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①商品造成・販売時
・旅行業者が都道府県間の移動を含む企画旅行(以下「ツアー」という。)およ

び宿泊事業者が都道府県間の宿泊サービスの開始時に予防接種済証等(接種証
明書、接種記録書等を含む。以下同じ。)または検査(PCR検査等(LAMP法等の
核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)および抗原定性検査をいう。
以下同じ。)の結果通知書(以下「検査結果通知書」という。)の確認を行うツ
アーについては、造成に当たって、予防接種済証等または検査結果通知書の
確認に要する時間を考慮する。

・予防接種済証等または検査結果通知書の確認において、密にならないような
場所を確保する。

・販売時に、以下の内容を明記する。

➢対象商品がワクチン3回以上接種済であることまたは確認日の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
が条件であること。

➢旅行会社が商品造成をする場合、「えひめぐり みきゃん旅割」の補助が適
用されていることを明記すること。

➢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
すること。
※抗原定性検査を事業者の管理下で行い、検査結果通知書を発行する場合
は、③検査方法の代わりに使用した薬事承認されたキット名を④検査所名
の代わりに事業所名を記載。

➢検査結果通知書によらず、旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結
果は認められないこと。

➢予防接種済証等を撮影した画像や写し等を提示することも可能であること。
➢条件を満たさない場合(検査結果が陽性の場合、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)は割引およびクーポン配布の対象外となること。(取消料や代金変更
が発生する場合はその内容、前日・当日の連絡先、参加可否等の周知必要事
項がある場合はその点も併せて記載のこと)。

➢複数人の参加者のグループの一部が条件を満たさない場合は、料金を切り分
けることができる場合、条件を満たさない方のみ割引およびクーポン配布の
対象外となること(取消料や代金変更が発生する場合はその内容、前日・当日
の連絡先、参加可否等の周知必要事項がある場合はその点も併せて記載のこ
と)。

1.各場面での運用方法
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➢ 検査費用を代金に含み、検査付きプランとして販売する場合、検査費用
が代金に含まれること。《検査方法(PCR検査等、抗原定性検査)、検体
採取の方法(郵送検査、来店検査)》

➢ 確認書類の持参忘れにより、3回以上の予防接種済証等又は検査結果通
知書を確認できない場合、後日の提出は認められないこと。

➢ 検査結果を活用する場合は、移動前にPCR検査等を受けることを推奨す
ること。

・販売時に、以下の内容について旅行者の同意を得る。
➢ ワクチンを3回以上接種済みであることまたは旅行当日検査結果が陰性

であることが利用条件であること。
➢ 旅行会社で、一つの旅行商品にグループで予約する場合において、代表

者のみが来店し旅行者全員分のワクチン接種歴等を提示することで参加
者全員分の事前確認とすることができる。(画像や写し、電子的なワク
チン接種証明書なども可)

➢ 予防接種済証等又は検査結果通知書を当日確認の際に確認を行う者(宿
泊施設であればフロントスタッフ、ツアーの場合は添乗員など)に提示
すること。

➢ 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
る可能性があるため、ワクチンを接種していたとしても基本的な感染対
策を怠らないこと。

➢ 検査結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性があり、ま
た、偽陰性である可能性もあるため、基本的な感染対策を怠らないこと。

➢ 旅行開始日の2週間前から感染リスクを避けて生活すること。

・事前確認において、予防接種済証明書又は検査結果通知書の写しをとる
ことおよび事務局への提出は不要とする。

・当日ツアー開始時またはチェックイン時、ワクチン3回以上接種歴又は陰
性証明の提示がなされない場合は、割引適用外となります。後日提出は
認められない。
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②販売後～旅行開始日、旅行開始日当日

・当日のツアー開始時またはチェックイン時等に、本人確認と、予防接種
済または検査結果通知書の確認を実施する。

・確認時やその待ち時間に密にならないよう配慮する。
・確認は、以下のいずれかにより適切に実施する。
➢ 添乗員付きツアーの場合は、添乗員等が確認を行う。
➢ 添乗員が付かない日帰り旅行の場合、集合場所に係員を配置する等の体

制を確保して確認を行う。
➢ 添乗員が付かない宿泊旅行の場合は、宿泊施設のフロントスタッフ等が

確認を行う。

・予防接種済証等の確認に当たっては、以下を確認する。
➢本人であること(身分証明書等により確認)
➢ 3回目以降の接種年月日
➢ (予防接種済証及び接種記録書の場合のみ(ワクチンのシール(3回目以降

のシール)が貼られていることを確認

・検査結果の確認に当たっては、検査結果通知書において、以下を確認す
る。

➢本人であること(身分証明書等により確認)
➢検査結果(陰性であることを確認)
➢有効期限(旅行開始日において有効期限を過ぎていないことを確認)

※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。

➢検査方法(PCR検査等、抗原定性検査のいずれかであることを確認)旅行者
自らが検査キットを用いて実施した検査結果は認められない。

・旅行当日、予防接種済証明書または検査結果通知書の確認において、写
しをとることおよび事務局への提出は不要とする。
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2.条件を満たさない場合の運用

条件を満たさない場合の運用については、販売時の説明に沿いつつ、以下の
対応を行う。

①検査結果陽性の場合
・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」を参照すること。
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」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）

・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または抗原定性検
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。

・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。

※旅行業者や宿泊業者が自ら抗原定性検査を実施する場合は、内閣官房ホー
ムページの「新型コロナウイルス感染症対策」内に掲載されている、ワ
クチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱などを確
認すること。
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3.留意点

・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する必要がある。そのため、ワクチン接種歴や
検査結果の活用に当たっても、基本的な感染防止策(三つの密の回避、人
と人との距離の確保、手洗いなどの手指衛生、二酸化炭素濃度測定器
(CO2センサー)などを活用した換気等)を継続する。
※令和5年3月13日から、マスク着用は個人の判断が基本となります。

・政府や都道府県の判断で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、都道府県
独自の感染症対策において移動にかかる制限を実施する場合、これに従
うものとする。

・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、同居する親等の監護者の同伴がない場合やま
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
の子どもはワクチン2回以上接種済の証明又は（陰性の）検査結果通知書
の提示が必要です。いずれの場合も補助適用にあたり本人確認・在住地
の証明は必要となります。
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4.予防接種済証等又は検査結果通知書の確認

接種済証等

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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4.予防接種済証等又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
（P.2にも記載あり）

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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５. 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



Q1．ワクチン・検査パッケージについて証明となる書類はなにがあります
か。

A1．新型コロナウイルス予防接種済証等(3回以上接種またはPCR検査等の
陰性の検査結果通知書)の提示が必要です。
なお、書類を撮影した画像や写し等の提示も可能です。(P7参照)

Q2．ワクチン・検査パッケージの証明書が提出できない場合はどうなりま
すか。

A2．予約時およびチェックイン時などに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、検査結果が「判定不能」であった
場合等については「えひめぐり みきゃん旅割」の補助は適用できませ
ん。

Q3．ワクチン・検査パッケージの証明書が提出できないことにより利用を
キャンセルしたい場合、取消料はどうなりますか。

A3．ご予約先の事業者へご確認ください。

Q4．子どものワクチン・検査パッケージは必要ですか。
A4．同居する親等の監護者が同伴することを条件に12歳未満は不要です。

ただし、同居する親等の監護者の同伴がない場合やまん延防止重点措
置区域に係る県またぎ移動にあっては、6歳以上12歳未満の子どもはワ
クチン2回以上接種済の証明又は（陰性の）検査結果通知書の提示が必
要です。いずれの場合も補助適用にあたり本人確認・在住地の証明は
必要となります。

Q5．学校等の活動もワクチン・検査パッケージの適用が必要ですか。
A5．学校等の活動については、引き続き、文部科学省が定める「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
まえた対応を行う場合は、ワクチン・検査パッケージ制度は適用しな
い。
学校等とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、認定こども
園、児童福祉法における児童福祉施設、小学校、中学校、義務教育学
校、高等学校、中学教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
、専修学校を言う。

６. よくある質問
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Q6．宿泊施設や集合場所での抗原定性検査はできますか。
A6．出来ますが、下記の条件があります。

〇事業者等は本人の同意を得た上で、検査を管理する者(検査管理者)
を定め、抗原定性検査キット等による抗原定性検査を実施するに当
たって、必要な検体の採取、判定の方法、その他の注意事項に関す
る研修を受けさせ、研修の受講を確認すること。

〇研修については、厚生労働省が以下のホームページで公開するWEB
教材(「ガイドライン」および「理解度確認テスト」)を学習するこ
と。

【研修資料】
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査の
ガイドライン

・理解度確認テスト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431
_00270.html

Q7．ワクチン接種以外の証明方法を教えてください。
A7．PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)または抗

原定性検査とします。

Q8．検査結果の有効期間はいつまでですか。
A8．PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)の場合、

検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)の3日後まで有効とし
ます。(検体採取日＋3日)
抗原定性検査の場合、 検査日(＝検体採取日)の翌日まで有効としま
す。(検査日＋1日)

Q9．施設(県)をまたいで連泊する場合、（陰性の）検査結果通知書はどこ
まで有効ですか。

A9．（陰性の）検査結果通知書は、初泊日に有効である1枚のみでかまい
ません。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
泊施設にご提出ください。
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Q10．新型コロナワクチン接種証明アプリは有効でしょうか。
A10．行政(自治体)が作成しているアプリ(デジタル庁等)は認めます。

Q11．旅行会社で予約した際、チェックインの時に再度、宿泊施設側でも予
防接種済証等(陰性の検査結果通知書)および本人確認をおこなう必要
がありますか。

A11．あります。

Q12．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。

A12．可能です。

Q13．海外の接種証明書は有効ですか。
A13．各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であるが、日

本語・英語以外の言語で証明書内容が記載されている場合は、接種
証明書の翻訳を付けて提示することで有効とみなします。

Q14．海外でヤンセンファーマ社のワクチン接種を1回実施。(接種カード
あり) 帰国後、国内でワクチン接種を1回実施は有効ですか。

A14．接種実回数は2回ですが、厚生労働省ホームページにあるように、ヤ
ンセンファーマ社のワクチン接種1回が日本では2回接種完了に相当
するため、3回接種済として有効とみなします。

Q15．３回目の接種証明書を紛失した場合、何を提示すればよいですか。
A15．マイナンバーカードをお持ちの方は、新型コロナワクチン接種証明ア

プリをダウンロードし、登録のうえ提示してください。
もしくは住所地の自治体に接種証明書を請求していただくか、4回目
以降の接種券 (3回目までの接種歴のあるもの)を提示してください。
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7. 更新履歴
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ページ 更新前 更新後

Ver.1 2022/10/6

P1 目次　追加

P3 「事前確認又は」を削除

P8 必要項目　追記

P9 5.証明書類 早見表ページを追加

P10 Q5、Q6の項目を追加、以降の番号修正

P11 Q10の項目を追加、以降の番号修正

P12 A11、A12の文言修正

P13 7.更新履歴ページを追加

P3
確認書類の持参忘れにより当日までに予防接種済証等又
は検査結果通知書を確認できない場合、後日の提出は認
められないこと。

確認書類の持参忘れにより、3回以上の予防接種済証等
又は検査結果通知書を確認できない場合、後日の提出は
認められないこと。

P4
予防接種済証明書又は検査結果通知書の確認において、
写しをとることおよび事務局への提出は不要とする。

旅行当日、予防接種済証明書または検査結果通知書の確
認において、写しをとることおよび事務局への提出は不要
とする。

P9 〚証明書類　早見表〛 〚証明書類　早見表〛更新

P10

A4.同居する親等の監護者が同伴することを条件に12歳
未満は検査不要です。
　　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。いずれ
の場合も割引適用にあたり在住地の証明は必要となりま
すのでご注意ください。

A4.同居する親等の監護者が同伴することを条件に12歳
未満は不要です。 ただし、同居する親等の監護者の同伴
がない場合や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歳未満の子どもはワクチン2回
以上接種済の証明又は検査陰性証明の提示が必要です。
いずれの場合も補助適用にあたり在住地の証明は必要と
なりますのでご注意ください。

P10

A5：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。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。

A5：学校等の活動については、引き続き、文部科学省が
定める「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う場合は、ワ
クチン・検査パッケージ制度は適用しない。　学校等とは、
幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、認定こども園、
　　児童福祉法における児童福祉施設、小学校、中学校、義
務教育学校、高等学校、中学教育学校、特別支援学校、大
学及び高等専門学校、専修学校を言う。

Ver.3.1 2023/3/10 P6

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する必要がある。
そのため、ワクチン接種歴や検査結果の活用に当たって
も、基本的な感染防止策(三つの密の回避、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、二酸化
炭素濃度測定器(CO2センサー)などを活用した換気の徹
底等)を維持・徹底する。

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する必要がある。
そのため、ワクチン接種歴や検査結果の活用に当たって
も、基本的な感染防止策(三つの密の回避、人と人との距
離の確保、手洗いなどの手指衛生、二酸化炭素濃度測定
器(CO2センサー)などを活用した換気の徹底等)を維持・
徹底する。
※令和5年3月13日から、マスク着用は個人の判断が基
本となります。

P5 内閣官房ホームページURL削除

P6

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）検査結果通知書が必
要となることがある。

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、同居する親
等の監護者の同伴がない場合や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歳未満の子
どもはワクチン2回以上接種済の証明又は（陰性の）検査
結果通知書の提示が必要です。いずれの場合も補助適用
にあたり本人確認・在住地の証明は必要となります。

P9 〚証明書類　早見表〛 〚証明書類　早見表〛更新

P10

A4.同居する親等の監護者が同伴することを条件に12歳
未満は不要です。 ただし、同居する親等の監護者の同伴
がない場合や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歳未満の子どもはワクチン2回
以上接種済の証明又は検査陰性証明の提示が必要です。
いずれの場合も補助適用にあたり在住地の証明は必要と
なりますのでご注意ください。

A4．同居する親等の監護者が同伴することを条件に12歳
未満は不要です。ただし、同居する親等の監護者の同伴が
ない場合や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歳未満の子どもはワクチン2回以
上接種済の証明又は（陰性の）検査結果通知書の提示が
必要です。いずれの場合も補助適用にあたり本人確認・在
住地の証明は必要となります。

前項共通：
「検査結果の陰性確認」→「（陰性の）検査結果通知書」修正

2023/3/17Ver.4.0

Ver.3.0 2022/12/23

Ver 更新日
更新内容

　新規作成

Ver.2.0 2022/12/1





「えひめぐり みきゃん旅割」事務局
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