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宿泊事業者用 作成：令和4年3月18日

きょうと魅力再発見旅プロジェクト

きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局

割引適用期間 京都応援クーポン券利用可能期間

令和4年3月22日(火)～令和4年3月31日(木)まで
※宿泊のみ令和4年4月1日(金)チェックアウト分まで

令和4年3月22日(火)～令和4年3月31日(木)まで
※旅行期間中に限り有効/宿泊のみ令和4年4月1日(金)チェックアウト分まで

実施マニュアル

〈令和4年3月22日(火)～3月31日(木)まで京都府民限定で再開〉



令和4年3月18日作成

【重要】「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」の再開について
国の地域観光事業支援を活用している｢きょうと魅力再発見旅プロジェクト｣については、3月21日のまん延防止等
重点措置の終了に伴い、新規予約及び利用（割引等）を再開いたします。

現在の感染状況を踏まえ、京都府民による京都府内の宿泊・旅行を対象に、新規予約受付を3月19日(土)から、割引・クーポンの利用
（以下「割引等」）を3月22日(火)からそれぞれ再開し、実施期間を3月31日(木)まで延長いたします。
●予約開始 令和4年3月19日(土)～
●割引等期間 令和4年3月22日(火)～3月31日(木)（宿泊のみ4月1日(金)チェックアウト分まで）
※本事業の利用にあたっては、ワクチン接種歴又は検査結果の陰性の確認が条件になります。
※三密の回避や健康観察、発熱等の症状がある場合は控える等の基本的な感染防止策を徹底してください。

以下の宿泊・旅行から対象となります。
●宿泊・旅行の場合は、3月22日（火）午前０時以降にチェックインするもの
●日帰り旅行の場合は、3月22日（火）午前０時以降に出発するもの
※新規予約・販売の期間外（一時停止中等）に予約・販売された宿泊・旅行は割引等の対象にはなりません。（下図参照）
※4月以降の延長については、国において決定次第、お知らせします。

１ 事業の再開について

２ 対象者

●京都府民に限定（感染状況を踏まえながら、段階的に拡大していきます）

今後の感染状況により京都府または隣接府県がレベル３、まん延防止等重点措置に該当する場合、その他京都府知事が必要と判断した
場合は、既に予約した宿泊・旅行の割引等も含めて事業を一時停止します。
事業の一時停止によるキャンセル料の補填はありませんので、あらかじめご了承ください。
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ワクチン・検査パッケージの導入について

詳細は、きょうと魅力再発見旅プロジェクトのホームページ(https://www.kyoto-tabipro.jp/)から確認

□｢きょうと魅力再発見旅プロジェクト｣の利用には、旅行者全員が、ワクチン接種歴またはPCR検査等で
陰性であることを提示・確認することが条件となります。

■対象
旅行者全員
※12歳未満の子どもは同居の監護者が同伴する場合は不要

ただし、自粛要請の対象となる場合(まん延防止等重点処置地域における県またぎ移動が該当)にあたっては、
6歳以上～12歳未満の子どもは検査が必要

※学校等の活動に係る宿泊や旅行（修学旅行等）は不要

■確認方法
・宿泊商品：宿泊施設へのチェックイン時（OTA予約の場合も同様）
・旅行商品：旅行予約時or旅行出発時

■確認書類
・以下のいずれかを提示しなければならない
①ワクチンを２回接種後２週間経過していること（予防接種済証等）
②宿泊時または旅行時の３日前以降にPCR検査等を、または前日又は当日に抗原定性検査を受け、
検査結果が陰性であること（検査結果通知書等）

※予防接種済証はコピーや写真、検査結果通知書等はメール結果通知の提示可。
予防接種済証等を宿泊時または旅行時に提示・確認できない場合、割引等が受けられません。

※PCR検査等の検査費用は、利用者負担
京都府において、ワクチン・検査パッケージ制度に基づく活動などで検査結果を確認するためのPCR検査等を無料で実施しております。
詳しくは京都府ホームページの「無症状者に係る無料検査について

(http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_muryokensa.html )」をご確認ください。

□その他
観光庁がワクチン・検査パッケージを活用した施策を実施する場合において、旅行業者及び宿泊事業者は、
観光庁または観光庁が指定する者への登録が必要ですが、「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」においては、
プロジェクトの実施に係る登録により上記登録とみなされるため、特に手続きは不要です。

http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_muryokensa.html
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１ｰ1．きょうと魅力再発見旅プロジェクトとは

１．事業概要
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事業実施目的

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ京都府内の観光業界の需要回復を図るため、京都府民による府内の観光に対する割引や旅行期間中に
使用可能なクーポン券を発行する。

宿泊や宿泊旅行(日帰り旅行含む)の割引等について 割引額のイメージ

以下に該当する宿泊や宿泊旅行(日帰り旅行含む)の割引に
加え、京都府内参加店舗のお買物に使えるクーポンを発行
①京都府内に宿泊する宿泊商品
②京都府内に宿泊する旅行商品（他府県内の宿泊が含まれる商品を除く）
③京都府を旅行先とする日帰り旅行商品

宿泊や宿泊旅行(日帰り旅行含む)の割引は最大5,000円
京都府内参加店舗で利用可能な京都応援クーポン券はお一人
あたりのご宿泊旅行代金が4,000円以上の場合2,000円、
2,000円～4,000円未満の場合は1,000円となります。

宿泊代金または宿泊旅行(日帰り旅行含む)
代金ひとりあたり(日帰り同額・大人・子ども同額)

①税込10,000円以上
⇒5,000円補助
②税込8,000円～10,000円未満
⇒4,000円補助
③税込6,000円～8,000円未満
⇒3,000円補助
④税込4,000円～6,000円未満
⇒2,000円補助
⑤税込2,000円～4,000円未満
⇒1,000円補助

①②③④の場合
2,000円

(1,000円券２枚)
⑤の場合
1,000円

(1,000円券１枚)

※表示価格は全て税込

※新型コロナウィルス感染症拡大の状況等を踏まえ、事業を一時停止または中止することがあります。

宿泊旅行
(日帰り旅行含む)

割引

京都応援
クーポン券
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5※表示価格は全て税込

1-２．きょうと魅力再発見旅プロジェクト 概要

割引対象者 京都府内に住所を有する者

割引対象

(１)宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品
①京都府内に宿泊する宿泊商品
②京都府内に宿泊する旅行商品(募集型企画旅行、受注型企画旅行、宿泊を伴う手配旅行)

※旅行商品は、他府県の宿泊が含まれる商品は対象外
※旅行商品は、府県境をまたがない旅行日程であること

(２)日帰り旅行商品のうち次の条件を満たすもの
●主な旅行先が京都府内であること
●同日中に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
●旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと
※旅行商品は、府県境をまたがない旅行日程であること

対象期間

(１)宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品
令和4年3月22日(火)～令和4年3月31日(木)の宿泊まで
※宿泊のみ令和4年4月1日(金)チェックアウト分まで
※令和4年3月19日(土)以降に予約・販売

(２)日帰り旅行商品
令和4年3月22日(火)～令和4年3月31日(木)の出発まで
※令和4年3月19日(土)以降に予約・販売

利用条件 関係するガイドライン等に則して、ワクチンを接種済であることまたはPCR検査等の検査結果が陰性であることを提示し確認できること

使用可能回数 1人あたりの制限なし(複数回の利用可能)

連泊制限 3泊まで連泊可能 ※連泊とは1つの旅行・宿泊で宿泊日が連続することをいう。(同じ宿泊施設で別々の予約・精算で連泊する場合、チェックアウトした当日に再度チェックインした場合も同じ)

その他割引との併用 可 ※原則、施設及び会社が当該宿泊及び旅行に対してのみ割引又は振り出すクーポン等以外は本事業の割引後に適用すること。

身分証明 宿泊割引または日帰り旅行割引を適用する方が京都府内に住所を有することを、免許証やﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ等で確認する。

キャンセル料への適用 適用なし(割引前の宿泊代金または旅行代金に対してキャンセル料を算出)

割引・クーポンの内容と運用方法

(１)宿泊割引 (２)日帰り旅行割引 (３)京都応援クーポン券

取得方法
①参加登録した府内の宿泊施設(下宿営業を除く。)
②参加登録した旅行業者

参加登録した旅行業者

クーポン券を次のいずれかで入手
①予約した宿泊事業者にてチェックイン時
②予約した旅行業者にて精算時

利用可能場所
利用可能施設として登録した府内の飲食店・土産物店等(GoToと同様も、飲食店は
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証を受けていること)
※京都府以外での使用は不可

補助金額(税込)

次のとおり(税込)
●税込10,000円以上 :5,000円補助
●税込8,000～10,000円未満 :4,000円補助
●税込6,000～8,000円未満 :3,000円補助
●税込4,000～6,000円未満 :2,000円補助
●税込2,000～4,000円未満 :1,000円補助
・大人・子ども１人あたり／端数切捨

・宿泊割引及び旅行割引は1旅行予約単位

同左

次のとおり（税込）
●4,000円以上の場合は2,000円分(1,000円×2枚)を発行
●2,000円以上4,000円未満は1,000円分を発行
●2,000円未満は対象外
・大人・子ども同額
・割引後の宿泊・旅行代金がクーポン券の額面より小さくならないこと

適用期間 宿泊日 日帰り旅行実施日 旅行期間中

権利譲渡 不可 不可 不可

未使用の場合 適用なし 適用なし 期間内に使用しなかったものは権利放棄扱い
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割引適用額にて宿泊施設で精算

宿泊旅行または日帰り旅行のお申込み
確認①:身分証明書等で居住地確認

1-3．宿泊割引及び旅行割引と京都応援クーポン券の適用方法 全体像

２．旅行業者経由のお申込み ３．オンライン旅行予約サイト経由のお申込み

旅行業者にて宿泊旅行や日帰り旅行を予約・申込 オンライン旅行予約サイトを経由して宿泊を予約

STEP１：旅行のご予約(宿泊旅行・日帰り旅行) STEP１：宿泊のご予約

STEP２：割引適用額にてご旅行のご精算 STEP２：宿泊施設チェックイン＆ご精算

STEP３：ご旅行へご出発(宿泊施設チェックイン)

確認②：予防接種済証等又は検査結果通知書
収受：利用申込書兼同意書
手交：京都応援クーポン券

●旅行出発までに、予防接種済証等又は検査結果通知書を
必ず確認
●取消時には、補助金及び京都応援クーポン券を回収

ご旅行へご出発
※当日は精算等の対応はなし

確認①:身分証明書等で居住地確認
確認②:予防接種済証等又は検査結果通知書
収受：利用申込書兼同意書
手交：京都応援クーポン券

オンライン旅行
予約サイト上で
宿泊予約をする

当日宿泊施設で
現地払いを選択

※現地払い以外の精算方法を選んだ場合は適用外

割引適用額にて
事前決済

１．宿泊事業者へ直接お申込

宿泊予約を宿泊事業者へ直接申込、精算

STEP１：宿泊のご予約

パターン１ パターン2

事前決済・現地払い

宿泊事業者直営の
WEBサイトで予約

事前決済 当日現地払い

割引適用額にて
宿泊施設で精算

※事前決済の場合のみ、プラン設定金額を予め割引額
にしておく必要があります。

STEP２：宿泊施設チェックイン

現地払い

宿泊旅行
(日帰り旅行含む)

割引

※宿泊事業者で設定した日帰り
昼食プラン等は対象外です

宿泊事業者へ
電話・FAX等で予約

確認①：身分証明書等で居住地確認
確認②：予防接種済証等又は検査結果通知書
収受：利用申込書兼同意書
手交：京都応援クーポン券

チェックイン時

※予防接種済証等又は検査結果通知書の確認はP9及びP10を参照ください。また、確認において写しをとることや事務局への提出は不要です。

●当日確認②を行う場合は以下のいずれかにより適切に
実施してください

✓添乗員付きツアーの場合は、添乗員等が行う。
✓添乗員が付かない日帰りツアーの場合は、集合場所に
係員を配置する等の体制を確保して行う。

✓添乗員が付かない宿泊付きツアーの場合は、宿泊施設の
フロントスタッフ等が行う。
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1-4．きょうと魅力再発見旅プロジェクト 割引適用方法

１ ３

旅行者は宿泊事業者にて利
用申込書兼同意書を記入し
割引適用【添付②】

宿泊事業者または旅行業者にて
「京都応援クーポン券」を手交
京都府内参加店舗にて利用可能

１．事業概要

旅行期間中に限り利用可

ダミー

宿泊旅行
(日帰り旅行含む)

割引

２

旅行者は旅行業者にて
利用申込書兼同意書を
記入し割引適用
【添付③又は④】

6

※「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」に登録され
ている京都府内の店舗以外では利用できません。
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利用申込書・誓約書の受領

STEP１：お客様から宿泊旅行割引利用申込書兼同意書を受領する

STEP２：京都府民であることを確認する

STEP４：京都応援クーポン券を手交する

【添付③】宿泊旅行または【添付④】日帰り旅行割引
利用申込書兼同意書をお渡しし、必要事項をご記入
いただきます。適用代金と割引額について、お客様に
確認してください。
また、同意事項及び別紙誓約書を遵守することの同
意確認をお願いします。

チェックイン時、お客様に身分証明書等をご提示いただき、京都府民であ
ることを確認してください。確認後、STEP１でお客様からいただいた書面の
担当者記入欄へ必要事項をご記入ください。

京都応援クーポン券に、必ず利用可能期間を記載して、お客様に
お渡しください。
※利用日の修正は出来ません(二重線、訂正印、修正テープも不可になります)
万が一利用日の誤り（旅行期間外、事業停止中を記載など）があった場合、お
客様には新しくクーポンを発行し、誤りのクーポンは無効券扱いとして事務局へ返却
ください。(P34参照)
※利用可能期間は、旅行者の旅行期間を記載してください。
例：1/11～1/13の２泊３日の場合の有効期間は、1/11～1/13です。
※事業停止中は割引及びクーポン券の利用は出来ません。（無効券扱い）
※無効であるクーポン券を手交することにより生じた損失は宿泊・旅行事業者の
負担となることがあります。

1-5．割引適用とクーポン手交方法

クーポンのサンプル及び発行時の対応方

【表面】

【裏面】

チェックイン日 チェックアウト日をご記入または押印して
ください。
※最大3泊までになります。
※旅行期間中に限り有効です
(最終利用可能日は、日帰り旅行は令和4年3月31日(木)まで、
宿泊旅行は令和4年4月1日(金)チェックアウト分まで)

ダミー

8

STEP３：ワクチン接種歴または検査結果の陰性であることの確認

予防接種済証等又は検査結果通知書をご提示いただき、ワクチン接種
済または検査結果の陰性であることを確認してください。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト１．事業概要

宿泊代金の総額を基準として、日数及び参加人数で除することにより１人１泊あたり宿泊代金を
算出し、補助金額を判定します。

＜例１：４人家族旅行（大人２人／子ども１人／料金の発生しない乳幼児１人）のケース＞
➡料金の発生しない乳幼児等も参加人数にカウントして算出
宿泊代金（人泊）：大人 13,000 円／子ども 7,000 円／乳幼児 0 円

▶ １人１泊あたり宿泊代金（大人 13,000 円×２人＋子ども 7,000 円＋乳幼児 0 円）÷１泊÷４人＝8,250 円
▶ 補助金額：4,000 円 ×４人＝16,000 円
▶ クーポン ：2,000 円分×４人＝ 8,000 円分

＜例２：３人旅行で宿泊日数が異なる場合 大人２人×2泊、大人１人×1泊(1泊目のみ）のケース＞
➡宿泊数毎に宿泊代金を算出
宿泊代金（人泊）：1日目大人 8,000 円、2泊目大人9,000円

▶ ①2泊の場合の１人１泊あたり宿泊代金（1泊目8,000 円×２人＋2泊目9,000 円×２人）÷2泊÷2人＝8,500 円
②1泊の場合の１人１泊あたり宿泊代金 1泊目8,000 円×1人＝8,000 円

▶ 補助金額：①4,000 円 ×２泊×２人＝16,000 円
②4,000 円 ×１泊×１人＝4,000 円 補助金額合計20,000円

▶ クーポン ：①2,000 円分×２泊×２人＝8,000 円
②2,000 円分×１泊×１人＝2,000 円 クーポン合計10,000円分

1-5．割引適用とクーポン手交方法ー補助金算出方法

8



きょうと魅力再発見旅プロジェクト１．事業概要

1-6．ワクチン・検査パッケージについて（以下の条件を満たしていることが対象となります）

9

■予防接種済証等の確認
・接種証明書、接種記録書等で確認
・本人であること(身分証明書等により確認)
・2回目の接種年月日(2回目接種から14日以上経過していること)
・(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(2回分のシー
ルが貼られていることを確認)

■検査結果通知書の確認
・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。)
及び抗原定性検査の検査結果通知書で確認
・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)
・検査方法(PCR検査等、抗原定性検査のいずれかであること)
・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)
※有効期限はPCR検査等は検体採取日より3日以内、抗原定性検査は

検査日より1日以内
※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。1つでもかけていると対象になりません。
※抗原定性検査を事業者の管理下において「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網」に従って行い、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キット名を、④検査所名の 代わりに事
業所名を記載。

■商品を造成する際に明記してください。
✓以下のいずれかの提示の同意を得る。

①ワクチン接種済(2回接種＆2回目接種より14日以上経過)
② PCR検査等の場合は確認日の3日前以降の検体採取による検査結果が陰性であること
（抗原定性検査の場合は前日又は当日）
※接種日または検体採取日の翌日を1日目とする

✓予防接種済証等または検査結果通知書の提示方法
予防接種済証等は、原本のほかに撮影した画像や写し等の提示も可能
検査結果通知書は、原本のほかにメール結果通知の提示も可能

✓予防接種済証等または検査結果通知書の確認方法
右記をご確認ください。

✓条件を満たさない場合、対象外になる旨と対応の内容を明記
条件を満たさない方は割引及びクーポン配布の対象外となることを明記ください。
①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、ワクチン接種から14日を経過していない場合等。
【対応】取消料の扱い、代金変更が発注する場合はその内容、前日・当日の連絡先、参加可否
等の内容を明記してください。
※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
場合でも、後日の提出は認められません。
②複数人の参加者のグループの一部の方が条件を満たさない場合
「条件を満たさない方」がツアーに参加する場合は、同行者がいるグループの全員が割引及びクー
ポン配布の対象外となります。
【対応】取消料の扱い、代金変更が発生する場合はその内容等を明記してください。

✓検査費用が代金に含まれる場合の明記
検査費用が代金に含まれること、検査方法（PCR検査等（抗原定量検査等を含む）、抗原
定性検査）、検体採取の方法（郵送検査、来店検査）を明記

✓検査結果を活用する場合の明記
移動前にPCR検査等を受けることを推奨することを明記

事業者で商品造成時の運用方法



きょうと魅力再発見旅プロジェクト１．事業概要

1-6．ワクチン・検査パッケージについて（以下の条件を満たしていることが対象となります）

販売時の同意事項

■予防接種済証等または検査結果通知書の確認
下記のいずれかを確認ください。
①予防接種済証等の確認(P13参照)
・ 本人であること（身分証明書等により確認、P19参照）
・ 2 回目の接種年月日（2 回目の接種日から 14 日以上経過していることを確認）
・ワクチンのシール（2 回分 のシールが貼られていることを確認）
※予防接種済証及び接種記録書の場合のみ

②検査結果の確認（検査結果通知書にて確認）(P12参照)
・ 本人であること（身分証明書等により確認、P19参照）
・ 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）
・ 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）

販売後～旅行開始日

■条件を満たさない場合の運用

①検査結果が陽性の場合
・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。

② ①以外で条件を満たさない場合は割引対象外
（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、ワクチン2回目接種から 14 日を経過していない場合等）

・旅行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は案内を行う（検査キットは、薬事承認されたもの
を使用すること）

※上記の抗原定性検査の実施が難しい場合

➡ツアーについては、ツアー販売時に示している対応方法（取消等）を案内する。

10

■旅行者の同意事項
✓ワクチン接種歴またはPCR検査等の結果が陰性であること
旅行者全員の確認が必要です。
未就学児(概ね12歳未満)は同居する親等の監護者が同伴する場合には、検査を
不要とします。ただし、自粛要請の対象となる場合(まん延防止等重点措置等に係
る県またぎ移動が該当）にあたっては、6歳以上12歳未満は検査が必要になります。
※修学旅行等学校等の活動については適用しません(ただし、教員等の引率者に係
るものを除く) 。

✓以下の内容に利用者に同意を得る
・造成商品に記載のある同意事項に同意すること。（購入条件）
・ワクチン接種済又は検査結果の陰性が利用条件であること。
・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認を
行う者に提示すること。

・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。

✓予防接種済証等または検査結果通知書を確認すること
旅行開始前までに陰性であることを確認してください。検査費用は利用者負担になり
ます（検査費用が商品に含まれない場合）。
Ｐ9の予防接種済証等または検査結果通知書の確認方法に基づき、原本(予防接
種済証等はコピー・写真、検査結果通知書はメール確認も可)にてご確認ください。
※予防接種済証等の確認は、出来る限り事前（販売時等）に行ってください。
また、確認の重複や確認漏れを防ぐため、事前確認を行わなかった場合は、事前確
認の状況について、当日確認を行うものに伝達してください。

※予防接種済証等又は検査結果通知書の確認において写しをとることや
事務局への提出は不要です。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト１．事業概要

1-6．ワクチン・検査パッケージについて（以下の条件を満たしていることが対象となります）

以下のワクチン・検査パッケージの条件を満たしていることが対象条件となります
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■オンライン予約サイト経由の予約の場合
予防接種済証等または検査結果通知書の確認については、チェックイン時に宿泊
施設にて実施になります。
予約時に利用者はワクチン・検査パッケージ適用になる旨を同意することになる
ため、宿泊施設等での予防接種済証等または検査結果通知書の確認が出来ない場
合は、割引適用外になります。

参考：適用可能日一覧
■ワクチン接種歴
⇒予防接種済証・接種記録書・接種証明書のいずれかにて証明で、2回接種日から14日以上経過
【例】1/10にワクチン２回目接種 ➡ 1/24から宿泊可能です。

■ＰＣＲ検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)
⇒宿泊当日の3日前以降に検体採取を行った場合で、検査結果通知書により陰性であることが証明
■抗原定性検査
⇒宿泊日の前日または宿泊当日に検体採取を行った場合で、検査結果通知書により陰性であることが証明
【例】1/24に宿泊する場合

経過日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26

2回目 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 以降宿泊➡

接種 × × × × × × × × × × × × × 可能です

経過日 3 2 1 宿泊日

検体採取日 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24

PCR検査等 ←検査結果陰性【対象外】→ ← 検査結果陰性【対象】 →

抗原定性検査 ←検査結果陰性【対象外】→ ←検査結果陰性【対象】→



きょうと魅力再発見旅プロジェクト１．事業概要

1-6．ワクチン・検査パッケージについて④（以下の条件を満たしていることが対象となります）

□接種済証や検査結果通知書等の書式や必要項目等は次のとおりです。

出典：観光庁ホームページ

【検査結果通知書】
次の項目が記載された検査結果通知書
の提示・確認が必要
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

12



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

1-7．宿泊割引及び宿泊旅行割引の適用条件

１．事業概要

13

宿泊割引及び宿泊旅行割引適用条件

(1)宿泊割引の対象となる宿泊事業者の商品
下記の条件を以て、参加登録をしている宿泊事業者の宿泊商品のうち京都府
内に宿泊するものを対象とする。
旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定する旅館業
（下宿営業を除く。）を営む施設、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65
号）第３条第１項の届出に係る住宅（以下「宿泊事業者」という。）で提供
される宿泊サービスを含む商品であること。
ただし、以下のものは対象外。
ア 宿泊事業者の利用開始時と利用終了時が同日（デイユース）であるもの。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。

【参考】
〇旅館業法
第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

〇住宅宿泊事業法
第三条 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区（以下「保健所設置市等」という。）で

あって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処
理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除
き、以下同じ。）に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかか
わらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条
５ この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊
営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業
をいう。

■本事業の割引対象

(2) 宿泊旅行の対象となる宿泊を伴う旅行商品
参加登録している旅行業者が販売する募集型企画旅行、受注型企画旅行、手
配旅行のうち京都府内に宿泊する旅行商品を対象とする。
ただし、以下のものは対象外。
ア 他府県の宿泊が含まれる旅行商品
イ 京都府県境をまたぐ行程が含まれる商品は対象外とする。

■宿泊代金・旅行代金に含められないもの

ア 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・おこめ券・旅行券や店舗が独

自に発行する商品券等）
・ 鉄道の普通乗車券・特急券（指定席券等を含む）・回数券、普通航空

券（往復航空券や上位クラス利用料金を含む）等
・ 収入印紙や切手

イ 上記のほか、府が対象商品として適切でないと認めるもの
この基準・考え方については、以下のとおり。
・ 観光を主たる目的としていること
・ 感染拡大防止の観点から問題がないこと
・ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超

えないこと
・ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること

【対象外の例】
・ 通常の宿泊料金（１万円程度）を著しく超える、館内のルームサービス、

食事等でいつでも利用できるホテルクレジット（３万円程度）付宿泊プラン
・ 通常の宿泊料金（５千円程度）を著しく超える商品（３万円程度）付

きの宿泊プラン
・ ヨガライセンス講習、英会話講習付き宿泊プラン、ダイビング免許付き宿泊プ

ラン、運転免許取得に向けた合宿プラン

(3)留意点
学校等の修学旅行等(修学旅行、遠足、社会科の見学、クラブ活動等)に伴う旅
行は、京都府内に所在する学校等が行うものを対象とする。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

1-8．宿泊割引と他割引との併用方法

（1）他割引の併用方法（市町村や商店街、宿泊事業者等割引で、きょうと魅力再発見旅プロジェクトに連動して、旅行や宿泊代金に充当できる場合）

例）宿泊代金がひとりあたり15,000円(税込)の時、京都府内自治体発行の他助成金クーポンの5,000円分を先に適用。
その後、きょうと魅力再発見旅プロジェクトの割引を適用する。

（2）他割引の併用方法（（1）以外）

【計算式】
①宿泊（宿泊旅行）代金合計－②他助成金適用額＝③他助成金を適用後の割引された宿泊（宿泊旅行）代金
③他助成金を適用後の割引された宿泊（宿泊旅行）代金－④きょうと魅力再発見旅プロジェクト宿泊割引＝⑤お客様支払額

①宿泊旅行代金総額 15,000円

②他助成金適用額 5,000円割引

④きょうと魅力再発見旅プロジェクト宿泊割引
5,000円

③他助成金を適用後の割引された宿泊（宿泊旅行）代金 10,000円

④お客様支払額5,000円

宿泊事業者や旅行業者等のポイント、福利厚生等の割引は、精算時の支払方法として扱います。

①宿泊旅行代金総額 15,000円

④きょうと魅力再発見旅プロジェクト宿泊割引5,000円 ④お客様支払額10,000円

精算時の支払方法として各社のポイントは適用します

１．事業概要
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※GoToトラベル事業、隣接府県が行う県民割との重複利用不可（割引等対象外）
※いずれの場合も、旅行者の負担が0円未満とならないようにしてください。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

1-9．京都応援クーポン券適用条件

１．事業概要
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京都応援クーポン券適用条件

①飲食店：京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店であること
以下、京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度実施要綱(抜粋)
飲食業に属する事業者(食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 55 条第１項
に規定する許可を受けた者をいい、暴力団員である者及び法人であってその役員のうち
に暴力団員である者がいるものを除く。以下「対象事業者」という。)が営む府内の事業
用施設であって、飲食のための客席を有する次に掲げる施設以外のものとする。
(１)宅配又はテイクアウトサービスの用に供する施設(フードコートを含む。)
(２)宿泊者に対して、飲食をさせることを目的とする宿泊事業者
(３)学校、病院等、特定の者を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設
(４)前３号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める施設

②本事業への登録を受けた京都府内の店舗(飲食店除く)
(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。)
※「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」に登録されている京都府内の店舗以外では

利用出来ません。

■発行券種

■クーポン券の取り扱いに関する留意事項

(1) クーポン券は商品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能
(2) クーポン券と現金の交換は禁止
(3) クーポン券の額面(1,000円)以下の金額の利用の場合であっても、お釣り

は渡さない

1,000円券の１種類

■配布方法

事業への参加登録を行った旅行業者等又は宿泊事業者を運営する者が旅行者に
配布する。

■有効期間

旅行期間中

■利用可能店舗
観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については、
クーポン券の利用対象としない。

■クーポン券の利用対象とならない商品等

区分 事例

行政機関等への
支払い

〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
〇社会保険料(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等)
〇宝くじ(当せん金付証票法(昭和23 年法律第144号)に基づくもの)、スポーツ振興くじ(ス

ポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づくもの)
〇その他(自治体指定のゴミ袋、公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)等)
※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や博物館・美術館の入館料

等、行政機関が運営する現業の対価は対象

日常生活における
継続的な支払い

〇電気・ガス・水道・電話料金等
〇ＮＨＫ放送受信料
〇不動産賃料
〇駐車場の月極・定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
〇保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等)

換金性の高いものの
購入

〇金券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗
が独自に発行する商品券等)

〇プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
〇金融商品(預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等)

その他

○京都府内でサービスが完結しないもの
〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
○授業料、入学検定料、入学金等 ※アクティビティのガイド料等は対象
〇宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金、旅行代金
〇既存の債務の弁済
○各種サービスのキャンセル料
○電子商取引
〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
〇公序良俗に反するもの
〇社会通念上不適当とされるもの
〇その他各取扱店舗が指定するもの

(4) クーポン券による支払で不足する分は現金等で収受する
(5) クーポン券を利用して購入した商品又はサービス(以下「商品等」という。)

の返品の際の返金は不可
(6) クーポン券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、発行者及び

受託者は責を負わない。クーポン券の盗難・紛失・滅失等については、損害賠
償責任が発生する場合がある。

(7) クーポン券の交換はできない



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

1-10．きょうと魅力再発見旅プロジェクト 利用者が遵守すべき事項①

きょうと魅力再発見旅プロジェクトの利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします

■新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底

旅行者は以下に掲げる感染防止対策を徹底すること。
(1) 旅行時は毎朝、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、
宿泊事業者近隣の医療機関等の指導に従うこと。また、スマートフォンを利用されている方は国や府の
接触確認アプリを利用すること。
(2) 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施すること。宿泊事業者のみならず、旅先のあらゆる場面
で３密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もしないこと。
(3) 宿泊事業者等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での３密対策
の徹底、食事の際の３密の回避等が本事業の参加条件。また、本人確認は、同行者も含め全ての参
加者について実施するため、免許証などの書類を持参すること(※)。持参しなかった場合、後日送付す
るなど宿泊事業者等の指示に従うこと。
(4) 検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機し、宿泊事業者
近隣の医療機関等の指示を仰ぐこと。これら宿泊事業者等の従業員の指示には必ず従うこと。
(5) 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスク
が高いと考えられている。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提として、適切
な旅行をすること。
(6) その他、国や府、利用施設等の感染防止対策に要請に従うこと。

１．事業概要
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト

1-11．きょうと魅力再発見旅プロジェクト 利用者が遵守すべき事項➁

１．事業概要
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きょうと魅力再発見旅プロジェクトの利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします

旅行中に発熱やせき、からだのだるさ等の体調不良が出たお客様は、
・宿泊事業者であれば、フロント等にその旨をお申し出ください。
・その他の場面であれば、近隣の医療機関や受診・相談センターまでご連絡くだ
さい。また、ご連絡先がわからない場合などは、きょうと魅力再発見旅プロジェクト
京都応援クーポン券事務局コールセンターまでご連絡ください。

京都応援クーポン券の発行を受けた(＝旅行の予約をした)旅行業者等に必ず
返却すること。仮に返還が行われない場合には、当該紙クーポンの金額に相当す
る金額の請求を行う。返却が行われない場合には、補助金の不正受給となり、
返還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる可能性がある。

■クーポン適用のための京都府居住者であることの確認

■宿泊及び旅行(日帰り旅行含む)取消の場合のクーポンの返還

「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」の適用対象者は、京都府に居住する者とする。
クーポン適用希望者は、申込時または精算時に、申込または精算個所にて、京都
府に居住していることが確認できる書類を提示し証明すること。(本人確認方法は
P19参照)

■旅行中の体調不良等への対応

【きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局コールセンターの連絡先】

お客様専用電話番号

075-284-0149

新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、事業を一時停止または中止し
た場合、京都応援クーポン券が利用できない。
事業一時停止等の期間を記載し交付された京都応援クーポン券は利用できな
い。

■新型コロナウィルス感染症拡大時等の取扱い

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、対象外となることがあります。
※後日の提出は認められません。

■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

■同意事項

✓ワクチンを接種済であること又は検査結果が陰性であることが利用条件であること。
✓予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認を
行う者に提示すること。

✓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

ワクチンを接種歴又は検査結果が陰性であることが確認できることが利用条件に
なります。

■ワクチンの接種歴又は検査結果が陰性であることの確認



きょうと魅力再発見旅プロジェクトの各種割引は、【京都府内にお住まいの方】が割引対象です

宿泊者・旅行者全員の身分確認を行います 割引対象者はあくまでも宿泊者・旅行者です
「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」の割引適用対象者は、京都府に居住する方が対
象者です。京都府外にお住いの方は同行者を含め適用外です。
割引希望者は、申込時または精算時に、申込または精算個所にて、割引適用される
宿泊者または旅行者本人が京都府に居住していることが確認できる書類を提示し証
明してください。

※本人確認の方法
次の確認書類を宿泊事業者や旅行業者で旅行者に提示させ、京都府に居住していることを確認する。
○１点で本人確認書類として認めるもの：１枚で氏名及び写真が確認できる書類
例：マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書、海技免

状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、
観光庁職員身分証明書 等

○ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一つ及び②を
一つの組み合わせであれば、氏名が確認できる書類として提示可能
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
②学生証(写真付き)、会社の身分証明書(写真付き) 、公の機関が発行した資格証明書等(写真付き)

○中学生以下の子どもであって、上記がそろわない場合、本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類
で代用する。

○書類が整わない場合、後日、宿泊または旅行を予約した宿泊事業者または旅行業者に対して、写しを郵送
等する。

京都府に居住することを確認するために必要な書類として認められないもの(例)

●宅配伝票、郵送伝票等の送料支払伝票、はがき・郵便物
●店舗・小売店・飲食店等のポイントカード
●通院中の病院の診察券
●キャッシュカード、クレジットカード
●名刺、勤務先の社員証(写真無し)

ご注意事項

●宿泊事業者や旅行業者が居住地を確認を行う際に、居住地が確認できない方の割引適用はできません。
●同行者等が京都府外居住者であることが発覚した場合は、割引適用外の方分は正規料金でお支払いいただきます。
●京都府内居住者のなりすましや、虚偽の申告があった場合は、不正受給として割引分をご返金いただきます。
●京都府に居住することを確認するために必要な書類の貸し借りが発覚した場合は、不正受給として割引分をご返金いただきます。
●なりすまし、虚偽の申告、転売、転売商品の購入については、法令により罰せられる可能性がありますのでご注意ください。

きょうと魅力再発見旅プロジェクトの割引対象者は、宿泊者及び旅行者です。
ご予約された方が京都府内にお住まいの方でも、実際に宿泊する（旅行す
る）方が京都府外にお住まいの場合は、割引適用外となりますのでご注意くだ
さい。（宿泊者・旅行者が京都府内在住であることを証明できない場合は割
引適用外です。）

宿泊及び旅行取消の場合のクーポンの返還

宿泊及び旅行をキャンセルする場合は京都応援クーポン券の発行を受けた(＝
旅行の予約をした)旅行業者等に必ず返却してください。仮に返還が行われな
い場合には、当該紙クーポンの金額に相当する金額をお支払いください。京都
応援クーポン券の返却が行われない場合には、補助金の不正受給となり、返
還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる可能性があります。また、事業一
時停止等の期間を記載し交付された京都応援クーポン券は利用できません。

予約者 旅行者

【 割引適用 不可 】

予約者 旅行者

【 割引適用 可 】

予約者 旅行者

【 割引適用 可 】

京都府内
在住

京都府外
在住

京都府内
在住

京都府内
在住

京都府外
在住

京都府内
在住
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト２．登録から精算までの手順

各種書類については、特設ウェブサイトへ掲載しておりますのでご確認ください。
https://www.kyoto-tabipro.jp

宿泊事業者・旅行業者・京都応援クーポン券事業者の登録から代金収受までの手順は下記の通りです

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

参加同意書の内容を確認し、同意の
上、きょうと魅力再発見旅プロジェクト
参加届出書をWEB申請にてお申込み
ください。
※WEB申請が出来ない場合は、書類
をWEBページよりダウンロードし、事務
局へ郵送してください。

参加登録

参加登録完了後、換金用書類、販促
物等をスターターキットとして登録施設・
店舗へお送りします。

スターターキット発送

書類を事務局へ送付し、補助金の審
査、確定を行います。

交付申請書兼実績報告書提出
(登録施設・店舗⇒事務局)

代金支払
(事務局⇒登録施設・店舗)

割引・クーポンの実績に応じて、事務局
より精算金額を登録宿泊事業者・旅行
業者、クーポン利用店舗へお振込みをい
たします。

【書類】

■旅行業者用

■宿泊事業者用

■クーポン利用店舗用

・様式第6号
・添付①
・添付②

・様式第7号
・換金請求用伝票
・回収済クーポン半券

マニュアル等必要書類は、
特設ウェブサイトから
ダウンロードできます。

https://www.kyoto-tabipro.jp

・様式第6号
・添付①
・添付③

・添付④
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到着日(必着) 振込予定日

10月28日(木) 11月26日(金)

11月24日(水) 12月23日(木)

12月22日(水) 1月21日(金)

1月20日(木) 2月22日(火)

2月3日(木) 3月3日(木)

3月 3日(木) 3月28日(月)

4月 4日(月) 4月22日(金)

補助金が確定しましたら、交付決定及び補
助金額の確定に係る通知書を送付します。
発送の回数は、上記の日程で1回までとさ
せていただきます。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-1．対象事業者の参加届出書について (宿泊の補助金給付対象となる商品の販売者(宿泊事業者))

２-1．参加登録までの手順
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宿泊業者の申し出を受けて、当該旅行業者が次のいずれにも適合すると認めるときは、参加事業者として指定する

(１)きょうと魅力再発見旅プロジェクト補助金要領及び京都府観光連盟が
別に定めるものに従い、事業を実施します。

(２)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法
律第122号)第２条第６項第４号の施設を営む者ではありません。

(３)京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第２条第４号
に掲げる暴力団員等に該当していません。また、将来にわたっても該当しません。

(４)社会通念上、特定の者に金銭的な利益が偏って発生しないように配慮す
るとともに、換金性の高い商品とならないようにいたします。

(５)補助金の対象商品の販売に際しては、補助事業であることを明らかにする
とともに、本来の価格と割引後の価格(助成後の価格)を明示し、その
差額に対し助成があることを消費者が明確に認知できるようにいたします。

(６)補助金の対象商品の販売に際しては、利用者が公平に購入可能な販売
方法を用いるとともに、取引先等の関係者に優先販売は行いません。

(７)補助金の対象商品には、宿泊事業者の利用開始時と利用終了時が同日
(デイユース)であるもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品は含めません。
(８)新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、国、京都府、連盟のいずれかが

特定の地域及び期間について本事業の実施を取りやめることとした場合に
おける旅行者のキャンセル等に伴い発生する一切の費用を請求しません。
また、当方が不利益を被ったとしても、一切の異議は申し立てません。

■総則■参加申請

きょうと魅力再発見旅プロジェクトＨＰより、指定する内容に同意の上、
必要事項を入力し、ＷＥＢ申請にてお申込みください。

■新型コロナウイルス感染症対策に関する事項

ＷＥＢ申請が出来ない場合
きょうと魅力再発見旅プロジェクトＨＰより参加届出書をダウンロードし、
必要事項をご記入・必要書類を同封いただき、事務局宛に郵送ください。
郵送の場合、登録まで時間がかかる場合がございます。

■登録可否

申請内容を審査し、下記のとおりご案内いたします。
登録完了の場合：後日スターターキットを事務局より郵送します。
登録否認の場合：事務局(075-284-0178)へご連絡ください。

(1)旅行者全員に本人確認(運転免許証、運転免許証がない場合は、それに変わる公的な
書類)を実施し、検温等の体調チェックを行うとともに、発熱がある場合や風邪症状がみられ
る場合には、週末も含め保健所の指示を仰ぎ、適切に対応します。

(2) 京都府及び京都府観光連盟が別に定める京都府民に対して、関係するガイドラインや連盟が
別に定めるものに従い、利用者がワクチンを接種済であることまたはＰＣＲ検査、抗原検査

（定量・定性）の結果が陰性であることが確認出来ることを利用条件とします。
(3)感染拡大防止を徹底するため、関係する感染拡大予防ガイドラインを遵守するとともに、分科

会における提言など政府、京都府及び市町村の感染拡大防止策を踏まえて適切な対策を講じ
ます。その内容を旅行者に遵守させます。

(4)｢参加条件｣を徹底・実施している旨をホームページや書面等を通じて、旅行者はじめ対外的
に公表します。

(5)宿泊サービスの予約、購入時等に、旅行者が遵守すべき事項を周知徹底します。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-2．スターターキットの内容及び発送

２-2．スターターキットの内容及び発送

登録完了後、スターターキットを順次事務局より発送します

※スターターキット到着後、同封物に不備が無いかご確認お願いします。
※京都応援クーポン事業者用マニュアルはきょうと魅力再発見旅プロジェクトHPよりダウンロードください。

■内容

【別送】
・京都応援クーポン券
・京都応援クーポン券(見本)

承認時期等により異なります
２部
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・ポスター
・フライヤー
・補助金申請返信用封筒

きょうと魅力再発見旅プロジェクトHPより
ダウンロードしてください
２部



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-3-1．宿泊事業者における宿泊プランへの適用方法

２-3 ．商品への適用方法と事務局への書類提出
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【きょうと魅力再発見旅プロジェクト／京都府民限定】
選べる豪華夕食！日本海の海の幸と京都牛プラン

日本海の海の幸または京都牛からメインを選べます！
美人の湯と言われる温泉時間をお楽しみください。

旅行代金20,000円－割引額5,000円＝お支払い実額15,000円

別途京都応援クーポン券が一人当たり2,000円分付与されます。
※総額を基準として、日数及び参加人数で除することにより１人

１泊あたり旅行代金を算出し、補助金額を判定します。

■夕食／バイキング 17:00～(最終入場20:00)
■朝食／バイキング 07:00～(最終入場09:30)
■チェックイン15:00／チェックアウト10:00

【きょうと魅力再発見旅プロジェクト／京都府民限定プラン】
京都府民を対象に、１名あたり最大5,000円の割引を
ご利用いただけます。また、「京都応援クーポン券」が
最大2,000円分が付きます。
■旅行割引額(1名あたりの宿泊代／税込)
・10,000円以上 ⇒ 5,000円補助
・8,000円～10,000円未満 ⇒ 4,000円補助
・6,000円～8,000円未満 ⇒ 3,000円補助
・4,000円～6,000円未満 ⇒ 2,000円補助
・2,000円～4,000円未満 ⇒ 1,000円補助
■京都応援クーポン券
京都府内参加店舗のお買物券はお一人あたりの旅行代金が
4,000円以上の場合2,000円、2,000円～4,000円未満の
場合は1,000円となります。

新しく商品を造成する場合は以下の内容を明記ください。

①「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」対象商品である旨
②旅行代金の割引前・割引後お支払い金額を明記
※割引後のお支払い金額は、「割引後の宿泊代金」、「お客様お支払い
代金」、「割引代金」等、宿泊代金と誤認するような表示は出来ません。

③旅行代金に応じた「京都応援クーポン券」を別途お渡しする旨
④ワクチン・検査パッケージの適用方法を明記

以上、①～④の内容を何らかの方法でお客様へご案内ください。
(HPのプラン上で明記、別ページのリンクを付ける、案内書面で
ダウンロードを促す、メール・架電する等)

① ■この旅行は「ワクチン・検査パッケージ」の適用が条件になります。
詳しくは、ワクチン・検査パッケージ詳細資料（仮称、下記詳細）をご覧ください。

※ ワクチン・検査パッケージ詳細資料について
下記2点をまとめました資料を、利用者へ配布または資料へ誘導するリンク先・画像の
掲載等をしてください。
①P9及びP10の内容（または事業者が内容に沿って作成）
②ただしP9「✓条件を満たさない場合、対象外になる旨と対応の内容を明記」にある
【対応】の内容について、各事業者が内容を検討して記載

②

③

右上へ続く

④

適用するWEBプランには、以下の内容を明記してください



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-3-2．補助金の申請に係る提出書類 （宿泊事業者用）

精算書類３点セットにて請求ができます ※コピーを5年間保管必須

【書類①【様式第6号】
補助金交付申請書兼実績報告書

書類③割引利用申込書兼同意書
【添付②】宿泊用

原本を提出ください。
補助金の申請は回数指定があります
(P27参照)

【様式第6号】補助金交付申請書兼実績報告書の
根拠として、実績台帳をご記入ください。

２-3．商品への適用方法と事務局への書類提出

書類②【添付①】
実績台帳

【添付①】実績台帳の根拠として提出ください。
適用するお客様・団体様ごとに記載ください。

精算手順①：WEBにて「様式第6号」の内容を入力及び添付と「実績台帳」を添付してください。
精算手順②：スターターキットに同封の補助金申請返信用封筒にて、精算書類全て(原本)をご返送ください。
※精算は①②の両方ご対応ください。

■提出精算書類一式(全て原本をご提出ください)
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-3-3．【様式第6号】補助金交付申請書兼実績報告書の記入方

補助金の申請時に全て記載して事務局へお送りください。

■補助金交付申請について

期間中１回までの申請となります。
※フリクションペン等の消えるボールペンや鉛筆不可
※誤って記入した場合は、誤記部分に二重線を引き、訂正印を押印のうえ、余白に改めて記入しな
おしてください

・本事業登録事業者番号：店舗コードをご記入ください。

１、補助金交付申請額：申請期間内の合計金額をご記入ください。

２、今回請求する実施期間：前回と日程が重複しないようにご記入ください。

３、補助金交付申請額の根拠等
対象者の延人数(宿泊)→宿泊及び宿泊旅行の延人数をご記入ください。
対象者の延人数(日帰り)→日帰り旅行の延人数をご記入ください(旅行業者のみ)
催行数：宿泊旅行及び日帰り旅行の催行数をご記入ください(実績台帳の件数と

同じ件数、旅行業者のみ)

４、添付資料
＜宿泊事業者の場合＞
ア．実績台帳
イ．宿泊の日程・内容等を証する書類等(添付宿泊割引利用申込書兼同意書)
＜旅行業者の場合＞、
ア．実績台帳
イ．旅行商品の名称・日程・内容等を証する書類等

宿泊旅行の場合(添付宿泊旅行割引利用申込書兼同意書)
日帰り旅行の場合(添付日帰り旅行割引利用申込書兼同意書と催行した日帰り
旅行の詳細が分かる行程表及び募集チラシ等を合わせて添付ください)

２-3 ．商品への適用方法と事務局への書類提出
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-3-4．【添付①】実績台帳の記入方

実績報告の詳細と請求金額の確認をお願いします

２-3 ．商品への適用方法と事務局への書類提出

※着色されていないセルに入力してください
※記入欄が足りない場合は複数枚使用してご記入いただき、
ホチキス止めをお願いします。
※不備の無いよう全てに入力お願いします。

【入力セル】
①店舗コード：登録店舗コードを入力ください
②事業者名：登録店舗名を入力ください
③No：宿泊割引利用申込書兼同意書に記載するNoになります
④氏名：予約代表者のみ入力ください
⑤居住地：代表者について都道府県及び市町村まで入力ください
⑥チェックイン・アウト：該当日を入力ください
⑨合計人数：大人子供幼児含む参加人数を入力ください
⑩割引前総宿泊・旅行代金：総額を入力ください
⑪他の併用割引額：他市町村等の併用割引額の総額を入力ください

①

③

②

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

以下は自動計算になります
⑦日帰り：該当の場合は「1」となります
⑧泊数：該当の場合は泊数が入力されます（1泊は「1」、2泊は「2」）
⑫実績報告書用延人数(宿泊)：様式6号補助金交付申請書兼実績
報告書の対象者の延人数(宿泊)に転記してください。
⑬実績報告書用延人数(日帰り)：様式6号補助金交付申請書兼実
績報告書の対象者の延人数(日帰り)に転記してください。
⑭他併用割引後総宿泊・旅行代金：⑩-⑪が反映されます
⑮1人1泊あたり宿泊・旅行代金：⑫÷⑨÷⑧が反映されます
⑯京都府補助金額【1泊あたり×合計人数】：詳細が入力されます
⑰京都府補助金額総額：補助金の総額が入力されます
⑱お支払い実額総額：補助金割引後のお支払い額
⑲京都応援クーポン券付与：該当する枚数び合計配布金額

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-3-5．【添付②】宿泊割引利用申込書兼同意書の記入方

宿泊の予約申込（または精算時）には、お客様に宿泊割引利用申込書兼同意書のご記入・提出が必要になります。

【添付②／宿泊事業者】宿泊割引利用申込書兼同意書の太枠は、
お客様ご記入欄です。
お客様に必要事項のご記入をお願いしてください。
※同意事項及び別紙誓約書を遵守することの同意確認をお願いします。

下段は宿泊事業者記入欄です。
①身分確認証の確認状況及びクーポン配布枚数、②宿泊割引適用額、③
施設名・担当者名・店舗コード・実績台帳に紐づくNoをご記入ください。

宿泊代金の単価に合わせて適切に割引が行われているか確認するために、
①割引前宿泊単価（税サ入湯税込）、②他割引単価、③一人あたり京都府
補助金、④割引を適用する人数、⑤割引を適用する泊数、⑥京都府補助金
額合計を記載ください。

■宿泊割引適用額記載欄について

２-3 ．商品への適用方法と事務局への書類提出

①

②

③

■京都府居住の確認

「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」の適用対象者は京都府に居住する者とする
ため、申込時または精算時に、申込または精算個所にて、京都府に居住している
ことが確認できる書類の確認をお願いします。

京都府に居住することを確認するために必要な書類(P19参照)
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※記入欄が足りない場合は複数枚使用してご記入いただき、ホチキス止めをお願いします。
※人数の多い団体の場合は、別様式で名簿を添付しても構いませんが、参加者居住地の

都道府県名、市町村名がわかるようにしてください。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-4ｰ1．補助金の申請・実績報告・支払等のスケジュール

２-４．補助金の申請・実績報告・支払等の方法

事務局到着日(必着)以降に書類を審査します。審査完了後、支払手続きを行います。
不備があるものは次の日程以降での支払になりますのでご注意ください。

(１)精算書類の必着日と振込予定日
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日程⑦

利用店舗様⇒事務局
精算書類の郵送

(必着)

令和4年

4月4日(月)

【事務局対応】
実績確認・OCR読取集計

エラーチェック等

4月5日(火)
～

4月21日(木)

事務局⇒利用店舗様
指定口座へ振込(予定日)

4月22日(金)

(２)入金処理期間及び入金日 (３)入金口座

入金日を設定しています。発送の回数は、上記の追加日程で１回までと
させていただきます。できる限り、日程ごとの精算をお願いします。

利用可能店舗様が申請時に登録された口座にお振込みいたします。

【振込名義人】
●口座名：きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局

●フリガナ：ｷｮｳﾄﾐﾘｮｸｻｲﾊｯｹﾝﾀﾋﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼﾞﾑｷｮｸ

(４)１口座１回あたりの入金額のご確認のお願い

振込手数料は事務局負担にてをお振込みします。
※入金額に異議がある場合は、4月28日までに限って受付

しますので入金額を各自でご確認ください。

最終回収日4月4日(月)必着です

※4月4日(月)までに事務局に届かない申請・実績報告の
支払には一切応じられません。



きょうと魅力再発見旅プロジェクト

2-4ｰ2．【添付⑤】旅行割・宿泊割実施見込額及び京都応援クーポン券在庫管理報告書の提出

２-４．補助金の申請・実績報告・支払等の方法

宿泊事業者及び旅行業者は、毎週１回報告書を必ず報告してください。

■報告日

①

②

③

きょうと魅力再発見旅プロジェクトＨＰ内の専用ページより
ＷＥＢ報告にてご報告ください。

【報告内容】
①報告日を選択(〇を記入)
②実績及び今後の実施予定の補助額及びクーポン券配布数をご記入ください。
※いずれも累計になります。

③追加配送が必要な場合ご記入ください(ご希望に添えない場合がございます)

※WEB報告が出来ない場合は、書類をWEBページよりダウンロードし、
事務局へFAXしてください。
FAX番号：075-343-0303(きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局)

毎週金曜日12:00までに報告をお願いします。

※実績及び今後の実施予定がない場合においても、その旨を報告してください。
※実績及び今後の実施予定枚数が、クーポン券の交付枚数や補助金精算額に比べ、
かなり少ない場合は、場合により状況の報告やクーポン券の余剰枚数の返却を
お願いする場合がありますので、予めご了承ください。

※報告書を提出されない場合は、補助金を支払わない場合がありますので、
予めご了承ください。
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト２-４．補助金の申請・実績報告・支払等の方法

2-4ｰ3．【添付⑥】京都応援クーポン券 無効券・回収不能券処理報告書

無効券及び回収不能券の報告をお願いします

【報告内容】
無効券及び回収不能券の報告をお願いします。

①無効券での報告及び原本返却
利用日の記入間違い、キャンセルによる回収時等

②回収不能券での報告
旅行期間が減少した場合や旅行中止等の際に旅行者から回収できなかったクーポン
券がある場合等

原則、京都応援クーポンの付与枚数が減少する場合には旅行業者の責任において
旅行者から京都応援クーポンの回収をお願いします。
※回収できなかった場合、事務局は旅行業者に対して京都応援クーポンの金額に
相当する金額の請求を行います。

【重要】
期間内にクーポンを配布できず余ったクーポンは、最終精算時に無効券として
報告書の提出及び事務局へ返送ください。

報告がある場合に限り、補助金精算時に報告書を提出ください。
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト３．きょうと魅力再発見旅プロジェクト一時停止等の対応

3-１．きょうと魅力再発見旅プロジェクト事業の一時停止及びキャンセル料について

30

きょうと魅力再発見旅プロジェクト事業の一時停止及びキャンセル料について

・きょうと魅力再発見旅プロジェクトの一時停止により規定のキャンセル料が発生した場合、宿泊事業者
及び旅行業者が定める約款や条件書等に記載されるキャンセルポリシーに基づき、利用者負担とします。

・新型コロナウイルスの感染状況による事業の一時停止を含めていかなる場合であってもキャンセル料は利用者
負担となります。本キャンペーンにおいてキャンセル料の補填はありません。

※一時停止の場合は、きょうと魅力再発見旅プロジェクトＨＰにてご案内しますので、必ずご確認ください。

・新型コロナウイルスの感染拡大などにより以下に該当した場合は、きょうと魅力再発見旅プロジェクトについて
事業の一時停止または中止（一時停止等）し、割引及びクーポン利用（割引等）を一時停止等します。
(1)旅行先または出発地の都道府県がレベル3に移行した場合
(2)京都府がまん延防止等重点措置区域に公示された場合

①京都府民の京都府内の宿泊・旅行、②隣接府県民の京都府内への宿泊・旅行について一時停止
(3)隣接府県がまん延防止等重点措置区域に公示された場合

隣接府県民の京都府内への宿泊・旅行について一時停止
(4)その他京都府知事が必要と判断した場合



お問い合わせ

きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局

TEL①お客様専用 075-284-0149

TEL②宿泊事業者・旅行業者専用 075-284-0178

TEL③京都応援クーポン券事業者専用 075-284-0179

FAX 075-343-0303

営業時間 10:00～17:00（月～金）/土日祝日は休業

ホームページ https://www.kyoto-tabipro.jp


