。

【例】往路飛行機、復路貸切バスの利用

Q4．旅行目的地にお弁当の手配が可能な店舗がないため、出発地で積み込み
たいのですが、補助の対象となりますか。

A4．B 群がそのお弁当のみの場合は、対象となりません。
ただし、運送サービス（A群）＋観光施設等（B群）の要素を満たした
うえで、お弁当を積み込む場合は補助の対象となります。

Q5．宿泊施設のデイユースの利用は、B群に含まれますか。
A5．宿泊施設のデイユースの利用は、B群に含まれません。ただし、日帰り

温泉入浴や食事が含まれる場合は、対象となります。

Q6．複数の県を跨ぐ場合、地域クーポンはどこの都道府県のものに
なりますか。

A6．B群に該当する施設が所在している県が複数ある場合は、旅行事業者が
主たる目的地として定めた都道府県の地域クーポンを旅行者にお渡しを
して、補助金の申請を行ってください。
目的地での滞在時間などを考慮して定めてください。

Q7．クルーズを利用した場合、出発地・寄港地どちらに申請をしたら
いいですか。

A7．寄港地にて申請してください。複数の県をまたぐ場合は、滞在時間など
考慮して定めてください。

Q8．学校の遠足など教育旅行は、日帰り旅行商品の補助対象となりますか。
A8．日帰り旅行の条件のA群＋B群を満たしていれば対象となります。

B群が入場無料の施設である場合は対象外となりますが、通常は料金が
発生するものの教育旅行団体による申請で入場料が無料となる料金体系
をとる入場施設等の場合は、例外としてB群の対象として認めます。

Q9．教育旅行において引率する教員は補助の対象となりますか。
A9．公費によって旅費を支払う場合は、対象外となります。

Q10．国内旅行傷害保険の「保険料」と「旅行代金」を合算して補助金額を算出してよいですか。
A10．旅行者が補助金対象の旅行予約に際して、国内旅行傷害保険、学校旅行総合保険等を

申し込んだ場合、「保険料」と「旅行代金」の合計額から補助金額を算出することが
できます。ただし、個人が旅行予約をした事業者とは別の事業者を通じて申し込んだ保険や、
当該旅行以外も対象とする保険は補助金額の算出にあたって合計することはできません。
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１２．問い合わせ先
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■基本ルール・ツアー造成対応について

「全国旅行支援 統一窓口」

電話番号 03-6635-3669
受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日は休み）

■事業参画登録・補助金の精算について

「全国旅行支援 統一窓口」

電話番号 03-6635-3655

受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日は休み）

■えひめぐりみきゃん旅割に関する問い合わせ

「えひめぐり みきゃん旅割」事務局 旅行会社チーム

事務所所在地
〒790‐0001
愛媛県松山市一番町4-1-1 大樹生命松山ビル7階

電話番号 089-998-2273（旅行事業者用）

ＦＡＸ 089-913-0321

Eメール ehime-ryoko4@bsec.jp

ＵＲＬ
https://ehime-micantabiwari.jp
（全て半角小文字）

受付時間
9：30～17：00 （土・日・祝日は休み）
（年末年始休業：12/29～1/3）

■一般旅行者様専用ダイヤル
0570-075665（ナビダイヤル）

受付時間 9：30～17：00 （土・日・祝日は休み）



１３．更新履歴
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Ver 更新日 更新内容

Ver.1 2022/10/6 新規作成

Ver.1.1 2022/10/7
P7：①宿泊施設兼用→日帰り旅行 旅行事業者マニュアルに修正
P16：12月後半／12月1ヶ月分の受付期間を2023年1月1日(日)～1月15日(日)に修正

表紙、P2：対象期間　2022年10月11日（火）～2022年12月20日（火）→2022年10月11日（火）～
2022年12月27日（火）
P1：「１１．証明書類  早見表」　追記
P2：「ワクチン３回接種」→「ワクチン３回以上接種済」　修正
P3：旅行代金に含められないもの　（4）「保険代」を削除　→P20：Q10を追記
P4：A群運送サービス　修正
P6： ②-2　「旅行申込時にワクチン接種証明書の確認ができなかった場合は」　削除
　　   ③補助金の精算　修正、 図の②-１～3、②-4、③-1　修正　①-2の矢印の向き　修正
P7：①「※えひめぐり　みきゃん旅割公式ホームページにて最新版をご利用ください」　追記
　　　①②④の見本画像　差し替え
P7～8：②⑤⑥「※ホームページよりダウンロードしてください」　削除
P8：⑧「ワクチン・検査パッケージ取扱いマニュアル」→「感染症ガイドライン」修正　画像挿入
P9：スターターキット同封物　⑨日帰り旅行同意書⑩えひめぐりクーポン受領書　ページ削除
P9：（2）「※クーポンお渡し後の旅行取消による返却、書き損じ用に予備も含め納品しており
　　　ます」　削除
P10：受領確認書の見本画像　差し替え
P11：2022年12月20日(火)→2022年12月27日(火)　修正
　　　下部赤枠【ご注意】　修正
P12：4．クーポン追加発注について「３営業日後に宅配便でお届けいたします。」→「３営業日
　　　以内に宅配便で発送いたします。」　修正、（年末年始休業：12月29日～１月3日）　追記
P13：「※「クーポン管理台帳」（Excelデータ）も入力後、事務局へメール送信してください。
　　　※「クーポン管理台帳」 （Excelデータ）は2022年11月22日に事務局より日帰り旅行
　　　取扱事業者様へメール添付にて送信しております。」　追記、
　　　未使用クーポン返送報告書と無効クーポン返送報告書の見本画像　差し替え

P14：（1）③クーポン実績内訳シート　修正、（2）【郵送】※日付順・番号順→日付順・管理番号順　修正、
 　   （2）【実績報告データメール送付】「※個人情報保護のためパスワードをつけて送付いた
　　　だくことを推奨いたします。パスワードは任意ですが、事務局に別途お知らせください。」　追記、
　　　「【重要】　全国旅行支援_統一窓口の【補助金審査管理システム】への補助金申請も必要です。
　　　補助金審査管理システムに関する不明点は統一窓口へお問い合わせください。」　追記
P16：日帰りご旅行代表者署名欄　「申込時の手交～」追記
P17：「※印刷して手書きされる場合は～」　追記、旅行事業者記入欄　「受領日をご記入ください。」追記
P18：見本画像　差し替え、
　　　「①～⑥以外の列を記入例に従ってご入力ください」、「①～⑥の列は自動で反映します」　追記
P19：証明書類 早見表を追加
P20：Q10　追記
P21：■基本ルール・ツアー造成対応について　追記
　　　　■えひめぐりみきゃん旅割に関する問い合わせ　受付時間　年末年始休業　追記
　　　　■一般旅行者様専用ダイヤル　追記
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「えひめぐり みきゃん旅割」事務局


