
「えひめぐり みきゃん旅割」事務局

取扱注意

2022年10月11日(火) ～ 2022年12月27日(火)

宿泊対象期間

チェックインの日から
チェックアウトの日まで

クーポン有効期間

宿泊事業者 マニュアル

新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては
停止することがあります。

※変更があれば公式HPでご案内いたします
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事業名 えひめぐり みきゃん旅割

宿泊事業者が販売する旅行商品・宿泊サービスの代金に対し、40％、1人1泊
当たり5,000円を上限に割引を実施します。 ※デイユースは対象外。

対象者に、一定の条件のもと、県内の土産物店、飲食店、交通機関等で使用で
きる「えひめぐりクーポン」を1人1泊当たり平日3,000円分、休日1,000円分を参
画事業者を通じて旅行者に配布します。
クーポン券面額は1,000円券で、有効期限はチェックアウト日までです。
県内のえひめぐりクーポン加盟店でご利用いただけます。

割引対象は全国から愛媛県に訪れる旅行者とします。（県内在住者を含む）
ワクチン・検査パッケージの適用条件を満たす方
（同居する親等の監護者が同伴することを条件に、

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」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。

宿泊対象期間 2022年10月11日(火) ～ 12月27日（火）

情報掲載サイト ポータルサイト（https://ehime-micantabiwari.jp）

クーポン受取方法 宿泊施設にて受取

１．事業内容

※12,500円以上で
一律5,000円割引

※１旅程につき７泊まで。回数制限なし
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＜B参画＞
1人1泊当たりの旅行
代金（単価） ＝
（下記対象者の宿泊
代金合計）÷（対象
人数）
※原則とし対象者全員を人
数としてカウントする

割引
（割引対象者の1泊
分の宿泊代金合計）
×40％

・大人2名(10,000円×2名)
・子供2名(4,000円×1名、

0円×1名)
24,000円÷４名＝6,000円
⇒単価6,000円、
割引額9,600円

※クーポンは４名分配布する
平日なら12枚
休日なら４枚

無料の幼児に関しては、人数に
含むと下限を下回る場合は、含
めず計算してもかまいません。
人数から外す場合は、クーポンの
配布も行いません。

割引・クーポンについて

対象者

すべて税込で計算

【1人1泊当たりの旅行代金（単価）】＝

旅行代金の割引 40%

１人１泊当たりの割引代金 上限　5,000円

＜割引代金＞

１人１泊当たりの旅行代金 旅行代金の割引 クーポン券

5,000円以上 40% 3,000円

5,000円未満 割引なし 配布なし

１人１泊当たりの旅行代金 旅行代金の割引 クーポン券

2,000円以上 40% 1,000円

2,000円未満 割引なし 配布なし

＜平日における旅行代金の下限＞

＜休日における旅行代金の下限＞

宿泊数制限

７泊までが対象

例）無料の幼児を含む場合

※クーポン配布の平日・休日の定義については本書P.3参照

【１泊当たりの宿泊代金合計】÷ 【対象人数】



えひめぐりクーポン券は、平日3,000円、休日1,000円を配布します。
平日、休日宿泊の詳細は下記をご参照ください。
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。

2．クーポンの配布金額 早見カレンダー

1 火 3,000

2 水 3,000

3 木（祝） 3,000

4 金 3,000

5 土 1,000

6 日 3,000

7 月 3,000

8 火 3,000

9 水 3,000

10 木 3,000

11 金 3,000

12 土 1,000

13 日 3,000

14 月 3,000

15 火 3,000

16 水 3,000

17 木 3,000

18 金 3,000

19 土 1,000

20 日 3,000

21 月 3,000

22 火 3,000

23 水（祝） 3,000

24 木 3,000

25 金 3,000

26 土 1,000

27 日 3,000

28 月 3,000

29 火 3,000

30 水 3,000

11月
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1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月（祝）

11 火 3,000

12 水 3,000

13 木 3,000

14 金 3,000

15 土 1,000

16 日 3,000

17 月 3,000

18 火 3,000

19 水 3,000

20 木 3,000

21 金 3,000

22 土 1,000

23 日 3,000

24 月 3,000

25 火 3,000

26 水 3,000

27 木 3,000

28 金 3,000

29 土 1,000

30 日 3,000

31 月 3,000

10月

1 木 3,000

2 金 3,000

3 土 1,000

4 日 3,000

5 月 3,000

6 火 3,000

7 水 3,000

8 木 3,000

9 金 3,000

10 土 1,000

11 日 3,000

12 月 3,000

13 火 3,000

14 水 3,000

15 木 3,000

16 金 3,000

17 土 1,000

18 日 3,000

19 月 3,000

20 火 3,000

21 水 3,000

22 木 3,000

23 金 3,000

24 土 1,000

25 日 3,000

26 月 3,000

27 火 3,000

28 水

29 木

30 金

31 土

12月
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【＜A参画＞宿泊証明書・同意書の手交】
①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書
(様式7-1A)

②えひめぐり みきゃん旅割 利用における同意書
(様式7-2A)

スターターキット＆クーポン送付

クーポン受領確認書（FAXまたはメール）

＜データ郵送＞翌月7日消印有効

①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受
領確認書(様式7-1A) コピー
②えひめぐり みきゃん旅割 利用に
おける同意書(様式7-2A) コピー

＜データアップロード＞翌月7日迄

③宿泊・クーポン配布実績報告シー
ト（様式8A）

事業終了後、余ったクーポンを返送

手数料

予約内容の周知

予約申込

えひめぐりクーポン、アンケート手交

報告期限日：翌月7日

3．宿泊事業者様にお願いする業務

＜A参画＞予約・宿泊・請求・精算について

本人確認(在住地)、検温
3回目接種済証明書又は、陰性証明書等確認

宿泊料金の
割引は旅行会社で行うため、
宿泊施設での精算業務は

不要です。

①宿泊証明書・えひめぐりクーポ
ン受領確認書 (様式7-1A)

②えひめぐり みきゃん旅割 利用
における同意書 (様式7-2A)

③宿泊・クーポン配布実績報告シート（様式8A）

※宿泊施設において従業員に新型コロナ感染者が出た場合や、宿泊施設を利用した旅行者等に新
型コロナ感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局にご連絡く
ださい。
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参画申込

審査・登録

スターターキット＆クーポン送付

クーポン受領確認書
（FAXまたはメール）

本人確認（在住地）、検温
接種証明（３回目）又は陰性証明確認

【＜B参画＞宿泊証明書・同意書の手交】
①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書

(様式7-1B)
②えひめぐり みきゃん旅割 利用における同意書
(様式7-2B)

えひめぐりクーポン・アンケート手交

割引後料金支払い

＜データ郵送＞翌月7日消印有効

①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認
書(様式7-1B) コピー
②えひめぐり みきゃん旅割 利用における同
意書(様式7-2B) コピー
④精算払請求書（様式9）

＜データアップロード＞翌月7日迄

③宿泊・クーポン配布実績報告シート
（様式8B）

報告期限日：翌月7日

予約申込

事業終了後、余ったクーポンを返送

手数料

※宿泊施設において従業員に新型コロナ感染者が出た場合や、宿泊施設を利用した旅行者等に新
型コロナ感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局にご連絡く
ださい。

＜B参画＞予約・宿泊・請求・精算について

割引助成金振込

※宿泊実績データと宿泊証明書を突合・承認
後、翌月中にお振込みいたします。

①宿泊証明書・
えひめぐりクーポ
ン受領確認書
(様式7-1B)

②えひめぐり み
きゃん旅割 利用
における同意書
(様式7-2B)

④精算払請求書
（様式9）

③宿泊・クーポン配布実績報告シート（様式8B）

3．宿泊事業者様にお願いする業務
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3．宿泊事業者様にお願いする業務

１.予約時の案内事項（制度）

④地域限定クーポン（えひめぐりクーポン）の案内
宿泊代金（１人泊）※入湯税は除く
平日5,000円以上・・・・・・・・・・・・・クーポン1,000円×３枚（3,000円分）
平日4,999円以下・・・・・・・・・・・・・クーポンなし（割引なし）
休日2,000円以上・・・・・・・・・・・・・クーポン1,000円×１枚（1,000円分）
休日1,999円以下・・・・・・・・・・・・・クーポンなし（割引なし）
※有効期間はチェックインの日からチェックアウトの日まで

③感染状況による事業停止、割引適用外となるケースの説明
新型コロナウイルスの感染状況によっては、当事業を停止することがあります。その際は予約の変更やキャンセルとな
り別途料金が発生することが予想されます。取消料等は当事業の対象外であることをあらかじめご案内ください。
また、チェックインの際に接種証明が提示できない場合、在住地を証明できる本人確認書類の持参がない場
合は割引適用外となることは十分な説明をお願いします。

②対象者
1.2両方を満たす方が対象です。どちらか一方のみでは割引は適用できません。
1 .全国から愛媛県に訪れる旅行者とします。（県内在住者を含む）
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。

2.コロナワクチン接種完了者又は陰性証明書持参者のみが割引の対象(必須）

宿泊当日持参がない場合は割引対象外です。（予約受付の際に必ずご案内ください）
コロナワクチンの接種（３回）が完了している方、PCR検査・抗原定量検査・抗原定性検査で陰性が確認された方

が、割引の対象となります。３回目のワクチン接種が完了していない方や、PCR・抗原検査の有効期間が切れている方

は、割引対象外となります。宿泊事業者様におかれましては、申込時点で、宿泊者全員のワクチン接種の状況について

ご確認をいただくとともに、宿泊時に証明するものが必要となる旨、旅行者への説明したうえで予約を受け付けてください。

また、ワクチン接種等の確認に関しては、添付の「ワクチン・検査パッケージ取扱いマニュアル」等を熟読のうえ実施してくだ

さい。なお、同意書は宿泊証明書とセットです。同意書・宿泊証明書が旅行者と手交されない場合は割引補助金

給付の対象外となりますのでご注意ください。

①宿泊を伴う宿泊代金等の４０％割引
割引率：４０％ ※割引額1円未満切り捨て

割引上限額：５，０００円（一人・泊あたり）
例：平日5,000円の宿泊施設の場合→2,000円を割引、平日4,999円以下の場合割引なし

休日2,000円の宿泊施設の場合→800円を割引、休日1,999円以下の場合割引なし

〈旅行会社・ＯＴＡ〉旅行者の移動のための交通を含む宿泊旅行商品 1人１泊あたり 8,000円
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3．宿泊事業者様にお願いする業務

２. ＜A参画＞利用時（チェックイン時）の案内事項

宿泊者の本人確認と宿泊証明書・同意書の手交・クーポン配布
本人確認書類にて全ての利用者の氏名、在住地を確認し本人であること、日本在住

であること、ワクチン接種済証明書又は陰性証明書等を確認し宿泊証明書と利用におけ
る同意書を手交してください。割引額、クーポン配布枚数を双方確認し署名を貰います。

宿泊証明書・クーポン受領確認書 利用における同意書

本人確認（全員）
・本人照合
・在住地照合

ワクチン検査パッケージ
適合確認（接種済証等）

早見カレンダーを
参考に

クーポン配布

【様式7-1A】 【様式7-2A】

割引対象者全員の確認・照合が必要です
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私は、対象の商品購入にあたり、下記について確認・同意します。

□ えひめぐり みきゃん旅割を利用するにあたり、旅行参加者全員がワクチンの3 回接種

  済証(※１)または、検査結果通知書(※２)(※３)の、原本または写しを 当日持参し、

  確認を行う者に提示をする。

□ 旅行当日の確認において、下記の「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさ

　ない場合の対応について理解し、いかなる場合も異議申し立ては行わない。

□ ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性がある

　ことに留意し、基本的な感染防止策(三つの密回避、人と人との距離の確保、マスクの

　着用、手洗いなどの手指衛生等)を維持・徹底する。

□ 政府や愛媛県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、愛媛県独自の感染症対策

　において移動にかかる制限を実施、えひめぐり みきゃん旅割の利用にかかる制限を

　する場合、これに従うものとする。

記載の内容を理解し、承諾することに同意します。

「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさない場合の対応

１．検査結果が陽性

・医療機関又は、保健所に相談する。

   ・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる　

   旅行者については、保健所に相談する。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

２．検査結果陽性時以外(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参

 しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

※１ ３回目の接種が条件

※２ 確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による

  検査結果が陰性であること。

※３ 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 ⑦有効期限 が明記されているものを利用する。

宿泊代表者署名

令和　　年　　月　　日

えひめぐり みきゃん旅割　利用における同意書

【旅行＿様式第7号-2A】



※裏面には同意書を印刷して下さい。

えひめぐり みきゃん旅割
宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書【旅行＿様式第7号-1A】

名

泊 泊 枚 人 枚

泊 泊 枚 人 枚

4 年 月 7 日

宿泊予約番号

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

平日 休日 計

●宿泊旅行割引の適用額明細　※お客様と金額・クーポン枚数について合意していること

人数
クーポン

総配布枚数
取扱い

旅行会社

人数

13枚× 12

クーポン
総配布枚数

1枚× 1 4 3

取扱い
ＯＴＡ

平日 休日 計

記　入　者：

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

みきゃん旅館

上記内容に相違ないことを証明します。 令和

1枚×

えひめぐりクーポン番号

3枚×

四国ぽんかんツアーズ

利用者（宿泊者）記入欄

宿泊期間

代表者住所

宿泊代表者名
（兼クーポン受領署名） 伊予　蜜柑 987-654-3210

〒　798　‐　0000

　　　愛媛県　宇和島市　甘夏町５６７-８

チェックイン　:令和   4年　10月　7日（金）
チェックアウト:令和   4年  10月　9日（日）

泊数

　２　泊

 ﾌﾘｶﾞﾅ イヨ　　ミカン 電話番号

※１予約ごとに作成してください。※身分証などにより、本人確認をしてください。

【提出先：えひめぐり みきゃん旅割事務局】

宿泊施設名称：

２００００１～２００００８,２０００１０,２０００１１,２０００１２,２０００２５

印

愛媛　清見

10

　ご注意ください。
※ご報告頂いたクーポン配布枚数と番号をもとにクーポン管理を行いますので、記入漏れやミスのないよう

枚12

□

□

割引対象となる人数 えひめぐりクーポン 受領枚数3 合計

●宿泊施設チェック欄　※宿泊施設担当者の方がご記入ください

身分確認書（免許証・保険証・居住地がわかる書面等）にて確認しました。

割引適用者全員のワクチン3回目接種済または検査結果が陰性であることを確認しました。

旅行会社・ＯＴＡ経由 予約用 Ａ参画
宿泊証明書番号（８桁）※宿泊施設記入

宿泊月日4ケタ＋通し番号4ケタ（宿泊日ごと）

例）10070001

印

 
 

3．宿泊事業者様にお願いする業務

3．＜A参画＞宿泊証明書・クーポン受領確認書手交方法

宿泊証明書番号の記入について

宿泊施設様の管理用に記入いただきます。 宿泊月2桁+日2桁+通し番号4桁（宿泊日ごと）

10月17日宿泊の1組目と２組目のお客様 例）【１組目】10170001 【２組目】10170002

10月18日宿泊の1組目と２組目のお客様 例）【１組目】10180001 【２組目】10180002

1

全項目記入が必要です
宿泊証明書・クーポン受領確認書

【旅行会社・OTA経由 予約用】 Ａ参画
宿泊施設様記入欄

利用者記入欄

本人確認・在住地確認
ワクチン検査パッケージ
確認チェック

クーポン配布枚数等

1

2

3

クーポンシリアルナンバー
を記入してください

4

5
・日付
・施設名称（ゴム印可）
・記入者
・角印もしくは丸印

※身分証と同じ住所を
記載してください

※旅行会社（リアル）
またはOTAの記入欄に
記載してください
OTAは宿泊予約番号も
記載してください

※現地で支払うオプショ
ン的な料金は割引対象
外です

表

-8-



3．宿泊事業者様にお願いする業務

4. ＜A参画＞利用における同意書手交方法

利用における同意書
各項目の内容を確認し利用者が記入
代表者の署名が必要です

【宿直＿様式第７号ー２A】

裏
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私は、対象の商品購入にあたり、下記について確認・同意します。

□ えひめぐり みきゃん旅割を利用するにあたり、旅行参加者全員がワクチンの3 回接種

  済証(※１)または、検査結果通知書(※２)(※３)の、原本または写しを 当日持参し、

  確認を行う者に提示をする。

□ 旅行当日の確認において、下記の「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさ

　ない場合の対応について理解し、いかなる場合も異議申し立ては行わない。

□ ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性がある

　ことに留意し、基本的な感染防止策(三つの密回避、人と人との距離の確保、マスクの

　着用、手洗いなどの手指衛生等)を維持・徹底する。

□ 政府や愛媛県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、愛媛県独自の感染症対策

　において移動にかかる制限を実施、えひめぐり みきゃん旅割の利用にかかる制限を

　する場合、これに従うものとする。

記載の内容を理解し、承諾することに同意します。

「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさない場合の対応

１．検査結果が陽性

・医療機関又は、保健所に相談する。

   ・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる　

   旅行者については、保健所に相談する。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

２．検査結果陽性時以外(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参

 しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

※１ ３回目の接種が条件

※２ 確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による

  検査結果が陰性であること。

※３ 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 ⑦有効期限 が明記されているものを利用する。

宿泊代表者署名

令和　　年　　月　　日

えひめぐり みきゃん旅割　利用における同意書

【旅行＿様式第7号-2A】

利用者記入欄



5. ＜B参画＞利用時（チェックイン時）の案内事項

宿泊者の本人確認と宿泊証明書・同意書の手交・クーポン配布
本人確認書類にて全ての利用者の氏名、在住地を確認し本人であること、日本在住

であること、ワクチン接種済証明書又は陰性証明書等を確認し宿泊証明書と利用におけ
る同意書を手交してください。割引額、クーポン配布枚数を双方確認し署名を貰います。

宿泊証明書・クーポン受領確認書 利用における同意書

本人確認（全員）
・本人照合
・在住地照合

ワクチン検査パッケージ
適合確認（接種済証等）

早見カレンダーを
参考に

クーポン配布

【様式7-1B】 【様式7-2B】

割引対象者全員の確認・照合が必要です

3．宿泊事業者様にお願いする業務

-10-

※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号を記入してください。
  裏面には同意書を印刷して下さい。

えひめぐり みきゃん旅割
宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書【宿直＿様式第7号-1B】

県

県

県

県

●宿泊施設チェック欄　※宿泊施設担当者の方がご記入ください

●宿泊旅行割引の適用額明細　※お客様と金額・クーポン枚数について合意していること

１泊目

円 円 円 円

２泊目

円 円 円 円

３泊目

円 円 円 円

４泊目

円 円 円 円

年 日

※１予約ごとに作成してください。※身分証などにより、利用者全員の本人確認をしてください。

※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号

　を記入してください。

※修学旅行等の学校行事の場合は代表者が記入の上、学校名、学校長名（押印要）記載の宿泊者名簿添付にて

　代用も可とします。

【提出先：えひめぐり みきゃん旅割事務局】

令和上記内容に相違ないことを証明します。

備考住所（県・市町村）利用者名（代表者除く）

2

3

4

5

月

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

※マニュアル参照
クーポン配布枚数合計

1枚×

1枚×

枚

枚人 人

クーポン
配布枚数

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

●単価確認用メモ欄●

①宿泊代金合計÷人数

※1円未満切り捨て

※平日5,000円以上/人泊

※休日2,000円以上/人泊

※12,500円以上/人泊は

　一律5,000円割引

□
身分確認書（免許証・保険証・居住地がわかる書面等）にて確認しました。
割引適用者全員のワクチン3回目接種済または検査結果が陰性であることを確認しました。

人

3枚×

3枚×

3枚×

人 人 枚

※保護者同伴の12歳未満の方等で、ワクチン・検査不要の場合は、備考欄に記載してください。

宿泊施設名称：

3枚×

泊数

電話番号

↓利用者は割引対象者のみ記入してください。

□

名 えひめぐりクーポン 受領枚数 合計

泊
チェックイン　:令和　 　年　   月　　 日（　 ）
チェックアウト:令和　 　年　   月　　 日（　 ）

割引対象となる人数

〒　　　－

枚

利用者（宿泊者）記入欄

枚

人

人

記　入　者：

えひめぐりクーポン番号

印

人

休日
2,000円以上/人泊

平日
5,000円以上/人泊

1枚×

1枚× 枚

宿泊期間

代表者住所

割引前
①宿泊代金

合計
割引対象者の

代金を合算
(入湯税別)

②宿泊割引額

①宿泊代金合計

の40％割引
※1円未満切り捨て

割引後
宿泊代金
①－②

宿泊代表者名
（兼クーポン受領署名）

 ﾌﾘｶﾞﾅ

宿泊施設 直予約用 Ｂ参画
宿泊証明書番号（８桁）※宿泊施設記入

私は、対象の商品購入にあたり、下記について確認・同意します。

□ えひめぐり みきゃん旅割を利用するにあたり、旅行参加者全員がワクチンの3 回接種

  済証(※１)または、検査結果通知書(※２)(※３)の、原本または写しを当日持参し、

  確認を行う者に提示をする。

□ 旅行当日の確認において、下記の「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさ

　ない場合の対応について理解し、いかなる場合も異議申し立ては行わない。

□ ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性がある

　ことに留意し、基本的な感染防止策(三つの密回避、人と人との距離の確保、マスクの

　着用、手洗いなどの手指衛生等)を維持・徹底する。

□ 政府や愛媛県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、愛媛県独自の感染症対策

　において移動にかかる制限を実施、えひめぐり みきゃん旅割の利用にかかる制限を

　する場合、これに従うものとする。

記載の内容を理解し、承諾することに同意します。

「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさない場合の対応

１．検査結果が陽性

・医療機関又は、保健所に相談する。

   ・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる　

   旅行者については、保健所に相談する。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

２．検査結果陽性時以外(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参

 しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

※１ ３回目の接種が条件

※２ 確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による

  検査結果が陰性であること。

※３ 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 ⑦有効期限 が明記されているものを利用する。

宿泊代表者署名

【宿直＿様式第7号-2B】

えひめぐり みきゃん旅割　利用における同意書

令和　　年　　月　　日



3．宿泊事業者様にお願いする業務

6． ＜B参画＞宿泊証明書・クーポン受領確認書手交方法

宿泊証明書番号の記入について

宿泊施設様の管理用に記入いただきます。 宿泊月2桁+日2桁+通し番号4桁（宿泊日ごと）

10月17日宿泊の1組目と２組目のお客様 例）【１組目】10170001 【２組目】10170002

10月18日宿泊の1組目と２組目のお客様 例）【１組目】10180001 【２組目】10180002

全項目記入が必要です
宿泊証明書・クーポン受領確認書

【宿泊施設 直予約用】 Ｂ参画
宿泊施設様記入欄

利用者記入欄

本人確認・在住地確認
ワクチン検査パッケージ確認
チェック

宿泊代金（税込）
クーポン配布枚数等

1

2

3

クーポンシリアルナンバー
を記入してください

4

5

※身分証と同じ住所を
記載してください

※宿泊日ごとに
行を分けて記載してください

※2泊目は幼児を含む
と下限を下回る為、特
例として人数に含めて
いません。
（無料幼児に限り除いて
計算することが可能）

・日付
・施設名称（ゴム印可）
・記入者
・角印もしくは丸印

表
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※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号を記入してください。
  裏面には同意書を印刷して下さい。

えひめぐり みきゃん旅割
宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書【宿直＿様式第7号-1B】

県

県

県

県

●宿泊施設チェック欄　※宿泊施設担当者の方がご記入ください

●宿泊旅行割引の適用額明細　※お客様と金額・クーポン枚数について合意していること

１泊目

13,000 円 円 円 円

２泊目

13,000 円 円 円 円

３泊目

円 円 円 円

４泊目

円 円 円 円

年 15 日

※１予約ごとに作成してください。※身分証などにより、利用者全員の本人確認をしてください。

※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号

　を記入してください。

※修学旅行等の学校行事の場合は代表者が記入の上、学校名、学校長名（押印要）記載の宿泊者名簿添付にて

　代用も可とします。

【提出先：えひめぐり みきゃん旅割事務局】

9

利用者（宿泊者）記入欄

枚

人

人

記　入　者：

えひめぐりクーポン番号

２０００４０～２０００４５,２０００５０,２０００５６,２０００６０

印
みきゃん旅館

愛媛　清見

人 6

休日
2,000円以上/人泊

平日
5,000円以上/人泊

1枚×

1枚× 枚

宿泊期間

代表者住所

割引前
①宿泊代金

合計
割引対象者の

代金を合算
(入湯税別)

②宿泊割引額

①宿泊代金合計

の40％割引
※1円未満切り捨て

※上限5,000円/人泊

割引後
宿泊代金
①－②

宿泊代表者名
（兼クーポン受領署名）

泊数

2
電話番号

012-345-6789

↓利用者は割引対象者のみ記入してください。

□

〃

（下限を下回る為２泊目は含めない）

3名 えひめぐりクーポン 受領枚数 合計

　　　　松山　花子 (例)ｼﾝｸﾞﾙ洋室7,000円

泊
チェックイン　:令和 　4年  10月　15日（土）
チェックアウト:令和 　4年  10月　17日（月）

割引対象となる人数

〒　790　－　0000
　　愛媛県　松山市　紅まどんな町１２３－４

枚

 ﾌﾘｶﾞﾅ　　　マツヤマ　ハナコ

備考

※保護者同伴の12歳未満の方等で、ワクチン・検査不要の場合は、備考欄に記載してください。

宿泊施設名称：

3

7,800

3枚×

クーポン配布枚数合計

1枚×

枚

枚人 人

令和上記内容に相違ないことを証明します。 月

クーポン
配布枚数

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

●単価確認用メモ欄●

①宿泊代金合計÷人数

※1円未満切り捨て

※平日5,000円以上/人泊

※休日2,000円以上/人泊

※12,500円以上/人泊は

　一律5,000円割引

□
身分確認書（免許証・保険証・居住地がわかる書面等）にて確認しました。
割引適用者全員のワクチン3回目接種済または検査結果が陰性であることを確認しました。

5,200

5,200

人

3枚×

3枚×

3枚×

人
4,333

6,500

人

7,800
3 枚

1枚×

2

住所（県・市町村）利用者名（代表者除く）

2松山 甘平(例)ｼﾝｸﾞﾙ洋室/幼児0円

3松山 イヨ(例)和室6,000円

4

5

愛媛

〃

松山

4 10

9

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

※マニュアル参照

宿泊施設 直予約用 Ｂ参画

印

宿泊証明書番号（８桁）※宿泊施設記入

宿泊月日4ケタ＋通し番号4ケタ（宿泊日ごと）

例）10150001

 
 

1

税込



3．宿泊事業者様にお願いする業務

7. ＜B参画＞利用における同意書手交方法

利用における同意書
各項目の内容を確認し利用者が記入
代表者の署名が必要です

【宿直＿様式第７号ー２B】

裏

-12-

私は、対象の商品購入にあたり、下記について確認・同意します。

□ えひめぐり みきゃん旅割を利用するにあたり、旅行参加者全員がワクチンの3 回接種

  済証(※１)または、検査結果通知書(※２)(※３)の、原本または写しを当日持参し、

  確認を行う者に提示をする。

□ 旅行当日の確認において、下記の「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさ

　ない場合の対応について理解し、いかなる場合も異議申し立ては行わない。

□ ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性がある

　ことに留意し、基本的な感染防止策(三つの密回避、人と人との距離の確保、マスクの

　着用、手洗いなどの手指衛生等)を維持・徹底する。

□ 政府や愛媛県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、愛媛県独自の感染症対策

　において移動にかかる制限を実施、えひめぐり みきゃん旅割の利用にかかる制限を

　する場合、これに従うものとする。

記載の内容を理解し、承諾することに同意します。

「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさない場合の対応

１．検査結果が陽性

・医療機関又は、保健所に相談する。

   ・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる　

   旅行者については、保健所に相談する。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

２．検査結果陽性時以外(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参

 しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

※１ ３回目の接種が条件

※２ 確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による

  検査結果が陰性であること。

※３ 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 ⑦有効期限 が明記されているものを利用する。

宿泊代表者署名

【宿直＿様式第7号-2B】

えひめぐり みきゃん旅割　利用における同意書

令和　　年　　月　　日

利用者記入欄



①宿泊事業者
マニュアル（本書）

②クーポン受領確認書

③クーポン券（原券） ④追加発注書

4．スターターキット同封物一覧

（本書）

表

裏
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【②受領確認書】 

FAX送信先 089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム)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』 

受領確認書 

施設名  

代表者名                                   ㊞ 

連絡担当者名  

緊急連絡先  

 

クーポン券番 

 

※6 桁のクーポン番号（何番～何番）をご記入ください。（例）000000～000000 

 

 

 

 

受領枚数 

（1束 100枚） 

枚   

 間違いなく受領いたしました 

 FAXにて返送ください。 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム) 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 

【④追加発注書】 

FAX送信先 089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（宿泊チーム）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』 

追加発注書 

施設名  

送付先住所 〒 

連絡担当者名  

緊急連絡先  

 

追加セット数（1 セット 100枚） 

 

セット 

※ 平日 15：00 までに FAXでお申込みください。 

3営業日以内に宅配便でお届けいたします。 

（土日祝日中の発送はできませんのでご了承ください） 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（宿泊チーム） 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 
 



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

4．スターターキット同封物一覧
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⓼ワクチン・検査パッケージ
取扱いマニュアル

【⑤無効クーポン返送報告書】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

えひめめぐり みきゃん旅割『えひめぐりクーポン』 

無効クーポン返送報告書 
 

会社名  

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。 

 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム) 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 

【⑥未使用クーポン返送報告書】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

えひめぐり みきゃん旅割『えひめぐりクーポン』 

未使用クーポン返送報告書 
 

会社名  

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。 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（宿泊チーム） 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 



私は、対象の商品購入にあたり、下記について確認・同意します。

□ えひめぐり みきゃん旅割を利用するにあたり、旅行参加者全員がワクチンの3 回接種

  済証(※１)または、検査結果通知書(※２)(※３)の、原本または写しを当日持参し、

  確認を行う者に提示をする。

□ 旅行当日の確認において、下記の「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさ

　ない場合の対応について理解し、いかなる場合も異議申し立ては行わない。

□ ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性がある

　ことに留意し、基本的な感染防止策(三つの密回避、人と人との距離の確保、マスクの

　着用、手洗いなどの手指衛生等)を維持・徹底する。

□ 政府や愛媛県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、愛媛県独自の感染症対策

　において移動にかかる制限を実施、愛媛県内宿泊旅行代金割引の利用にかかる制限を

　する場合、これに従うものとする。

記載の内容を理解し、承諾することに同意します。

「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさない場合の対応

１．検査結果が陽性

・医療機関又は、保健所に相談する。

   ・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる　

   旅行者については、保健所に相談する。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

２．検査結果陽性時以外(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参

 しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

※１ ３回目の接種が条件

※２ 確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による

  検査結果が陰性であること。

※３ 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 ⑦有効期限 が明記されているものを利用する。

宿泊代表者署名

【宿直＿様式第7号-2B】

えひめぐり みきゃん旅割　利用における同意書

令和　　年　　月　　日

私は、対象の商品購入にあたり、下記について確認・同意します。

□ えひめぐり みきゃん旅割を利用するにあたり、旅行参加者全員がワクチンの3 回接種

  済証(※１)または、検査結果通知書(※２)(※３)の、原本または写しを当日持参し、

  確認を行う者に提示をする。

□ 旅行当日の確認において、下記の「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさ

　ない場合の対応について理解し、いかなる場合も異議申し立ては行わない。

□ ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性がある

　ことに留意し、基本的な感染防止策(三つの密回避、人と人との距離の確保、マスクの

　着用、手洗いなどの手指衛生等)を維持・徹底する。

□ 政府や愛媛県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、愛媛県独自の感染症対策

　において移動にかかる制限を実施、愛媛県内宿泊旅行代金割引の利用にかかる制限を

　する場合、これに従うものとする。

記載の内容を理解し、承諾することに同意します。

「えひめぐり みきゃん旅割」適用条件を満たさない場合の対応

１．検査結果が陽性

・医療機関又は、保健所に相談する。

   ・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と考えられる　

   旅行者については、保健所に相談する。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

２．検査結果陽性時以外(検査結果が「判定不能」であった場合、確認書類を持参

 しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合等。

・割引適用外を理解し、クーポン受取済みであった場合は宿泊施設に返却する。

※１ ３回目の接種が条件

※２ 確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による

  検査結果が陰性であること。

※３ 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 ⑦有効期限 が明記されているものを利用する。

宿泊代表者署名

【宿直＿様式第7号-2B】

えひめぐり みきゃん旅割　利用における同意書

令和　　年　　月　　日

⑩＜B参画＞
宿泊証明書・同意書

⑨＜A参画＞
宿泊証明書・同意書

⑪精算払請求書※Bのみ使用

※ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
※ お手数ですが、コピー送付の際には日付順・宿泊証明書番号順に並び替えの上、ご送付ください。

4．スターターキット同封物一覧

※ホームページにてダウンロード可能
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※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号を記入してください。
  裏面には同意書を印刷して下さい。

えひめぐり みきゃん旅割
宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書【宿直＿様式第7号-1B】

県

県

県

県

●宿泊施設チェック欄　※宿泊施設担当者の方がご記入ください

●宿泊旅行割引の適用額明細　※お客様と金額・クーポン枚数について合意していること

１泊目

円 円 円 円

２泊目

円 円 円 円

３泊目

円 円 円 円

４泊目

円 円 円 円

年 日

※１予約ごとに作成してください。※身分証などにより、利用者全員の本人確認をしてください。

※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号

　を記入してください。

※修学旅行等の学校行事の場合は代表者が記入の上、学校名、学校長名（押印要）記載の宿泊者名簿添付にて

　代用も可とします。

【提出先：えひめぐり みきゃん旅割事務局】

令和上記内容に相違ないことを証明します。

備考住所（県・市町村）利用者名（代表者除く）

2

3

4

5

月

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

※マニュアル参照
クーポン配布枚数合計

1枚×

1枚×

枚

枚人 人

クーポン
配布枚数

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

●単価確認用メモ欄●

①宿泊代金合計÷人数

※1円未満切り捨て

※平日5,000円以上/人泊

※休日2,000円以上/人泊

※12,500円以上/人泊は

　一律5,000円割引

□
身分確認書（免許証・保険証・居住地がわかる書面等）にて確認しました。
割引適用者全員のワクチン3回目接種済または検査結果が陰性であることを確認しました。

人

3枚×

3枚×

3枚×

人 人 枚

※保護者同伴の12歳未満の方等で、ワクチン・検査不要の場合は、備考欄に記載してください。

宿泊施設名称：

3枚×

泊数

電話番号

↓利用者は割引対象者のみ記入してください。

□

名 えひめぐりクーポン 受領枚数 合計

泊
チェックイン　:令和　 　年　   月　　 日（　 ）
チェックアウト:令和　 　年　   月　　 日（　 ）

割引対象となる人数

〒　　　－

枚

利用者（宿泊者）記入欄

枚

人

人

記　入　者：

えひめぐりクーポン番号

印

人

休日
2,000円以上/人泊

平日
5,000円以上/人泊

1枚×

1枚× 枚

宿泊期間

代表者住所

割引前
①宿泊代金

合計
割引対象者の

代金を合算
(入湯税別)

②宿泊割引額

①宿泊代金合計

の40％割引
※1円未満切り捨て

割引後
宿泊代金
①－②

宿泊代表者名
（兼クーポン受領署名）

 ﾌﾘｶﾞﾅ

宿泊施設 直予約用 Ｂ参画
宿泊証明書番号（８桁）※宿泊施設記入表

【宿直_様式第９号】

令和 年 月 日

宿泊事業者番号

所在地　　  　　

名　称                 

　 代表者職氏名  　 印

月分

精算払請求額（今回請求額）          金 円

内　訳　　宿泊補助金給付枠 金 円

今回請求額 金 円

宿泊補助金給付枠残 金 円

担当者所属部署

担当者氏名

メールアドレス

電話・ＦＡＸ番号

２　審査の結果精算請求額に差異がない場合は参画登録時の指定口座に

    宿泊補助金を振り込みます。審査の結果差異が発生した場合は事務局からの

    連絡の後、訂正金額にて精算払請求書を再度提出ください。

TEL:               FAX:

（１）   宿泊証明書（宿直_様式第７号-１B）

           愛媛県内宿泊旅行代金割引利用における同意書（宿直_様式７号－２B）

           ※表裏一体、コピー、本通は宿泊施設で保管ください。

（２）  

１　添付書類

記

えひめぐり みきゃん旅割事務局　御中

　

標記について、「えひめぐり みきゃん旅割」宿泊施設取扱い要項第14条の規定に
基づき、下記のとおり、割引原資の精算払いを請求します。

えひめぐり みきゃん旅割　精算払請求書



⑬アンケートチラシ追加発注書⑫アンケートチラシ

4．スターターキット同封物一覧

（イメージ）
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⑬【アンケートチラシ追加発注書】 

FAX送信先 089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（宿泊チーム）宛 

令和    年    月    日 

 

アンケートチラシ追加発注書 

施設名  

送付先住所 〒 

連絡担当者名  

緊急連絡先  

 

追加枚数 

 

枚 

 

 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（宿泊チーム） 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 
 

※アンケートチラシが追加で必要な際に
FAXにてご連絡ください。

後日送付



※最小単位：一束100枚単位での納品となります。
※1枚ごとに券番が記されています。
※配送時には受取ご担当者様のサインをいただきます。

１ 宅配便で配送されるクーポン類・マニュアル等を
確認ください

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（TEL089-998-2271）までお問合せください。
※クーポンお渡し後の宿泊取消による返却、書き損じ用に予備も含め
納品しております。

1.スターターキット受取

5.えひめぐりクーポンについて

クーポン番号
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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
書へ記入し事務局までＦＡＸ送信してください。

＜ＦＡＸ送信先＞愛媛県地域限定クーポン事務局
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、各宿泊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
は各宿泊事業者となります。
※割り当てたクーポンはA・B参画の区別はありません。
一括管理・配布してください。

5.えひめぐりクーポンについて
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【②受領確認書】 

FAX送信先 089-913-0321 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム)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』 

受領確認書 

施設名  

代表者名                                   ㊞ 

連絡担当者名  

緊急連絡先  

 

クーポン券番 

 

※6 桁のクーポン番号（何番～何番）をご記入ください。（例）000000～000000 

 

 

 

 

受領枚数 

（1束 100枚） 

枚   

 間違いなく受領いたしました 

 FAXにて返送ください。 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム) 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 



2.クーポンの配布（チェックイン時）

１.クーポン配布額を算出してください

２. クーポンを旅行者に配布してください
オモテ面の利用開始日（チェックイン日）及び有効期間（チェックアウト日）の欄

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P21記載の無効

処理を行い返却をお願いします。

★宿泊対象期間：2022年10月11日(火) ～ 12月下旬(未定)
★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。

（下記をご参照いただきお間違えないようにお気をつけください）

※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。

宿泊施設では押印しないで

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。

※【連泊の場合のクーポンの有効期間について】連泊の場合、クーポンは全枚数について、利用
開始日はチェックイン日、有効期間はチェックアウト日までにてご発行ください。

5．えひめぐりクーポンについて

宿泊旅行代金 えひめぐりクーポン交付額（枚数）

平日１人泊あたり 5,000円以上 3,000円（1,000円券×3枚）

平日１人泊あたり 4,999円以下 クーポンなし（割引なし）

休日１人泊あたり 2,000円以上 1,000円（1,000円券×1枚）

休日１人泊あたり 1,999円以下 クーポンなし（割引なし）
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4.クーポン追加発注について
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、翌3営業日以内に宅配便でお届けいたします。

「愛媛県地域限定クーポン」事務局

ＦＡＸ： ０８９－９１３－０３２１（事業者様向け）
ＴＥＬ：０８９－９９８－２２７１※土日祝日は受付いたしません。

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.宿泊取消・減員のクーポン取扱について
クーポンお渡し後の減員、取消について

※クーポン配布後、宿泊が取消・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表面に「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

5．えひめぐりクーポンについて
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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。

●返送期限 1月11日必着
※変更があれば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
信伝票にて返送ください。

5．えひめぐりクーポンについて

6.事業終了時クーポンの返送に関して
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【⑥未使用クーポン返送報告書】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

えひめぐり みきゃん旅割『えひめぐりクーポン』 

未使用クーポン返送報告書 
 

会社名  

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。 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局（宿泊チーム） 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 

【⑤無効クーポン返送報告書】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム)宛 

令和    年    月    日 

 

えひめめぐり みきゃん旅割『えひめぐりクーポン』 

無効クーポン返送報告書 
 

会社名  

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。 

 

 

【問い合わせ先】 

えひめぐり みきゃん旅割事務局(宿泊チーム) 

TEL 089-998-2271 

FAX 089-913-0321 



1. 宿泊実績・クーポン配布状況の報告

6．実績報告・管理＜A参画＞

1.報告内容
①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書（旅行_様式第7号-1A）

②えひめぐり みきゃん旅割 利用における同意書（旅行_様式第7号-2A）

※①と②は両面コピーしてください。本通は宿泊事業者様で保管ください。
正しく運用・管理いただいているかを確認させていただく場合がございます。ご協力ください。

③宿泊・クーポン配布実績報告シート（旅行_様式第８号A）

2.報告方法

①②を両面コピーし事務局に期限までに郵送してください。

郵送

※郵送とデータアップロード報告の両方が必須です

③宿泊・クーポン配布実績報告シートのエクセルデータ報告
下記のシステムに期限までにアップロードの
うえ報告してください。
※詳細な方法は次ページ以降で説明します。

実績報告データアップロード

3.報告期限

※遅延された場合、書類の不備がある場合は審査の遅れ、クーポン配布手数料のお
支払いが遅れる場合がございますので十分にご注意ください。

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。

表 裏
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10月分 11月7日まで 11月7日消印有効

11月分 12月7日まで 12月7日消印有効

12月分 1月7日まで 1月6日消印有効

〈アップロード〉 〈郵送〉

①宿泊証明書（表） ※白黒印刷 可
②同意書（裏） ※日付順・番号順に並べてください



①「宿泊・クーポン配布実績報告シート」を公式HP・宿泊事業者様
ページよりダウンロードしてください。

②宿泊証明書の記載事項を入力

③宿泊事業者様用実績報告システムにてアップロードしてください

2.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法

「宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書」 の記載事項を、
「宿泊・クーポン配布実績報告」シートにご入力ください。
※入力方法は次ページ以降をご確認ください。

6．実績報告・管理＜A参画＞

①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書
（旅行_様式第7号-1A）

1.報告方法

2.シート入力イメージ

HP内実績報告システムリンク

③宿泊・クーポン配布実績報告シート（旅行_様式第8A号）
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※デザインは変更となる場合があります。

こちらからアクセス

↓※入力必須

宿泊施設

コード
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

＜記入時の注意点＞

１組1パックごとの情報を1行ずつ入力してください。

色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：A+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名「A　13899999　●●ホテル　10月分01」、「A　13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月22日泊、１組目→10220001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象合

計人数

OTA旅行会社

ネット申込

OTA

予約番号

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

No
宿泊証明書

番号
宿泊月 宿泊日 曜日

【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考

リアル旅行会社

店頭申込

OTA旅行会社

ネット申込

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン

項目判定

旅行会社名

A参画　旅行会社経由予約　クーポン実績報告

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名 参加種別

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

◎現地で支払うオプション的な料金は割引対象外です。

◎入力後【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認してください。

「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。入力例No,2参照

※【クーポン項目判定】欄はクーポン番号の入力漏れがないかを判定するのみ

で、枚数の判定は致しません。

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。入力例No,3参照

https://aadcc9e8.form.kintoneapp.com/public/331138634e4b1
078be62f2f2e4a7a1c46635138bfc17079a72de2b78c26f4785



6．実績報告・管理＜A参画＞

3.シート入力方法
①シート入力フォーム

②宿泊事業者番号・施設名入力

※スターターキット同梱の送付状 左上に記載のある宿泊事業者番号と申請した際の宿泊施設名、宿
泊施設所在地を入力し、参加種別（Aのみ参画／AB両方参画）をプルダウンより選択

※１つのシートで入力できる件数は最大９５０件です。
１か月で９５０以上となる場合は別途ファイルを作成ください。
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※シートの仕様は変更となる場合があります。

↓※入力必須1ヶ月分2022年10月

2.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法

↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

＜記入時の注意点＞

１組1パックごとの情報を1行ずつ入力してください。

色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：A+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名「A　13899999　●●ホテル　10月分01」、「A　13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月22日泊、１組目→10220001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象合

計人数

OTA旅行会社

ネット申込

OTA

予約番号

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

No
宿泊証明書

番号
宿泊月 宿泊日 曜日

【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考

リアル旅行会社

店頭申込

OTA旅行会社

ネット申込

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン

項目判定

旅行会社名

A参画　旅行会社経由予約　クーポン実績報告

クーポン配布枚数　合計

0

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名 参加種別

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

◎現地で支払うオプション的な料金は割引対象外です。

◎入力後【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認してください。

「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。入力例No,2参照

※【クーポン項目判定】欄はクーポン番号の入力漏れがないかを判定するのみ

で、枚数の判定は致しません。

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。入力例No,3参照

↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

＜記入時の注意点＞

１組1パックごとの情報を1行ずつ入力してください。

色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：A+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名「A　13899999　●●ホテル　10月分01」、「A　13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月22日泊、１組目→10220001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象合

計人数

OTA旅行会社

ネット申込

OTA

予約番号

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

No
宿泊証明書

番号
宿泊月 宿泊日 曜日

【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考

リアル旅行会社

店頭申込

OTA旅行会社

ネット申込

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン

項目判定

旅行会社名

A参画　旅行会社経由予約　クーポン実績報告

クーポン配布枚数　合計

0

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名 参加種別

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

◎現地で支払うオプション的な料金は割引対象外です。

◎入力後【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認してください。

「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。入力例No,2参照

※【クーポン項目判定】欄はクーポン番号の入力漏れがないかを判定するのみ

で、枚数の判定は致しません。

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。入力例No,3参照



↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

＜記入時の注意点＞

１組1パックごとの情報を1行ずつ入力してください。

色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：A+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名「A　13899999　●●ホテル　10月分01」、「A　13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月22日泊、１組目→10220001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象合

計人数

OTA旅行会社

ネット申込

OTA

予約番号

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

No
宿泊証明書

番号
宿泊月 宿泊日 曜日

【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考

リアル旅行会社

店頭申込

OTA旅行会社

ネット申込

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン

項目判定

旅行会社名

A参画　旅行会社経由予約　クーポン実績報告

クーポン配布枚数　合計

0

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名 参加種別

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

◎現地で支払うオプション的な料金は割引対象外です。

◎入力後【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認してください。

「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。入力例No,2参照

※【クーポン項目判定】欄はクーポン番号の入力漏れがないかを判定するのみ

で、枚数の判定は致しません。

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。入力例No,3参照

※裏面には同意書を印刷して下さい。

えひめぐり みきゃん旅割
宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書【旅行＿様式第7号-1A】

名

利用者（宿泊者）記入欄

宿泊期間

代表者住所

宿泊代表者名
（兼クーポン受領署名）

〒　　　－

合計

チェックイン　:令和　　年　  月　　 日（　）
チェックアウト:令和　　年　  月　　 日（　）

泊数

　    　泊

 ﾌﾘｶﾞﾅ 電話番号

枚割引対象となる人数 えひめぐりクーポン 受領枚数

宿泊証明書番号（８桁）※宿泊施設記入
旅行会社・ＯＴＡ経由 予約用 Ａ参画

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象合

計人数

1

2

No
宿泊証明書

番号
宿泊月 宿泊日 曜日

【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊者情報

6．実績報告・管理＜A参画＞

3.シート入力方法
③宿泊証明書の宿泊証明書番号、宿泊月日、代表者情報、割引対象人数

➊宿泊証明書番号

宿泊月2桁+日2桁+通し番号4桁

例）10070001 1

1 2

2

3

3

❷宿泊日

1組1パックごとの情報を入力

❸宿泊代表者情報

氏名（フリガナ、漢字）・居住地

宿泊証明書

4

4

❹割引対象合計人数

割引対象となる人数の合計を入力
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2.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法



↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

＜記入時の注意点＞

１組1パックごとの情報を1行ずつ入力してください。

色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：A+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名「A　13899999　●●ホテル　10月分01」、「A　13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月22日泊、１組目→10220001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象合

計人数

OTA旅行会社

ネット申込

OTA

予約番号

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

No
宿泊証明書

番号
宿泊月 宿泊日 曜日

【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考

リアル旅行会社

店頭申込

OTA旅行会社

ネット申込

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン

項目判定

旅行会社名

A参画　旅行会社経由予約　クーポン実績報告

クーポン配布枚数　合計

0

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名 参加種別

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

◎現地で支払うオプション的な料金は割引対象外です。

◎入力後【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認してください。

「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。入力例No,2参照

※【クーポン項目判定】欄はクーポン番号の入力漏れがないかを判定するのみ

で、枚数の判定は致しません。

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。入力例No,3参照

泊 泊 枚 人 枚

泊 泊 枚 人 枚

年 月 日

宿泊施設名称：
印

※１予約ごとに作成してください。※身分証などにより、利用者全員の住所を確認してください。

平日 休日 計

記　入　者：

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

上記内容に相違ないことを証明します。 令和

人数

1枚×

●宿泊旅行割引の適用額明細　※お客様と金額・クーポン枚数について合意していること

人数
クーポン

総配布枚数
取扱い

旅行会社

えひめぐりクーポン番号

3枚×

3枚×

クーポン
総配布枚数

1枚×

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

平日 休日 計

取扱い
ＯＴＡ

宿泊予約番号

OTA旅行会社

ネット申込

OTA

予約番号

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

~

~

~

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力
クーポン

項目判定

旅行会社名

リアル旅行会社

店頭申込

OTA旅行会社

ネット申込

6．実績報告・管理＜A参画＞

3.シート入力方法
④旅行会社名、配布クーポン番号

宿泊証明書

75

6

6

❺旅行会社名

取扱い旅行会社（リアル／OTA・予

約番号）入力

❻クーポン番号

配布したクーポン番号を入力

8

7

7

配布枚数確認

枚数が一致していることをご

確認ください

❼クーポン

クーポン枚数合計

❽クーポン項目判定

入力できているかどうかを判定

7
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5

5

クーポン項目判定

「OK」となっていることをご確認ください

エラーの場合：必要項目未入力

8

2.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法



③宿泊・クーポン配布実績報告シートのエクセルデータ報告
下記のシステムに期限までにアップロードの
うえ報告してください。
※詳細な方法は次ページ以降で説明します。

３.宿泊実績・クーポン配布状況の報告

1.報告内容
①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書（宿直_様式第7号-1B）

②えひめぐり みきゃん旅割 利用における同意書（宿直_様式第7号-2B）
※①と②は両面コピーしてください。本通は宿泊事業者様で保管ください。

正しく運用・管理いただいているかを確認させていただく場合がございます。ご協力ください。

③宿泊・クーポン配布実績報告シート（宿直_様式第８号B）

④精算払請求書（宿直_様式第9号）

2.報告方法

①②の両面コピー、④を印刷し事務局に期限までに郵送してください

郵送

※郵送とデータアップロード報告の両方が必須です

実績報告データアップロード

3.報告期限

※遅延された場合、書類の不備がある場合は審査が遅れ、翌々月の振込になる場合や、宿泊割引助
成金を支払うことができない場合がございますので十分にご注意ください。

④精算払請求書
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。

表 裏

6．実績報告・管理＜B参画＞
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10月分 11月7日まで 11月7日消印有効 11月30日までに振込

11月分 12月7日まで 12月7日消印有効 12月30日までに振込

12月分 1月7日まで 1月6日消印有効 1月31日までに振込

〈アップロード〉 〈郵送〉

①宿泊証明書（表） ※白黒印刷 可
②同意書（裏） ※日付順・番号順に並べてください



①「宿泊・クーポン配布実績報告シート」を公式HP・宿泊事業者様
ページよりダウンロードしてください。

②宿泊証明書の記載事項を入力

③宿泊事業者様用実績報告システムにてアップロードしてください

4.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法

「宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書」 の記載事項を、
「宿泊・クーポン配布実績報告」シートにご入力ください。
※入力方法は次ページ以降をご確認ください。

6．実績報告・管理＜B参画＞

1.報告方法

2.シート入力イメージ

HP内実績報告システムリンク

①宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書
（宿直_様式第7号-1B）

③宿泊・クーポン配布実績報告シート（宿直_様式第８B号）

-28-

※デザインは変更となる場合があります。

こちらからアクセス

https://aadcc9e8.form.kintoneapp.com/public/331138634e4b1
078be62f2f2e4a7a1c46635138bfc17079a72de2b78c26f4785



↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

　　　

＜記入時の注意点＞

1組1泊ごとの情報を1行ずつ入力してください。（同じお客様が2連泊した場合は2行に分けて入力）

※色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：B+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名例「B13899999　●●ホテル　10月分01」、「B13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月07日泊、１組目→10070001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象

人数
合計 単価 合計 割引率

1人当たり

配布金額

配布合計

枚数

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン配布枚数　合計

0

給付金申請額　合計

0

クーポン

項目判定

割引額＝給付金申請額

※上限：1人当たり5,000円

※1円未満切り捨て
宿泊情報

項目判定

クーポン配布枚数

平日5,000円以上で3,000円

休日2,000円以上で1,000円
クーポン

発行総額

B参画　宿泊施設直予約宿泊・クーポン配布実績報告

No

宿泊証明書番号

※連泊の場合は

複数行に同じ番号

を記入

宿泊月 宿泊日 曜日

宿泊代金(割引前）

※税込金額、入湯税は除く

（宿直予約）
【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考
割引後の

支払総額

◎宿泊代金(割引前)合計＝割引対象者全員の1泊分の宿泊代金合計

◎割引額合計の項目に「割引対象外」という文言が出たら、割引対象外ですので入力しないで

ください。 ⇒ 入力例No,1参照

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。 ⇒ 入力例No,3参照

◎入力後、【宿泊情報項目判定】と【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認して

ください。「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

6．実績報告・管理＜B参画＞

3.シート入力方法
①シート入力フォーム

②宿泊施設コード・宿泊施設名・宿泊施設所在地入力

※スターターキット同梱の送付状 左上に記載のある宿泊事業者番号と申請した際の宿泊施設名、
宿泊施設所在地を入力

※１つのシートで入力できる件数は最大９５０件です。
１か月で９５０以上となる場合は別途ファイルを作成ください。

-29-

※シートの仕様は変更となる場合があります。

4.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法

↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

　　　

＜記入時の注意点＞

1組1泊ごとの情報を1行ずつ入力してください。（同じお客様が2連泊した場合は2行に分けて入力）

※色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：B+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名例「B13899999　●●ホテル　10月分01」、「B13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月07日泊、１組目→10070001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象

人数
合計 単価 合計 割引率

1人当たり

配布金額

配布合計

枚数

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン配布枚数　合計

0

給付金申請額　合計

0

クーポン

項目判定

割引額＝給付金申請額

※上限：1人当たり5,000円

※1円未満切り捨て
宿泊情報

項目判定

クーポン配布枚数

平日5,000円以上で3,000円

休日2,000円以上で1,000円
クーポン

発行総額

B参画　宿泊施設直予約宿泊・クーポン配布実績報告

No

宿泊証明書番号

※連泊の場合は

複数行に同じ番号

を記入

宿泊月 宿泊日 曜日

宿泊代金(割引前）

※税込金額、入湯税は除く

（宿直予約）
【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考
割引後の

支払総額

◎宿泊代金(割引前)合計＝割引対象者全員の1泊分の宿泊代金合計

◎割引額合計の項目に「割引対象外」という文言が出たら、割引対象外ですので入力しないで

ください。 ⇒ 入力例No,1参照

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。 ⇒ 入力例No,3参照

◎入力後、【宿泊情報項目判定】と【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認して

ください。「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

↓※入力必須

宿泊事業者

番号

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名
宿泊施設所在地

（市区町村名）



※同一グループで記入欄不足の場合はコピーまたは宿泊者名簿（氏名・住所記載）を添付し同じ宿泊証明書番号を記入してください。
  裏面には同意書を印刷して下さい。

えひめぐり みきゃん旅割
宿泊証明書・えひめぐりクーポン受領確認書【宿直＿様式第7号-1B】

県

県

県

県

備考住所（県・市町村）利用者名（代表者除く）

2

3

4

5

泊数

電話番号

↓利用者は割引対象者のみ記入してください。

名 えひめぐりクーポン 受領枚数 合計

泊
チェックイン　:令和　 　年　   月　　 日（　 ）
チェックアウト:令和　 　年　   月　　 日（　 ）

割引対象となる人数

〒　　　－

枚

利用者（宿泊者）記入欄

宿泊期間

代表者住所

宿泊代表者名
（兼クーポン受領署名）

 ﾌﾘｶﾞﾅ

宿泊施設 直予約用 Ｂ参画
宿泊証明書番号（８桁）※宿泊施設記入

↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

　　　

＜記入時の注意点＞

1組1泊ごとの情報を1行ずつ入力してください。（同じお客様が2連泊した場合は2行に分けて入力）

※色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：B+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名例「B13899999　●●ホテル　10月分01」、「B13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月07日泊、１組目→10070001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象

人数
合計 単価 合計 割引率

1人当たり

配布金額

配布合計

枚数

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン配布枚数　合計

0

給付金申請額　合計

0

クーポン

項目判定

割引額＝給付金申請額

※上限：1人当たり5,000円

※1円未満切り捨て
宿泊情報

項目判定

クーポン配布枚数

平日5,000円以上で3,000円

休日2,000円以上で1,000円
クーポン

発行総額

B参画　宿泊施設直予約宿泊・クーポン配布実績報告

No

宿泊証明書番号

※連泊の場合は

複数行に同じ番号

を記入

宿泊月 宿泊日 曜日

宿泊代金(割引前）

※税込金額、入湯税は除く

（宿直予約）
【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考
割引後の

支払総額

◎宿泊代金(割引前)合計＝割引対象者全員の1泊分の宿泊代金合計

◎割引額合計の項目に「割引対象外」という文言が出たら、割引対象外ですので入力しないで

ください。 ⇒ 入力例No,1参照

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。 ⇒ 入力例No,3参照

◎入力後、【宿泊情報項目判定】と【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認して

ください。「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象

人数

1

2

宿泊者情報

No

宿泊証明書番号

※連泊の場合は

複数行に同じ番号

を記入

宿泊月 宿泊日 曜日
【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

6．実績報告・管理＜B参画＞

3.シート入力方法

③宿泊証明書の宿泊証明書番号、宿泊月日

➊宿泊証明書番号

宿泊月2桁+日2桁+通し番

号4桁 例）10070001 1

3

4

❷宿泊日

宿泊期間をもとに、報告シートへ1

泊ごとの総合計を1行ずつ入力

(同じお客様が2連泊した場合は2行

に分けて入力)

❸宿泊代表者情報

氏名（半角フリガナ、漢字）居住

地都道府県・市区町村

宿泊証明書

21

-30-

2

4

❹割引対象人数

割引対象となる人数の合計を

入力

3

4.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象

人数

1

2

宿泊者情報

No

宿泊証明書番号

※連泊の場合は

複数行に同じ番号

を記入

宿泊月 宿泊日 曜日
【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外



↓※入力必須

宿泊事業者

番号
愛媛県「えひめぐり　みきゃん旅割」宿泊・クーポン配布実績報告シート

　　　

＜記入時の注意点＞

1組1泊ごとの情報を1行ずつ入力してください。（同じお客様が2連泊した場合は2行に分けて入力）

※色付きの入力欄は入力不要（自動計算）です。

※入力できる件数は最大950件です。1か月で950以上となる場合は別のファイルを作成ください。

※ファイル名ルール：B+宿泊施設コード+スペース+施設名称+スペース　●月分

　ファイル名例「B13899999　●●ホテル　10月分01」、「B13899999　●●ホテル　10月分02」　

※宿泊証明書番号ルール：月２桁、日にち２桁、通し番号４桁（宿泊日ごと）

例）10月07日泊、１組目→10070001、以降２組目以降は通し番号

平日／休日
区分

宿泊代表者（カナ）

※半角カタカナ

　姓名間にスペース

開ける

宿泊代表者（漢字）

※姓名間にスペース

開ける

居住地

都道府県

居住地

市区町村

割引対象

人数
合計 単価 合計 割引率

1人当たり

配布金額

配布合計

枚数

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

1ヶ月分2022年10月

宿泊施設名

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力

宿泊者情報

クーポン配布枚数　合計

0

給付金申請額　合計

0

クーポン

項目判定

割引額＝給付金申請額

※上限：1人当たり5,000円

※1円未満切り捨て
宿泊情報

項目判定

クーポン配布枚数

平日5,000円以上で3,000円

休日2,000円以上で1,000円
クーポン

発行総額

B参画　宿泊施設直予約宿泊・クーポン配布実績報告

No

宿泊証明書番号

※連泊の場合は

複数行に同じ番号

を記入

宿泊月 宿泊日 曜日

宿泊代金(割引前）

※税込金額、入湯税は除く

（宿直予約）
【休日】土曜日 泊

※宿泊日と翌日が

土・日・祝なら宿泊

日は休日扱い。

【平日】それ以外

宿泊施設所在地

（市区町村名）

備考
割引後の

支払総額

◎宿泊代金(割引前)合計＝割引対象者全員の1泊分の宿泊代金合計

◎割引額合計の項目に「割引対象外」という文言が出たら、割引対象外ですので入力しないで

ください。 ⇒ 入力例No,1参照

◎宿泊情報項目に未入力がある場合、色が付いてお知らせします。 ⇒ 入力例No,3参照

◎入力後、【宿泊情報項目判定】と【クーポン項目判定】が「OK」になっているか確認して

ください。「エラー」の場合入力内容を再度確認してください。

※同じ入力内容でも「同上」「〃」など省略しないでください。

項目判定

両方「OK」となっていることをご確認ください。入

力に不備があるとエラーとなります

「宿泊情報項目判定」がエラーの場合

●必要項目未入力（宿泊施設コード等含む）

「クーポン項目判定」がエラーの場合

●クーポン配布合計枚数と配布枚数確認の相違

●宿泊施設チェック欄　※宿泊施設担当者の方がご記入ください

●宿泊旅行割引の適用額明細　※お客様と金額・クーポン枚数について合意していること

１泊目

円 円 円 円

２泊目

円 円 円 円

３泊目

円 円 円 円

４泊目

円 円 円 円

年 日

※１予約ごとに作成してください。※身分証などにより、利用者全員の本人確認をしてください。

令和上記内容に相違ないことを証明します。 月

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

【単価】①÷人数

※マニュアル参照
クーポン配布枚数合計

1枚×

1枚×

枚

枚人 人

クーポン
配布枚数

クーポン／人
※1人当たりのクーポン枚数

●単価確認用メモ欄●

①宿泊代金合計÷人数

※1円未満切り捨て

※平日5,000円以上/人泊

※休日2,000円以上/人泊

※12,500円以上/人泊は

　一律5,000円割引

□
身分確認書（免許証・保険証・居住地がわかる書面等）にて確認しました。
割引適用者全員のワクチン3回目接種済または検査結果が陰性であることを確認しました。

人

3枚×

3枚×

3枚×

人 人 枚

宿泊施設名称：

3枚×

□

名 えひめぐりクーポン 受領枚数 合計割引対象となる人数 枚

枚

人

人

記　入　者：

えひめぐりクーポン番号

印

人

休日
2,000円以上/人泊

平日
5,000円以上/人泊

1枚×

1枚× 枚

割引前
①宿泊代金

合計
割引対象者の

代金を合算
(入湯税別)

②宿泊割引額

①宿泊代金合計

の40％割引
※1円未満切り捨て

割引後
宿泊代金
①－②

合計 単価 合計 割引率
1人当たり

配布金額

配布合計

枚数

クーポン

開始番号
~

クーポン

最終番号

クーポン番号（飛び番）

複数の場合はカンマ区切り（半角数字）

連番でも「～」で繋げずカンマで区切る

配布枚数

確認

~

~

クーポン番号(※半角数字)

例）200001～200004までの4枚配布

開始番号:200001・最終番号:200004と入力
クーポン

項目判定

割引額＝給付金申請額

※上限：1人当たり5,000円

※1円未満切り捨て
宿泊情報

項目判定

クーポン配布枚数

平日5,000円以上で3,000円

休日2,000円以上で1,000円
クーポン

発行総額

宿泊代金(割引前）

※税込金額、入湯税は除く

（宿直予約）
割引後の

支払総額

6．実績報告・管理＜B参画＞

3.シート入力方法

④宿泊代金、クーポン配布情報入力

宿泊証明書

5

5

6

❻クーポン番号

配布したクーポン番号を入

力

7

❺割引前宿泊代金合計

1泊ごとの合計を入力

税込、入湯税別

7

❼項目判定

※エラーの場合、助成金をお

支払いできない可能性があり

ますのでお気を付けください。

6 8

❽❾クーポン配布枚数

枚数の一致を確認
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9

配布枚数確認

2か所それぞれ同じ枚数となっ

ていることをご確認ください

4.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法

7

9

98

8



6．実績報告・管理＜A参画・B参画＞

4.入力後の報告・データアップロード

実績報告システムリンク

②公式ホームページ宿泊事業者様用の実績報告システムにアクセス

①アップロード前準備

「宿泊・クーポン配布実績報告シート」エクセルデータファイル名の設定

ファイル名ルール
【A参画用シート】

A＋宿泊事業者番号+スペース+施設名称+スペース ●月分
【B参画用シート】

B＋宿泊事業者番号+スペース+施設名称+スペース ●月分

ファイル名例）宿泊事業者番号 13899999 みきゃん旅館 【B参画用シート】の場合

ファイル名･････B13899999 みきゃん旅館 ●月分

※●月分報告で項目数が９５０以上の場合

ファイル名･････B13899999 みきゃん旅館 ●月分01
B13899999 みきゃん旅館 ●月分02

※事業者様用のページからアクセスできます
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4.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法



6．実績報告・管理＜A参画・B参画＞

③実績報告システムに事業者情報入力

④実績報告完了画面 回答完了画面が表示されます

申請書類送信フォームで入力したメールアドレスに完了メールが通知されます。

⑤報告完了メール

①宿泊証明書 ②同意書 ③宿泊・クーポン配布実績報告シート
④精算払請求書＜Bのみ＞
を照合し審査いたします

⑥事務局審査と宿泊補助金精算払

審査完了後
翌月中に振込

①宿泊事業者番号

参画承認時の宿泊事業者番号を入力すると虫

眼鏡マークが表示されます。表示されない場合

は施設コード相違となります

②宿泊施設名

①の宿泊施設コードを入力・検索で自動反映

表示されない場合は施設コード相違となります

③メールアドレス

参画登録時申請のメールアドレスを入力

申請アドレスと相違がある場合、エラーとなります

④宿泊台帳

「宿泊実績・クーポン配布報告シート」を添付

※1度の報告で「宿泊・クーポン配布実績」が

複数ある場合は10MBまで複数添付可能です。

⑤回答

すべての入力、添付が完了した後にクリック
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※Bのみ

① ② ③ ④

4.宿泊・クーポン配布実績報告シートのデータ入力・報告方法



5.便利機能：マイページでの状況確認

6．実績報告・管理＜A参画・B参画＞

①宿泊補助金割引原資消化状況・クーポン配布状況確認

原資・クーポン在庫情報などが表示されます

※情報の反映には書類送付後、数日要します

宿泊事業者様用のマイページにて原資の消化状況、クーポンの配布状況、
審査状況を確認いただけます。

宿泊・クーポン配布実績報告シート送信時に届くメールアドレスのURLをクリックすると
状況確認できます。

①「申請内容一覧はこちらから」をクリック

②ユーザー名とパスワードを入力してログイン

ユーザー名：宿泊事業者番号

パスワード：宿泊・クーポン配布実績報告シート

送信時に届くメールアドレスに記載

②申請・審査状況確認（ログイン）

事務局での審査状況を確認いただけます
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③申請・審査状況確認（状況確認）

事務局では実績報告シートで入力頂いた1行ごと内容で審査を行います
※宿泊証明書との照合を行いますのですべての審査完了まで数日を要します。

ログイン後・申請請一覧画面が表示されます

※実績報告シートに記入頂いた1列の内容が1つのレコードにて表示されます。

一覧画面のファイルマークをクリックすると詳細画面が表示されます

※実績報告シートで1列に入力した内容が一見で確認可能

6．実績報告・管理＜A参画・B参画＞
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5.便利機能：マイページでの状況確認



６.事務局より申請内容の確認・修正依頼が発生した場合

①事務局より電話・メール等で差戻修正対応の連絡を行います
※事務局の依頼によらず宿泊施設様で変更を行った場合には事務局宛にご連絡ください。

申請状況詳細画面にて不備内容（青枠内）を確認

例）宿泊証明書の●●が空欄です。記入の上で再度アップロードしてください。

不備内容確認後「修正」ボタンをクリック

②宿泊事業者様マイページにログインし該当の申請内容を確認

6．実績報告・管理＜A参画・B参画＞

-36-



６.事務局より申請内容の確認・修正依頼が発生した場合

③シート内の情報の個別修正を行う場合

情報を更新し最下部の「回答」をクリック

④書類アップロード依頼の場合
ページ下部の「再アップロード書面」に該当書類（宿泊証明書等）を「参照」をクリックし添付

最後にページ最下部の「回答」をクリック

事業者メールアドレスに修正完了通知が届きます

6．実績報告・管理＜A参画・B参画＞
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Ⓠ2.チェックイン時の対応の流れはどういったものでしょうか。
Ⓐ2.①旅行者に検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみら

れる場合には、週末も含め、宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターの
指示を仰ぎ、適切な対応をとっていただきます。
②運転免許証、保険証、マイナンバーカード等の本人確認書類により確認して
ください。
③予防接種済証等により新型コロナウイルスワクチンの接種を３回行っていること
または、チェックイン日の３日前以降の検体採取によるPCR検査等の検査結
果通知書（抗原定性検査の場合は前日以降の検体採取に限る）で陰性で
あることを目視により確認してください。
※12歳未満については、同居する親等の監護者が同伴する場合確認不要
上記①、②、③の確認後、宿泊代金の割引を適用し、宿泊証明書・えひめぐり
クーポン受領確認書に必要事項を記載していただいた上で、えひめぐりクーポンを
配布してください。
また、上記②、③の確認がとれない場合（予防接種済証等を忘れた等）は、
宿泊代金の割引を適用せず、えひめぐりクーポンの配布も行わないでください。

7．よくある質問

Ⓠ3.団体旅行のグループ内に、ワクチン・検査パッケージによる確認ができる人と
そうでない人が混在している場合の割引対象者を教えてください。

Ⓐ3.予防接種済証等により新型コロナウイルスワクチンの接種を３回行っていること
又は、チェックイン日の３日前以降の検体採取によるPCR検査等の検査結果
通知書（抗原定性検査の場合は前日以降の検体採取に限る）で陰性であ
ることが確認できる旅行者のみが対象となります。従って団体旅行のグループ内
のワクチン・検査パッケージを満たさない人は適用外となりますので、宿泊代金の
割引を適用せず、えひめぐりクーポンの配布も行わないでください。

Ⓠ4.予防接種済証をお忘れの場合などの救済策として、宿泊施設で実施した検査
が陰性であれば割引可能ですか。

Ⓐ4.予防接種済証もしくは陰性証明書の持参が原則ですが、やむを得ない場合、
宿泊施設に在籍する検査管理者（厚生労働省の定める者）が陰性を証明
すれば割引可能です。

Ⓠ1.補助金の対象となる宿泊施設はどのような施設ですか。
Ⓐ1.全国旅行支援の 対象となる宿泊施設として都道府県が承認した施設となります。

Ⓠ5.会社の出張はビジネス目的なので、対象外ではないのですか。
Ⓐ5.ビジネス旅行であっても対象といたします。ただし、公務員の出張は対象外です。
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Ⓠ6.旅行代金、宿泊代金の最大40％割引（上限5,000円）とのことですが、
割引額の計算にあたっての端数処理にルールはありますか。

Ⓐ6.割引金額の端数は1円未満切り捨てとなります。

Ⓠ7.宿泊を伴う旅行商品で、対象とならない物品やサービスが含まれていた場合、宿
泊サービスのみ補助対象となるのですか。または補助対象外のものが含まれていた
場合、商品としてすべて補助対象外となるのですか。

Ⓐ7.補助金の対象とならないもの（ライセンス取得等）と、対象となるもの（宿泊料
金）を分割して申請可能な場合は、対象商品のみ申請ください。分割不可能な
場合は商品すべてが対象外となります。
また、旅行出発までに予約が完了し、旅行代金として確定している食事や体験等
のオプションは補助対象ですが、現地で追加注文した食事や飲み物は補助対象
外です。

Ⓠ8.宿泊施設に準ずる事業者は、到着港の都道府県で参画登録があれば出発港の
都道府県で登録がなかったとしても宿泊商品として認めらますか。

Ⓐ8.到着港の都道府県で参画登録があれば認められます。
往路・復路それぞれ別物と考えますので、往復適用とするのはそれぞれの到着港の
都道府県で参画登録が必要です。

Ⓠ9.現地払いの入湯税・宿泊税は補助の対象となりますか。
Ⓐ9.事前決済等で旅行代金に含まれる場合には対象となります。

Ⓠ10.無料宿泊の幼児についての対応はどのようになりますか。
大人：10,000円×2名 幼児：0円×1名 の場合の補助金の計算方法は
どうなりますか。

Ⓐ10.原則として無料の幼児も人数に含みます。上記の場合、合計旅行代金
20,000円（3名参加）となります。
ただし、人数に含むことにより下限を割り、割引適用とならない等の場合は大人
2名のみを対象とすることもできます。
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7．よくある質問

Ⓠ11.宿泊補助金給付枠決定後、販売状況が好調で足らなくなった場合、追
加配分してもらうことはできますか。

Ⓐ11.販売状況が好調で配分額の不足が見込まれる場合、事前に「えひめぐりみきゃ
ん旅割」事務局にご相談ください。ただし、全体の予算額の執行状況や各施設
の販売状況を踏まえた対応となりますので、すべてのご希望に沿うことができない
場合があります。



Ⓠ12.バンガローやコテージで一棟貸しを行う宿泊施設です。キャンペーンの割引額
の計算とえひめぐりクーポンの配布（枚数）はどのように行えばよいですか。

Ⓐ12.宿泊代金を宿泊人数で割り、一人当たりの宿泊代金が下限を下回らなけれ
ば本キャンペーンを適用してください。その際、割引は１棟の宿泊代金に対し
て40％割引となります。

Ⓠ13.宿泊施設が販売する、デイユースや日帰りプランは対象となりますか。
Ⓐ13.本事業において対象となる日帰り商品は、参画旅行業者が販売する日帰り

旅行商品ですので、参画宿泊施設が販売するデイユースや日帰りプランは対
象となりません。

Ⓠ14.キャンプ場は本事業の対象となりますか。
Ⓐ14.旅館業法の許可を受けた施設（ロッジ等で寝具を提供する場合）については

対象となります。一方、旅館業法の許可が必要ないキャンプサイトの利用やテ
ント使用料については今回対象外となります。旅館業法の許可を受けた際の
内容をご確認ください。

Ⓠ15.自社ホームページでも「えひめぐりみきゃん旅割」をＰＲしてもよいですか。また自
社プロモーションとして本キャンペーンの適用施設としてＰＲしてもよいですか。

Ⓐ15.構いません。自社ホームページへ掲載頂くなど、積極的に「えひめぐりみきゃん旅
割」をご活用ください。その場合には、本事業が国の補助事業を受け実施してい
ることを明らかにしていただくとともに、本来の価格、割引後の価格を明示し、その
差額に事業の支援があることを消費者が明確に認知できるようにしてください。

Ⓠ16.えひめぐりクーポンは宿泊代金の支払いに使えますか。
Ⓐ16.宿泊代金には利用できません。土産物店、飲食店などのクーポン取扱店舗で

ご利用いただけます。宿泊施設内にある土産物店やレストランがクーポン取扱
店舗として登録すれば、クーポンを宿泊施設内で使用できます。
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Ⓠ17.同一事業者で2つの宿泊施設を営業しています。A施設が宿泊補助金給付
枠を超える可能性がある一方で、 B施設の販売状況がよくありません。A施設
からB施設に配分額を流用して販売してもかまいませんか。

Ⓐ17.配分額の管理は事務局が行っていますので、事業者において宿泊施
設ごとの配分額を流用することはできません。

7．よくある質問



Ⓠ19.お客様に配布する前の未使用クーポンを紛失した場合、どうしたらよいですか。
Ⓐ19.速やかに事務局までお申し出ください。紛失されたクーポンが取扱店舗で利

用されたことが発覚した場合、原則としてそのクーポン相当額を負担していた
だくことになりますので、管理・保管については細心の注意をお願いいたします。

Ⓠ20.書き損じたえひめぐりクーポンについてどうすればよいですか。
Ⓐ20.該当のクーポンは廃札とし、お客様には新しいものに必要事項を記載してお

渡ししてください。廃札としたクーポンは、利用されたクーポンとの突合作業が
必要となりますので、宿泊証明書に廃札とした旨を記載 (A参画は余白部分、
B参画は備考欄)し、宿泊・クーポン配布実績報告シートの備考欄にも入力
してください。廃札にしたクーポンは事業終了後に無効クーポン返送報告書を
つけて事務局へ送付してください。

Ⓠ21.現在Ａ（旅行者に直接販売を行わない宿泊事業者、旅行会社・ＯＴＡ
等経由での予約のみ）として登録していますが、これからＢ（旅行者に直
接販売を行う宿泊事業者）を追加することはできますか。

Ⓐ21.ご登録は締め切りましたので変更はできません。ただし、今後変更となる場
合もありますので、最新の情報はホームページ等で随時ご確認ください。
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7．よくある質問

Ⓠ18.宿泊補助金について、概算払いを受けることはできますか。
Ⓐ18.割引支援金は精算払いのみとなります。



7．よくある質問

Ⓠ23.ステイナビ(STAYNAVI)からの予約は、宿直予約扱いということで、割引され
ていない情報が宿泊施設に届くのですか。

Ⓐ23.はい。宿泊施設様で宿泊料金を割引していただく必要があります。ステイナビ
のサイト内で宿直予約分も交通費が割引対象となるプランに切替できる案内
がありますが、愛媛県では適用されません。同じような機関であるエクスペディア
(Expedia)は、全国旅行支援への参画を停止しましたので、愛媛県内にお
いて宿直予約で交通費が付くプランはありません。(2022/10/19現在)

Ⓠ24.公務員の出張は割引対象外とあるがどのように確認したらよいですか。
Ⓐ24.領収書の発行の際に宛名を確認してください。公務員の皆様にも、公費によ

るものは対象外であることは周知されています。

Ⓠ22.既存予約は割引対象となりますか。
Ⓐ22.お客様が事前に割引適用へ変更の手続きをし、当日割引の要件（本人確

認書、ワクチン接種証明書又は陰性証明書）を満たした場合は対象です。
宿直予約に関しては、原則として補助金枠内で調整してください。

Ⓠ25.12歳未満の監護者とは学校の先生も該当しますか。
Ⓐ25.該当しますが、同行する教員の旅費が公費の場合は教員のみ割引対象外と

なります。児童・生徒は本人確認書、ワクチン接種証明書又は陰性証明書
なく割引が受けられます。(P45参照）
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Ⓠ26.学校行事もワクチン・検査パッケージの適用が必要ですか。
Ⓐ26.小学校・中学校・高校では文部科学省が定めるマニュアル(『学校における新

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活
様式」～』)を日々実践しているという前提のもと、教員免許を持つ教員が引
率することで、ワクチン・検査パッケージ適用は不要となり、本人確認書類の
提示も不要となります。
部活動のコーチ等、教員以外が引率する場合は、12歳以上は本人確認書、
ワクチン接種証明書又は陰性証明書ともに必要です。
大学生や高専生は学校行事であっても、本人確認書、ワクチン接種証明書
又は陰性証明書の提示が必要です。



Ⓠ30.A・B両方参画の場合、宿泊証明書番号は、A・Bそれぞれ番号をふるべきで
すか。また、証明書内容を書き間違えた場合、訂正印は必要ですか？

Ⓐ30.A・Bそれぞれ0001から通し番号をふるため、同じ番号が出ることもあります。
管理上AとBを分けるのが難しければ、A・B合わせたチェックイン順で通し番号
をふってもかまいません。書き間違えた場合は二重線で消し、正しい内容を余
白に記入してください。訂正印は不要です。
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Ⓠ31.市町村等で独自の施策や給付があるが、併用は可能ですか。
Ⓐ31.市町村側が併用可能ということであれば、併用可能です。ただし、先に市町

村等のキャンペーンを適用した残りの宿泊代金が下限を下回らないか、また
旅行者が当事業の要件を満たしているか等、必ず確認してください。

7．よくある質問

Ⓠ29.予約者と利用者が違っていてもよいですか。
Ⓐ29.宿直予約に関しては、予約者から申告があり、かつ実際に宿泊する方が割引

対象条件を満たすなら、宿泊施設側で問題がない限り、代行予約や突然の
キャンセル等で別の方が宿泊したものに対して割引適用することは可能です。
旅行会社経由に関しては各旅行会社に確認してください。

Ⓠ27.連泊にもかかわらず1泊ずつ予約されるお客様が多いのですが、その場合クー
ポンの有効期限はどうなりますか。

Ⓐ27.それぞれの予約のチェックアウト日を有効期限とし、 1泊分ずつ発行してくださ
い。ただし、同じOTAからの予約であれば連泊扱い(最大7泊まで)とし、クー
ポンの有効期間は最初のチェックイン日から最後のチェックアウト日までとしても
かまいません。その場合、宿泊証明書・同意書は1枚でかまいませんが、OTA
の宿泊予約番号は、予約分すべてを分かるように記入してください。

Ⓠ28.予約を短くしたお客様(減泊)に関して、クーポン有効期限の変更が必要な場
合はどうすればよいですか？また、減泊分のクーポンが回収できず既に使用済
みであれば、現金で回収してよいですか。

Ⓐ28.最初に渡したクーポンは回収し廃札として、実際のチェックアウト日を有効期限
としたクーポンを新たに渡してください。減泊分のクーポンに関しては使用済みで
あれば現金で回収してください。
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7．よくある質問

Ⓠ36.施設(県)をまたいで連泊する場合、陰性証明書はどこまで有効ですか。
Ⓐ36.陰性証明書は、初泊日に有効である1枚のみでかまいません。旅行会社経

由の場合、行程表と陰性証明書(初泊日有効のもの)を次の宿泊施設で
提示していただいてください。宿直予約の場合は、初泊分を含む領収書と陰
性証明書(初泊日有効のもの) を次の宿泊施設で提示していただいてくださ
い。

Ⓠ35.コンパニオン付き宿泊は割引対象となりますか。
Ⓐ35.接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は、感染防止の観点から当事

業の対象外とします。

Ⓠ34.1人のみチェックイン日が遅い場合やチェックアウト日が早い場合はどうなりま
すか。

Ⓐ34.宿泊証明書・同意書は1枚のみで、割引対象となる人数欄には総人数を
書いてください。宿泊証明書(A参画は余白部分、B参画は備考欄)と報告
シートの備考欄に、「3日目1名減泊」等、わかるように記載をお願いします。
急遽減泊となった場合等は特に、クーポンの枚数にご注意いただき、必要に
応じて回収をお願いします。

Ⓠ33.1旅程につき7泊までとはどういう意味ですか。また、8泊以上の場合、何日
目を割引すればよいですか。

Ⓐ33.連泊の場合、予約方法によらず7泊までは割引対象ですが8泊目以降は対
象外です。審査時に、同一旅行者が同一施設に8連泊以上し、割引適用
されたことが発覚した場合、旅行会社経由の予約は旅行会社が旅行者に
追加払いを求めることがあります。お客様へ注意喚起をお願いします。
宿直予約は補助金をお支払いできない可能性がありますのでご注意くだ
さい。
8泊以上の場合、前後どちらを削って7泊としていただいてもかまいません。

Ⓠ32.B参画において、４泊以上の場合宿泊証明書はどのように書けばよいか。
Ⓐ32.4泊以上の場合、ホームページより追記用PDFをダウンロードしご活用ください。

ただし事務局送付の際、必ず1枚目と一緒に綴じてお送りください。
6名以上の場合は、宿泊施設様でご使用のネームリスト(氏名・所在地記
載)があれば、そちらを一緒に綴じてお送りいただいてもかまいません。
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7．よくある質問

Ⓠ37.家族の中に未接種者がいる場合、ワクチン接種者のみ割引対象にすること
は可能ですか？

Ⓐ37.可能です。

Ⓠ38.同居する親などの監護者が本人確認書及びワクチン接種証明書等を持参せ
ず割引対象外となった場合、子供のみを割引対象とすることは可能ですか？

Ⓐ38.本人確認・在住地の証明書（保険証等）の提示に加え、以下の条件を満
たせば可能です。
①12歳未満の子供はワクチン・検査パッケージの適用は不要ですが、同伴する
監護者が感染防止対策を日々実践していることが前提となるため、その旨説明
して同意書に監護者のチェックと署名を求めること。※12歳以上の子供は陰性
証明等の提示が必要
②子供のみの宿泊代金が下限を下回らないこと。



8．証明書類 早見表
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〚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。

　 　　　　　A：旅行会社経由予約／B：宿での直接予約

区分 代表署名者 名簿

A 教員 あれば添付

B 教員 必須

A コーチ あれば添付

B コーチ 必須

A 教員等 あれば添付

B 教員等 必須

A 教諭 あれば添付

B 教諭 必須

A 保育士 あれば添付

B 保育士 必須

区分 代表署名者 名簿

A 添乗員 あれば添付

B 添乗員 必須

A 代表者 あれば添付

B 代表者 必須

A 代表者 不要

B 代表者 必須

・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 【無効なもの】

・運転免許証　　　　　　　　　　　　　　　・運転経歴証明書 ・住民票

・パスポート　　　　　　　　　　 　　　　　　・在留カード ・公共料金の領収書

・マイナンバーカード　　　　　　　　　　　　・特別永住者証明書　　 ・賃貸契約書

・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　　　　　

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

【

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
教員等 必要

宿泊証明書・同意書

学校団体

≪小学校・中学校・高校≫

教員

(修学旅行等)
不要 不要

教員以外(コーチ等) 必要
6歳以上

必要※1

旅行者の

接種済証等

宿泊証明書・同意書

必要

教諭 不要 不要
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

添乗員付き
※添乗員が事前に目視確認

宿では

確認不要

宿では

確認不要

添乗員なし 必要
12歳以上

必要※2

保育園

(認可・認可外含む)
保育士 不要 不要

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。

※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。

一般
旅行者の

本人確認書

個人旅行 必要
12歳以上

必要※2

※2　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、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。



「えひめぐり みきゃん旅割」事務局

受付時間 9:30～17:00
月曜日～金曜日 （土日祝日休業）

事務局
所在地

〒790‐0001
愛媛県松山市一番町4-1-1 大樹生命ビル7階

ＴＥＬ

089-998-2271（宿泊事業者用）

0570-075665（えひめぐり みきゃん旅割お客様用
コールセンター）

ＦＡＸ 089-913-0321

E-mail ehime-ryoko2@bsec.jp
（全て半角小文字）

ホームページ https://ehime-micantabiwari.jp
（全て半角小文字）

9．連絡先
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10．更新履歴
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Ver 更新日

暫定版 2022/10/6

表紙 【宿泊対象期間】2022年10月11日(火)～2022年12月下旬(未定)　⇒2022年10月11日(火)～2022年12月20日(火)  へ訂正

P1 目次に「8．証明書類 早見表」を追加。それに伴い「9．連絡先」「10．更新履歴」へ変更

P2

「すべて税込で計算」の文言追加

青字の例題部分(左側)にクーポン配布についての例を追加

「※１旅程につき７泊まで。回数制限なし」へ文言訂正

「(同居する親等の監護者が同伴することを条件に、12歳未満は本人確認書、ワクチン接種証明書又は陰性証明書は不

要)」へ文言訂正

宿泊対象期間 2022年10月11日(火)～12月下旬(未定)　⇒　2022年10月11日(火)～12月20日(火)  へ訂正

P3 12月のカレンダー追加

P7 「対象県民」から「日本在住」へ訂正

P8 ❶宿泊証明書番号の記入について「1番目・2番目」を「１組目・２組目」へ訂正

P10 ページ上部 宿泊者の本人確認と宿泊証明書・誓約書の手交・クーポン配布⇒「誓約書」を「同意書」へ訂正

P11
❸宿泊代金の横に(税込)の文言追加

❶宿泊証明書番号の記入について「1番目・2番目」を「１組目・２組目」へ訂正

P22

1.報告内容の枠内「③宿泊・クーポン配布実績報告シート（旅行_様式第８A号）」⇒「様式第８A号」を「様式第８号

A」へ訂正

2.報告方法の【郵送】枠内「※白黒印刷 可」の文言追加

P23 [HP内実績報告システムリンク]のリンク部分を修正

P27

1.報告内容の枠内「③宿泊・クーポン配布実績報告シート（宿直_様式第８B号）」⇒「様式第８B号」を「様式第８号

B」へ訂正

2.報告方法の【郵送】枠内「※白黒印刷 可」の文言追加

P28 [HP内実績報告システムリンク]のリンク部分を修正

P30 ページ下部　【宿泊証明書】の画像を新しいものに差替え

P31

ページ右上「判定項目」紫枠内に番号❼を割振り

ページ下部 「❽クーポン配布枚数」⇒「❽❾クーポン配布枚数」に訂正。シートと宿泊証明書の対応例も❽と❾を訂

正・追加

ページ右下 紫枠内「配布枚数確認」⇒「❽❾配布枚数確認」、「３か所すべて」⇒「２か所それぞれ」へ訂正

P34

①宿泊補助金割引原資消化状況・クーポン配布状況確認と

②ユーザー名とパスワードを入力してログイン

下部の「実績台帳送信時」⇒「宿泊・クーポン配布実績報告シート送信時」へ訂正

P37 参考画像を追加修正

P39 Ⓐ6.「１円単位での切り捨て」⇒「1円未満切り捨て」へ訂正

P40

Ⓐ12「宿泊代金を宿泊人数で割り、一人当たりの宿泊代金に対して本キャンペーンを適用してください。」⇒「宿泊代

金を宿泊人数で割り、一人当たりの宿泊代金が下限を下回らなければ本キャンペーンを適用してください。その際、割

引は１棟の宿泊代金に対して40％割引となります。」へ文言訂正

P41

Ⓐ20.「該当のクーポンは廃札とし、お客様には新しいものに必要事項を記載してお渡ししてください。廃札とした

クーポンは、利用されたクーポンとの突合作業が 必要となりますので、宿泊証明書に廃札とした旨を記載 (A参画は余

白部分、B参画は備考欄)し、宿泊・クーポン配布実績報告シートの備考欄にも入力してください。廃札にしたクーポン

は事業終了後に無効クーポン返送報告書をつけて事務局へ送付してください。」へ文言訂正

P42 42ページ以降Q＆A.22～36 新規で追加

P45 「8．証明書類 早見表」項目追加

P2

ワクチン・検査パッケージの適用条件を満たす方

（同居する親等の監護者が同伴することを条件に、12歳未満は本人確認書、ワクチン接種証明書又は陰性証明書は不

要）一部文言取消。

P45 Q＆A.37，38 新規で追加

P2 補足の文言追加。

P46

※1、※2に注釈増やし、元の※１は※２に変更。

※１の内容訂正。【学校行事】コーチの行「旅行者の本人確認」欄を「12歳以上必要」から「必要」に訂正。「旅行者

の接種済証等」欄を「12歳以上必要」から「６歳以上必要」に訂正。その他、補足の文言追加。

表紙 宿泊対象期間を延長後に修正。2022年10月11日(火)～2022年12月27日(火)

P2 宿泊対象期間を延長後に修正。2022年10月11日(火)～2022年12月27日(火)

P3 12月カレンダーの対象期間を延長後に修正。2022年12月27日(火)まで。

P45 Q＆A.38 文言修正。

新規作成

更新内容

Ver.1.0 2022/10/20

Ver.1.1

Ver.1.2

2022/10/27

2022/11/4

2022/12/2Ver.1.3



「えひめぐり みきゃん旅割」事務局


