
取扱注意

えひめぐりみきゃん旅割

旅行事業者 マニュアル
＜愛媛県ルール＞

電子クーポン対応

対象期間

クーポン有効期間

「えひめぐり みきゃん旅割」事務局

2023年1月10日（火）～ 2023年6月30日（金）
（宿泊旅行は、7月1日(土)チェックアウトまで）

【対象期間外：2023年4月29日（土）～2023年5月7日（日）
（宿泊旅行は、5月8日(月)チェックアウトまで）】

※今後の新型コロナウイルス感染の状況により変更の可能性もあります。
※対象期間内であっても愛媛県の判断で新規予約の受付を停止するこ
とがあります。

宿泊旅行：チェックイン日から8日間
日帰り旅行：旅行当日から8日間
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１．事業概要

事業名 全国旅行支援 「え ひ め ぐ り み き ゃ ん 旅 割 」

実施期間

２０２３年１月１０日(火)～ ２０２３年６月３０日(金)
【対象期間外：２０２３年４月２９日（土）～２０２３年５月７日（日）

（宿泊旅行は、５月８日(月)チェックアウトまで）】

※宿泊旅行の場合、７月１日(土)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。
※対象期間内であっても愛媛県の判断で新規予約の受付を停止すること

があります。販売停止の連絡については、停止日の2営業日前までに、
メール、および、事業者マイページのお知らせ欄でご案内いたします。

利用対象者
●日本国内に居住する者
●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※受注型企画旅行、修学旅行については が対象となります。
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。

お客様
申込先

宿泊旅行商品 日帰り旅行商品

●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

参画登録
全国旅行支援統一窓口

（愛媛県への販売申請） のみ

全国旅行支援統一窓口
（愛媛県への販売申請） および

愛媛県「えひめぐりみきゃん旅割」事務局

割引率 旅行代金の２０％

割引上限

●交通付き宿泊旅行
⇒5，０００円

●宿泊のみ（交通なし）
⇒3，０００円

3，０００円

クーポン
※P3参照

「えひめぐりデジタルクーポン」

平日：2，０００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：３，０００円 休日：２，０００円
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２．地域限定クーポン「えひめぐりデジタルクーポン」概要

宿泊旅行商品 日帰り旅行商品

配布枚数

平日：２，０００円（１，０００円×２枚）

休日：１，０００円（１，０００円×１枚）

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「休日」、それ以外を「平日」と
して扱います

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

利用する宿泊施設にてチェックインの際
に本人確認およびワクチン３回以上接
種済または（陰性の）検査結果通知
書を確認し、宿泊施設より配布用チ
ケットの配布をおこなう
（宿泊施設が本事業に旅行会社・

OTA経由の予約を取扱う事業者と
して参画していることが前提）

旅行実施の事業者が出発当日、
本人確認およびワクチン３回以上接種
済または（陰性の）検査結果通知書を
確認し、配布用チケットの配布のうえ、受
領確認書を手交する

有効期間 チェックインの日を含む８日間 旅行当日を含む８日間

利用可能
店舗

えひめぐりデジタルクーポンの参加店舗として登録した愛媛県内の

土産物店、飲食店、観光施設などの店舗でのみご利用可能

詳細は「えひめぐり みきゃん旅割」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

●紙クーポンでの使用の場合、釣銭は出ません

※紙クーポンとしてご利用いただけない参加店舗もございます

●誤記、人員減少で不要となった配布用チケットは、VOID印又は

赤斜線で廃札処理（VOID処理）する

●廃札券の流用は不可

電子クーポン配布用チケット（以下配布用チケット）の配布については
下記の通りです。
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３．旅行商品の補助について

１．対象となる旅行商品

（１）宿泊旅行商品

① 旅行事業者から宿泊施設を予約する場合、予約する宿泊施設が、Ａ
参画宿泊事業者（旅行会社・OTA経由の予約を受け付ける宿泊事
業者）として「えひめぐり みきゃん旅割」に参画登録している
必要があります。

対象の宿泊施設の一覧は、当事務局のHPよりご確認いただくか、
宿泊施設に直接ご確認ください。宿泊施設の参画開始日、参画終
了日を必ずご確認ください。
A参画となっていない宿泊事業者には制度を利用しての商品造成・
販売はできません。(ホームページにて随時更新されます。)

●A参画宿泊事業者：旅行会社・OTA等経由の予約を受け付ける
宿泊事業者

●B参画宿泊事業者：愛媛県および事務局が承認した宿泊補助金
給付枠を管理し、旅行者に直接宿泊予約を行う宿泊事業者
※AかつB参画事業者、B参画のみの事業者があります。

② 現地決済プランについては、適用としますが、すでに補助金を差し
引いた金額での支払いに対し宿泊施設にて重複適用とならないよ
うに注意するように告知・通知してください。

宿泊旅行及び日帰り旅行の補助の対象となる商品の考え方は、全国旅行
支援統一窓口が発行している、取扱いマニュアル＜旅行事業者用＞をご確
認ください。（※統一窓口公式HPより最新版をご利用ください。）
ビジネス旅行は、統一ルールに準じ、公費を利用した旅行（出張含む）

は適用外とします。
また、愛媛県独自のルールとして以下の通り定めがありますので、ご注

意ください。

（２）日帰り旅行商品

①別途作成の日帰り旅行マニュアルを参照ください。

②えひめぐり みきゃん旅割事務局に「日帰り旅行取扱事業者」参画登
録の申請が必要です。（統一窓口への事業者申請だけでは不可）

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、実施（催行）事業者が参画登録をしていれば補助の対象とします。
販売事業者と実施（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、電子クーポン配布用チケットは、実施（催行）事業者が配布する。
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３．旅行商品の補助について

（３）宿泊施設としてのフェリー・クルーズの取扱いについて
以下の基準により、要件を満たし愛媛県に登録完了している事業者について、宿泊施設に準じ取り
扱います。統一窓口ルールに記載の航行距離ルール(1乗船で発着する港間の直線距離が片道
50㎞以上の利用、離島航路にかかるものを除く）を満たすことにより、交通付き商品と見なします。

愛媛県に入港する場合、愛媛県に「A参画宿泊施設登録」が必要です。対象となる料金種別、
船室については、申請の際事業者ごとに確認して定めます。

☆運航会社は販売する事業者に対象・適用の可否をわかりやすく告知または案内してください。
☆販売事業者はルールに基づき、運航する事業者が配布すべき配布用チケット「えひめぐりデジタル

クーポン」の枚数を通知または相互確認する必要があります。
☆往復または複数の寄港地がある場合は、運航する事業者がそれぞれの県に確認し、お客様に混

乱のない取扱いを定め、告知してください。

＜夜行フェリーの適法可否＞
【宿泊事業者取扱いとしての条件】
・枕・毛布その他の寝具が提供される。
・ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供される。
※雑魚寝など占有スペースが確保されないもの、座席をリクライニングしただけのものは
上記に含まれません。

・概ね午後9時から午前3時までの間に運航している便
出発時刻または到着時刻が上記時間帯に含まれている便を指します。

A参画宿泊施設登録の【夜行フェリー】は、「えひめぐり_みきゃん旅割」公式
HP→【旅行事業者】ページ→【2023年1月10日以降の参画宿泊施設の一覧】にて
ご確認いただけます。

２．既存予約の取扱い
既存予約は対象外です。
なお、延長期間分（2023年4月1日～6月30日）の販売開始日は2023年3月21日とします。

受注型企画旅行については、確定書面の手交日が全国旅行支援対象商品販売開始日
2023年3月21日以降であって、旅行の実施日が対象期間内であれば補助対象となります。

運賃・料金の種類 愛媛

乗用車 ○

トラック（事業用） ×

バス ○

自動二輪車 ○

原付 ○

自転車 ×

普通荷物 ×

運賃に含んでいる場合 ○

運賃に含んでいない場合 ×

ペット ペットゲージ使用料等 ×

船室貸切 ルームチャージ料 ○

フェリー運賃・料金の対象範囲（対象：〇　対象外：✕）

手荷物

燃料油価格変動調整金

航送運賃

（運転手の運賃含むセット料金）
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４．宿泊旅行商品の申込・補助金申請・精算

①旅行申し込み

１．旅行者全員のワクチン接種済証明書（３回以上接種済）と本人確認書類の確認

２．同意書を作成し、旅行者に署名させるなどの手続きは不要ですが、下記の

（1）～（4）につき、旅行者へのご案内を徹底してください。

（1）本人確認および居住地確認

「居住地確認書類」及び「本人確認書類」の旅行先での提示が必要となります。宿泊チェックイ

ンの際（添乗員または旅行事業者が定める現地係員等がいる場合は集合時）に提示ができな

かった場合は、補助金相当額の返還を求めます。

（2）ワクチン接種歴の確認

ワクチン接種歴の確認をお願いします。

※（陰性の）検査結果通知書の場合は、旅行当日確認で構いません。

各都道府県によってワクチンの接種回数等が異なりますので、事前にご自身で、各都道府県

の全国旅行支援のウェブサイト等で確認をお願いします。

（3）対象除外地域が発生した場合の対応

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況等により、ご旅行先の都道府県が事業停

止となった場合は補助金の対象外となります。また、そのことを事由としてご旅行を取消され

る場合、通常の取消料が発生します。

（4）宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応

ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付

の対象外となります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。

３. 割引後の旅行代金にて精算

【重要】予約のお客様が全国旅行支援の対象であることと、配布用チケット枚数を宿泊施設や

添乗員等へ通知してください。

②旅行当日

＜添乗員なしの場合＞
１．宿泊施設にて本人確認書類にて全ての利用者の氏名、居住地を確認
２．宿泊施設にてワクチン接種済証明書又は（陰性の）検査結果通知書等を確認
３．宿泊施設にて配布用チケット枚数を双方確認し、宿泊施設にて準備されている受領確認書に

署名（グループの場合は代表者のみ）
※宿泊事業者によっては独自で実施される同意書に署名を求められる場合もございます。

＜添乗員付きの場合＞
１．添乗員が、出発時本人確認書類にて全ての利用者の氏名、居住地を確認

２．添乗員が、ワクチン接種証明書（3回以上接種済）又は（陰性の）検査結果通知書を確認

（確認ができない場合は、割引の対象外となります）

各都道府県によってワクチンの接種回数や陰性の検査結果通知書の有効期限等が異なります

ので、事前にご自身で、各都道府県の全国旅行支援のウェブサイト等で確認をお願いします。
３．宿泊施設チェックイン時、配布用チケット配布枚数を宿泊施設と添乗員で双方確認し、添乗員が

宿泊施設にて準備されている受領確認書に署名、配布用チケットを受け取り・旅行者に配布
※対象外の旅行者が発生した場合、必ず宿泊施設にお伝えください。

③補助金の精算

補助金審査管理システムにて補助金申請（詳細は統一窓口のマニュアルをご確認ください）

【ご案内】学校・企業等団体の場合、各書類に記入する旅行者代表者の住所（居住地）は、
学校・企業等の住所とします。

日帰り旅行については、「日帰り旅行 旅行事業者マニュアル 電子クーポン版」にてご確認ください。
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予約時：①-1
ワクチン接種済証

本人確認書類提示

補助金精算時：③-2 補助金審査管理システムにて補助金申請

最終承認後振込

予約時：①-3 割引後の
金額の代金を支払い

旅行当日：②添乗員付き

添乗員が出発時に本人確認・
ワクチン接種歴又は陰性の
確認

予約時：予約のお客様が

全国旅行支援の対象であること、
配布用チケットの枚数を連絡

旅行当日：②添乗員付き

添乗員が配布用チケットを配布し、
宿泊施設にて準備されている受領
確認書の手交

４．宿泊旅行商品の申込・補助金申請・精算

フロー図

予約時：①-2
（1）～（4）について

旅行者へ案内徹底
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旅行当日：② 添乗員なし

宿泊施設が本人確認・ワクチン接種歴又は陰性の確認後、
配布用チケットお渡し、宿泊施設にて準備されている受領確認書の手交



５.ワクチン接種済証等または検査結果通知書の確認

＜接種済証等＞

①身分証明書（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）
※詳細はP10に記載

②ワクチン３回以上接種済証又は（陰性の）検査結果通知書※ワクチン接種済証
等は、原本、コピー、スマートフォンの写真等の提示でも可能とする。

③確認書類の後日の提出は認められません。参加当日に確認してください。

＜ワクチン接種・検査結果確認の例外について＞
・学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについては、引き続き、「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」等を踏まえた対応を行い、ワクチン・検査パッケージは不要とする。

・12歳未満の者については、同居する親等の監護者が同伴する場合には原則検査を不要とする。
ただし、まん延防止等重点措置が発令される場合などにおいては、6歳以上12歳未満の児童につい
て、（陰性の）検査結果通知書の確認が必要となることがある。

接種回数が3回以上であることを
確認。(予防接種済証及び接種記
録書の場合、3回目のシールが貼
られていることを確認。)
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５.ワクチン接種済証等または検査結果通知書の確認

＜検査結果通知書等＞

※宿泊旅行で2泊目以降に有効期限が切れる場合、旅行事業者作成の行程
表または1泊目の宿泊施設にて宿泊代金を支払った際の領収証等を検査
結果通知書と一緒に2泊目以降の宿泊施設に提出する。

※必要項目
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

＜検査結果通知書の様式例＞

陰性であることを
確認。

運転免許証等により、
本人のものか確認。

有効期限内である
ことを確認。

いずれかの検査で
あることを確認。
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6．証明書類 早見表
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〚証明書類　早見表〛　　　

【無効なもの】

・住民票

・公共料金の領収書

・賃貸契約書

　

◆保育園

　　(認可・認可外含む)

◆幼稚園

　　(学校法人・それ以外含む)

◆小学校

◆中学校

◆高校

◆大学

◆専門学校

◆高専　　　　等

あり
必要

※添乗員が確認

12歳以上必要※3

※添乗員が確認

なし 必要 12歳以上必要※3

　　個人旅行 ― 必要 12歳以上必要※3

※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。

公費の場合、補助対象外です。

※1　受領確認書は、愛媛県様式。

　  　（日帰り旅行：日帰り_様式第２号　／　宿泊を伴う旅行：宿泊施設にて用意）

※2　応援の為の同行者は本人確認およびワクチン接種済証等が必要。

※3　同居する親等の監護者が同伴すれば、12歳未満はワクチン接種済証等は不要です。

　　　 6歳未満はいかなる場合でもワクチン接種済証等は不要です。

　　　 同居していない同伴者の場合、6歳以上12歳未満はワクチン2回以上の接種または（陰性の）検査結果通知書が

　　　 必要です。

　　 　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歳未満はワクチン接種済証等が必要です。

本人・在住地確認書

学校行事

　　団体旅行
　　※添乗員・運転手・ガイドは

　　　　割引対象外

旅行者の

本人確認書

引率者

添乗員

代表者

代表者

代表署名者

旅行者の

本人確認書・接種済証等

代表署名者

旅行者の

接種済証等

・障害者手帳等福祉手帳　　　　　　　　　　　　　　　　

一般 添乗員

＜引率者＞

下記に当てはまる場合は不要

・教員

・コーチ

・その他

※学校活動をサポートする(運営に携わる)大人※2

＜学生・生徒・児童＞

不要

　受領確認書※1

　受領確認書※1

【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)　　 ・外国人登録証明書

・学生証、生徒手帳　　　　　　　　　　　・船員手帳

・国家資格を証明する書類　　　　　　　・戦傷病者手帳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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

本人・在住地確認書／ワクチン接種済証等



７．条件を満たさない場合の対応

①検査の結果「陽性」が判明した場合
・医療機関又は受診・相談センターを紹介するなどして、受診につながるよう必ず促す。
・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、保健所に相談する等の対応を促す。

※愛媛県における発熱等がある場合の受診方法は下記URLから愛媛県ホームページ
「新型コロナウイルスに関する情報」をご覧ください。
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html

②①以外で条件を満たさない場合
（検査結果が「判定不能」、確認書類を持参しない、検査結果が間に合

わなかった場合、等）
・旅行業者や宿泊業者が抗原定性検査を実施している場合又は抗原定性検査を提
供する場所が近隣に存在する場合、それらの案内を行う。
※（陰性の）検査結果通知書の書式はP9参照

・上記の抗原定性検査の実施が難しい場合、販売時に示している対応方法（通常
料金でのご案内や取り消しなど）を案内する。

③キャンセルの取扱い
取り消しにより所定の手数料が発生する場合は、利用者から割引前の通常料金の

キャンセルポリシーに応じた取消料を収受してください。県および事務局からは旅行事業
者及び宿泊事業者にキャンセル料のお支払いはいたしません。
えひめぐりクーポンで取消料のお支払いには充当できません。

④複数人での参加者のうち一部の旅行者が条件を満たさない場合
グループ内に条件を満たさない者がいる場合、基準を満たしていない方のみの料金を

切り分けることができれば、基準を満たしていない方のみ補助対象外とします。システム
やルール上、難しい場合は、全員が対象外となります。
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８．よくある質問

Q1．地方自治体などによる独自の補助制度（市町村割等）など全国旅行支援以外の補助制度
は併せて適用はできますか？

A1．基本的にはできます。（全国旅行支援と併用不可と定めている地方自治体などによる独
自の補助制度（市町村割等）とは併用できません）
ただし、全国旅行支援の補助制度適用後に、全国旅行支援以外の補助制度を利用すること
はできません。

Q2．地方自治体などによる独自の補助制度（市町村割等）と併用して、旅行代金が0円以下に
なるのですがよいですか。

A2．補助金が元の旅行代金等を超えることは認められません。そのため、地方自治体などに
よる独自の補助制度（市町村割等）適用後の旅行代金が、旅行代金の下限を下回る場合は、
本事業の補助金は適用できません。
・割引前の旅行代金の下限：平日3000円、休日2000円

Q3．電子クーポン配布用チケットの在庫がありません。割引だけを適用してもいいですか。
A3．不可です。割引とクーポンは必ずセットで適用してください。

Q4．無料の幼児は人数に含めることはできますか。
A4．無料の幼児も1名としてカウントすることを原則としております。ただし、旅行代金の異

なる子供や無料の幼児を人数に加えることにより最低旅行代金の下限を下回る場合には人
数にカウントしないことも可能です。

Q5．連泊制限はありますか。
A5．補助の対象となる宿泊日数は「同一施設での連泊」「複数の施設を利用した連泊」「複

数の都道府県をまたがる連泊」等を問わず、7泊までです。
申請にあたり旅行日程が分かれていても、8泊以上の場合、宿泊しない期間が7泊ごとに
1泊なければ連泊とみなします。

Q6．対象の宿泊事業者はどのようにわかりますか。
A6．えひめぐりみきゃん旅割のホームページ、または全国旅行支援統一窓口のホームページ

にてご確認できます。
宿泊事業者様が途中で辞退され、トラブルになるケースもございますので、随時各ホーム
ページにて旅行事業者様にてご確認ください。

Q7．検査結果通知書の様式は決まっていますか。
A7．決まっていません。ただし、本書P9の必要項目を全て記載している必要があります。

Q8．寺社仏閣の拝観料は補助の対象となりますか。
A8．対象となります。ただし、寺社仏閣への寄附（拝観料を除く）に該当すると考えられる

ものは補助の対象とはなりません。
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８．よくある質問

Q9．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。
A9．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。

Q10．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。
A10．公費によって旅費を支払う場合は、対象外となります。

Q11．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。

A11．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。

Q12．コンパニオン付きのプランは対象となりますか。
A12．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。
ただし、コンパニオンサービス分の料金を明確に切り分けて販売されていれば、コンパ
ニオンサービスを除いた部分の代金については補助の対象とすることが可能です。

Q13．スマートフォンの操作がよくわからない方には紙クーポンの利用方法をお勧めして良い
ですか。

A13．スマートフォンをお持ちの方は原則、電子クーポンをご利用いただきます。
旅行者配布用「デジタルクーポンについて」利用案内チラシを配布用チケットと一緒に
お渡しいただきますようお願いします。
なお、修学旅行などで学校からスマートフォンの所持を禁止されている児童生徒や、ガ
ラケーの利用者、スマートフォンをもっていない等、電子クーポンをご利用いただけな
い状況の場合は、紙クーポンとしてご利用いただけます。
ただし、電子クーポンのみ利用可能（紙クーポンではご利用いただけない）参加店舗も
一部ございますのでご了承ください。

Q14．電子クーポン配布用チケットの目隠しシールを剥がしてしまいましたが、 紙クーポンと
して使用できますか。

A14．故意過失によらず配布用チケットの目隠しシールを剥がしてしまった場合は、紙クーポ
ンとしては無効となり一切ご利用いただけません。交換対応も不可。
電子クーポンとしてはご利用いただけます。

Q15．電子クーポンは、家族分（5名分）など1台のスマートフォンで利用可能ですか。
A15．可能です。

Q16．電子クーポンの電子ポイントは合算できますか。
A16．有効期限が同じであれば合算できます。一度合算された場合、合算の取消はできません。

合算方法についてはHPをご覧ください。

Q17．電子クーポンを受け取った後、画面を閉じてしまいました。クーポンの再表示はできま
すか。

A17．電子クーポン配布用チケットの二次元コードを再読み込みすると表示されます。
電子ポイントの残額が0円となるまで電子クーポン配布用チケットはお手元で保管くださ
い。
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８．よくある質問

Q18．お客様が旅行途中で帰宅することとなった場合、クーポン有効期間の変更は必要ですか。
A18．変更は不要です。二次元コードを読み込み、電子クーポンを受け取った時点でスマート

フォン画面の有効期間は自動反映されます。

Q19. 高校生のワクチン接種済証として母子手帳は有効ですか。
A19. 有効です。

Q20. 検査費用は支援対象とすることができますか。
A20. 旅行・宿泊商品に含まれない検査費用については、補助の対象となりません。

ただし、旅行・宿泊商品に含まれる検査費用（例：PCR検査付きツアー）については、
補助の対象とすることが可能です。

Q21. 旅行期間（行程）の中に「対象期間外となる日」が含まれる場合、対象期間内分は補助
の対象になりますか。

A21. 旅行契約に定められた旅行期間の中に、「対象期間外」の日程が含まれている旅行は補
助の対象外となります。
ただし、複数の都道府県の宿泊を含む旅行であり、かつその一部の都道府県において全
国旅行支援事業が終了している場合は、旅行代金を泊数で按分した上で、補助金申請す
ることが可能です。（統一窓口発行の「取扱マニュアル＜旅行事業者用＞令和5年3月9日
Ver3.0.0」のP8およびP17-18と同じ）
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9．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）

（GW休業：5/3～5/7）



１０．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

全ページ：「ワクチン3回接種」→「ワクチン３回以上接種済」　修正
　　　　「ワクチン接種」→「ワクチン接種済」　修正
表紙、P2：対象期間　2022年10月11日（火）～2022年12月20日（火）
　　　宿泊旅行は12月21日（水）チェックアウトまで
　　　→対象期間　2022年10月11日（火）～2022年12月27日（火）
　　　宿泊旅行は12月28日（水）チェックアウトまで　修正
P1：「６．証明書類早見表」「9.更新履歴」　追記

P4：1　「（※統一窓口公式HPより最新版をご利用ください。）」　追記
　　　「公費出張」→「公費を利用した旅行（出張含む）」　修正
　　　P5：【フェリー運賃・料金の対象範囲】　追記
　　　「A参画宿泊施設登録の【夜行フェリー】は「えひめぐり_みきゃん旅割」公式HP→
　　　【旅行事業者】ページ→【宿泊を伴う旅行プラン参画宿泊施設の一覧】にてご確認
　　　いただけます。」　追記

P6：①１.「ワクチン接種証明書（3回接種）」→「ワクチン接種済証明書（３回以
　　　上接種済）」　修正
　　　①　「【重要】予約のお客様が全国旅行支援対象であることとクーポン
　　　枚数を宿泊施設や添乗員等へ通知してください」　追記
　    ②旅行当日　＜添乗員なしの場合＞4．「クーポン受領書」→「クーポン受領確認書」修正
　    ＜添乗員なしの場合＞1～4について「宿泊施設にて」　追記
　    ＜添乗員付きの場合＞1～2について「添乗員が」　追記
　    フロー図　修正
P7：①「身分証」→「身分証明書」　修正
P8：必要項目　追記、
　　　「※宿泊旅行で2泊目以降に有効期限が切れる場合、旅行事業者作成の行程表または
　　　1泊目の宿泊施設にて宿泊代金を支払った際の領収証等を検査結果通知書と一緒に
　　　2泊目以降の宿泊施設に提出する。」　追記
P9：証明書類 早見表を追加
P11:■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
P12：9.更新履歴　追加

Ver.3.0 2022/12/23 【2023年1月10日以降】の事業にあわせて加筆修正
全頁共通:
　　　「えひめぐりクーポン」→「えひめぐりデジタルクーポン」修正
　　　「クーポン」→「電子クーポン配布用チケット」 修正
その他頁：次のページを参照
　Ver.4.0 2023/3/17 【2023年4月1日以降】の延長にあわせて加筆修正
全頁共通: 「検査結果」→「（陰性の）検査結果通知書」修正
その他頁：更新履歴詳細を参照

Ver.2.0 2022/12/1
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１1．更新履歴詳細

変更前ページ 内　　　　容 変更前ページ 内　　　　　容

P2

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。

割引額　40％

割引上限　宿泊旅行商品
　●交通付き宿泊旅行⇒８，０００円
　●宿泊のみ（交通なし）⇒５，０００円
　日帰り旅行商品　５，０００円

クーポン　「えひめぐりクーポン」　平日：３，０００円
　最低旅行代金（割引前）　平日：５，０００円

P2

実施期間
２０２３年１月１０日(火)～ ２０２３年３月３１日(金)
※宿泊旅行の場合、４月１日(土)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。

割引率　20％

割引上限　宿泊旅行商品
　●交通付き宿泊旅行⇒5，０００円
　●宿泊のみ（交通なし）⇒3，０００円
　日帰り旅行商品　3,000円

クーポン　「えひめぐりデジタルクーポン」　平日：2，０００円
　最低旅行代金（割引前）　平日：３，０００円

P3

配布枚数
平日：３，０００円（１，０００円× ３枚）
休日：１，０００円（１，０００円× １枚）

有効期間
宿泊旅行商品　チェックインの日からチェックアウトの日まで
日帰り旅行商品　日帰り旅行当日のみ

注意事項
釣銭は出ません

P3

配布枚数
平日：２，０００円（１，０００円×２枚）
休日：１，０００円（１，０００円×１枚）

有効期間
宿泊旅行商品　チェックインの日から8日間
日帰り旅行商品　旅行当日から８日間

注意事項
紙クーポンでの使用の場合、釣銭は出ません

P5

（3）A参画宿泊施設登録 の 【 夜行フェリー 】 は、「えひめぐり みきゃん旅割」公式
HP【旅行事業者 】 ページ 【 宿泊を伴う旅行プラン参画宿泊施設の一覧 】 にてご
確認いただけます。

既存予約の取扱い
愛媛県としては既存予約も対象としますが、補助金の原資の都合上、社内で取り決
めがある場合は、社内のルールに従ってください。

P5

（3）A参画宿泊施設登録の【夜行フェリー】は、「えひめぐり_みきゃん旅割」公式HP
→【旅行事業者】ページ→【2023年1月10日以降の参画宿泊施設の一覧】にてご
確認いただけます。

既存予約の取扱い
既存予約は対象外です。受注型企画旅行については、確定書面の手交日が全国旅
行支援対象商品販売開始日2022年12月26日以降であって、旅行の実施日が対
象期間内であれば補助対象となります。

P9
証明書類　早見表

P10
証明書類　早見表　「本人・在住地確認書／ワクチン接種済証明等」の更新

P12～13
よくある質問　追加

Ver.3.0

Ver

日帰り旅行については、「日帰り旅行　旅行事業者マニュアル　電子クーポン版」に
てご確認ください。
①旅行申し込み
２．同意書を作成し、旅行者に署名させるなどの手続きは不要ですが、下記の（1）
～（4）につき、旅行者へのご案内を徹底してください。
 （1）本人確認および居住地確認
「居住地確認書類」及び「本人確認書類」の旅行先での提示が必要となります。宿泊
チェックインの際（添乗員または旅行事業者が定める現地係員等がいる場合は集
合時）に提示ができなかった場合は、補助金相当額の返還を求めます。
（2）ワクチン接種歴や検査結果の確認
「ワクチンを接種済みであること、または各種検査での結果が陰性であること」を
証明する必要があります。各都道府県によってワクチンの接種回数や陰性の検査
結果通知書の有効期限等が異なりますので、事前にご自身で、各都道府県の全国
旅行支援のウェブサイト等で確認をお願いします。
　（3）対象除外地域が発生した場合の対応
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況等により、ご旅行先の都道府
県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。また、そのことを事由と
してご旅行を取消される場合、通常の取消料が発生します。
（4）宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合
は、補助金交付の対象外となります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金
相当額の返還を求めます。

②旅行当日　＜添乗員なしの場合＞
３．宿泊施設にて配布用チケット枚数を双方確認し、宿泊施設にて準備されている
受領確認書に署名（グループの場合は代表者のみ）※宿泊事業者によっては独自
で実施される同意書に署名を求められる場合もございます。

＜添乗員付きの場合＞
※対象外の旅行者が発生した場合、必ず宿泊施設にお伝えください。　追加

③補助金の精算
例）学校団体の日帰りツアー実施報告の場合愛媛県の 【 日帰り 様式第 2 号 】 と
【 日帰り 様式第 3 号 】 と統一窓口の補助金審査管理システムの申請入力項目【
代表者居住地 】 は 同じ都道府県 となるようにしてください　削除

P7へフロー図を移動、それ以降のページ番号変更

①旅行申し込み
２．全国旅行支援事業同意書（モデル様式 1 号）または各事業者作成の同意書を手
交（統一窓口および当事務局に提出の必要はありませんので、各事業者にて保管し
てください。
保管期間は、補助金の交付の翌年から5 年間とします。）※WEB 販売の場合、モ
デル様式記載の同意内容を WEB 上に掲載して確認できるようにしてください。
※コールセンター等非対面販売の場合、モデル様式記載の同意内容を口頭説明確
認してください。記録が残るようにしてください。

②旅行当日＜添乗員なしの場合＞
３．宿泊施設にて利用における同意書を手交（グループの場合は代表者のみ）

P6のフロー図

P6 P6

更　　　新　　　前 更　　　新　　　後
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１1．更新履歴詳細

更　　新　　前 更　　新　　後

内　　　　　容 内　　　　　容

P2

実施期間
２０２３年１月１０日(火)～ ２０２３年３月３１日(金)
※宿泊旅行の場合、４月１日(土)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。

P2

実施期間
２０２３年１月１０日(火)～ ２０２３年6月３0日(金)
【対象期間外：2023年4月29日（土）～2023年5月7日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宿泊旅行は、5月8日(月)チェックアウトまで）】
※宿泊旅行の場合、7月１日(土)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。
※対象期間内であっても愛媛県の判断で新規予約の受付を停止することがありま
す。販売停止の連絡については、停止日の2営業日前までに、メール、および、事業
者マイページの「お知らせ欄」でご案内いたします。

P3

有効期間
宿泊旅行商品　チェックインの日から8日間
日帰り旅行商品　旅行当日から８日間
注意事項
●紙クーポンでの使用の場合、釣銭は出ません

P3

有効期間
宿泊旅行商品　チェックインの日を含む8日間
日帰り旅行商品　旅行当日を含む８日間
注意事項
●紙クーポンでの使用の場合、釣銭は出ません
※紙クーポンとしてご利用いただけない参加店舗もございます

P4

（２）日帰り旅行商品
①別途作成の日帰り旅行マニュアルを参照ください。
②「えひめぐり みきゃん旅割」の日帰り旅行取扱事業者にあらかじめ参画登録が
必要です。
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、実施（催行）事業者が参画登録をしていれば補助の対象とします。
販売事業者と実施（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、電子クーポン配布用チケットは、実施（催行）事業者が配布する。

P4

（２）日帰り旅行商品
①別途作成の日帰り旅行マニュアルを参照ください。
②②えひめぐり みきゃん旅割事務局に「日帰り旅行取扱事業者」参画登録の申請
が必要です。（統一窓口への事業者申請だけでは不可）
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、実施（催行）事業者が参画登録をしていれば補助の対象とします。
販売事業者と実施（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、電子クーポン配布用チケットは、実施（催行）事業者が配布する。

P5

2.既存予約の取扱い
既存予約は対象外です。受注型企画旅行については、確定書面の手交日が全国旅
行支援対象商品販売開始日2022年12月26日以降であって、旅行の実施日が対
象期間内であれば補助対象となります。

P5

2.既存予約の取扱い
既存予約は対象外です。
なお、延長期間分（2023年4月1日～6月30日）の販売開始日は2023年3月21
日とします。受注型企画旅行については、確定書面の手交日が全国旅行支援対象
商品販売開始日2023年3月21日以降であって、旅行の実施日が対象期間内であ
れば補助対象となります。

P6

①旅行申し込み
（2）ワクチン接種歴や検査結果の確認
「ワクチンを接種済みであること、または各種検査での結果が陰性であること」を
証明する必要があります。各都道府県によってワクチンの接種回数や陰性の検査
結果通知書の有効期限等が異なりますので、事前にご自身で、各都道府県の全国
旅行支援のウェブサイト等で確認をお願いします。

＜添乗員付きの場合＞
２．添乗員が、ワクチン接種済証明書又は陰性証明書等を確認

③補助金の精算
TM2にて補助金申請（詳細は統一窓口のマニュアルをご確認ください）

P6

①旅行申し込み
（２）ワクチン接種歴の確認
　ワクチンを接種歴の確認をお願いします。
　※（陰性の）検査結果通知書の場合は、旅行当日確認で構いません。
　各都道府県によってワクチンの接種回数等が異なりますので、事前にご自身で、
　各都道府県の全国旅行支援のウェブサイト等で確認をお願いします。

＜添乗員付きの場合＞
２．添乗員が、ワクチン接種証明書（3回以上接種済）又は（陰性の）検査結果通知書
を確認
　（確認ができない場合は、割引の対象外となります）
　　各都道府県によってワクチンの接種回数や陰性の検査結果通知書の有効期限
　等が異なりますので、事前にご自身で、各都道府県の全国旅行支援のウェブ
　サイト等で確認をお願いします。

③補助金の精算
補助金審査管理システムにて補助金申請（詳細は統一窓口のマニュアルをご確認く
ださい）

P7
予約時：①-1　ワクチン接種証明書　本人確認書類提示
補助金精算時：③-2　TM2にて補助金申請 P7

予約時：①-1　ワクチン接種済証　本人確認書類提示
補助金精算時：③-2補助金審査管理システムにて補助金申請

P8

①身分証明証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

＜ワクチン接種・検査確認の例外について＞

P8

①身分証明書（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）
※詳細はP10に記載

＜ワクチン接種・検査結果確認の例外について＞

P8・P9
タイトル
５.予防接種済証等又は検査結果通知書の確認

P8・P9
タイトル
５.ワクチン接種済証等または検査結果通知書の確認

P10
タイトル
１0．証明書類　早見表
証明書類　早見表　「本人・在住地確認書／ワクチン接種済証明等」

P10
タイトル
6．証明書類　早見表
証明書類　早見表　「本人・在住地確認書／ワクチン接種済証明等」の更新

P13

A12．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。
但し、コンパニオンサービス分の料金を切り分けることが可能であれば、コンパニオ
ンサービスを除いた部分の代金については補助の対象とすることが可能です。

A13．スマートフォンをお持ちの方は原則、電子クーポンをご利用いただきます。
旅行者配布用「デジタルクーポンについて」利用案内チラシを配布用チケットと一
緒にお渡しいただきますようお願いします。
なお、修学旅行などで学校からスマートフォンの所持を禁止されている児童生徒
や、ガラケーの利用者、スマートフォンをもっていない等、電子クーポンをご利用い
ただけない状況の場合は、紙クーポンとしてご利用いただけます。

A16．有効期限が同じであれば合算できます。一度合算された場合、合算の取消
はできません。

P13

A12．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。
但し、コンパニオンサービス分の料金を明確に切り分けて販売されていれば、コン
パニオンサービスを除いた部分の代金については補助の対象とすることが可能で
す。

A13．スマートフォンをお持ちの方は原則、電子クーポンをご利用いただきます。
旅行者配布用「デジタルクーポンについて」利用案内チラシを配布用チケットと一
緒にお渡しいただきますようお願いします。
なお、修学旅行などで学校からスマートフォンの所持を禁止されている児童生徒
や、ガラケーの利用者、スマートフォンをもっていない等、電子クーポンをご利用い
ただけない状況の場合は、紙クーポンとしてご利用いただけます。
ただし、電子クーポンのみ利用可能（紙クーポンではご利用いただけない）参加店
舗も一部ございますのでご了承ください。

A16．有効期限が同じであれば合算できます。一度合算された場合、合算の取消
はできません。
合算方法の動画をホームページに掲載しております。

P14 P14

下記を加筆

Q19.　高校生のワクチン接種済証として母子手帳は有効ですか。
A19.　有効です。

Q20.　検査費用は支援対象とすることができますか。
A20.　旅行・宿泊商品に含まれない検査費用については、補助の対象となりませ
ん。
但し、旅行・宿泊商品に含まれる検査費用（例：PCR 検査付きツアー）については、
補助の対象とすることが可能です。

Q21.　旅行期間（行程）の中に「対象期間外となる日」が含まれる場合、対象期間
内分は補助の対象になりますか。
A21.　旅行契約に定められた旅行期間の中に、「対象期間外」の日程が含まれてい
る旅行は補助の対象外となります。
　　   ただし、複数の都道府県の宿泊を含む旅行であり、かつその一部の都道府県
において全国旅行支援事業が終了している場合は、旅行代金を泊数で按分した上
で、補助金申請することが可能です。（統一窓口発行の「取扱マニュアル＜旅行事業
者用＞令和5年3月9日Ver3.0.0」のP8およびP17-18と同じ）

P１５

「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）

P１５

「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）
※休業日：土・日・祝日、GW（5／3～5／7）

Ver 変更前ページ 変更前ページ

Ver.4.0
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