
京都システムマニュアル➀

新規参画事業者登録

きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局

事業参画の登録はこちらの手順で行ってください。既に登録のある事業者様は

「マニュアル②補助金申請と同意書作成・クーポン券管理」へお進みください

京都システムは「全国旅行支援」に対応したシステムです
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト改訂履歴

改訂日 ページ 内容

10月4日 P20
クーポン送付枚数の変更
（旅行業者様３００→５００枚、宿泊事業者様１００枚）

10月4日
P8

追加 P22
旅行業者様向けダミー口座の登録方法について

10月13日 P20
クーポン送付枚数の変更 （10月17日発送分から）
（旅行業者様５００→１００枚、宿泊事業者様１００枚）

10月18日 P20
ファーストクーポン発送について（10月18日承認分から）

（旅行業者様、宿泊事業者様ともにご自身にて発注ください）
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１.参画事業者マイページのURLを開くと最初に表示される画面です

https://kyoto-tabipro.azurewebsites.net/login.aspx

① ②

新規登録の方法

推奨環境：Microsoft Edge/Google Chrome ※Internet Explorerではご使用になれません。

★各店舗ごとにクーポン管理を行う場合、対象店舗ごとに情報入力を行うことで、各店舗分のID/PWの発行が可能です。
★代表店舗（本社等）にて管理店舗のクーポン総配を行う場合は1つの登録で運用可能です。（ログインID/PWは共用可能） 3



きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局
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２.申込フォーム（旅行業者用）

①

②

登録項目

①本社所在地の都道府県名を選択。
本社:京都府 支店:兵庫県の場合、【京都府】を選択

② ０を含めた４桁の旅行業登録番号を記入。

③

③統一窓口登録承認時に発行される事業者コードを入力
（T+7桁の数字）

統一窓口事業者コード：
統一窓口への登録申請→審査完了後
1事業者にあたり１つ割り振られる
番号
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事業者情報・施設名/店舗名・代表者役職・代表者名・メールアドレスの入力（旅行業者用）
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定休日・担当責任者

施設／店舗の情報・クーポン送付先情報・自社の公式ＨＰの入力（旅行業者用）
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補助金振込先情報入力（旅行業者用）
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ご自身の金融機関が検索できない場合は、P２２をご参照ください。



（注意）
こちらの新規参画提出書類を印刷する
必要はありません。
【送付必要書類】
●旅行業登録票の写しのみ
（書類送付先は

本マニュアル P２１記載）

入力内容確認画面（旅行業者用）

印刷は不要ですが、こち
らにチェックを入れた後、
申込ボタンを押してくだ
さい。

aaa@aaa.com
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申し込み完了画面（旅行業者用）

参画申込番号は必ずお控えください。
なお、事務局へお問い合わせされる場合にも利用します。
自動返信メールには記載されておりませんのでご注意ください。

（様式第2号-1）

エントリー頂きありがとうございました。
エントリーフォームにご記入いただいたメールアドレス宛に、確認メールを送信させていただきました。

【提出書類 ： 宿泊事業者】
下記提出書類に必要事項をご記入の上、下記郵送先へ郵送をお願いします。
・様式第1号 プロジェクト参画届出書 （余白に参画申込番号を記入お願いします）
・様式第4号 口座確認書
・様式第4号-1 口座番号を確認できる書類
・様式第5号 委任状（必要な場合のみ）
・営業許可書

【提出書類 ： 旅行業者】
・提出書類は「旅行業登録票の写し」のみです。（余白に参画申込番号を記入お願いします）。
下記郵送先へ郵送を願いします。

・統一窓口IDは必須項目です。統一窓口IDが確認できてからの参画となります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【新規参画書類郵送先】 〒604-8799 中京郵便局留

（〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1）
きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局 宛
TEL：075-813-7801 （郵送には追跡可能付き郵便が安心です）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
受付確認の自動返信メールが24時間以内に届かない場合は、メールアドレスの入力ミス等が考えられます。
その場合は大変お手数ですが、下記の事務局まで一度お問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。
※迷惑メールフォルダに受信されている場合もございますので一度ご確認ください。

【お問い合わせ先】
きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局
宿泊事業者・旅行業者用
TEL：075-813-7801
kyoto-tabipro2@jtb.com

営業時間：10：00-17：00（土日祝は休み）

10

mailto:kyoto-tabipro2@jtb.com


３.返信メールの確認、申請書類1点の送付（旅行業者用）

① ②＜返信メール例＞

①登録後すぐに自動返信メールが届きます。
※メールが届かない場合は、メールアドレスの誤入力または
迷惑メールボックスに入っている可能性があります。

②「旅行業登録票」の写し（写真等で可）を
事務局まで送付ください。

※本登録完了には、提出書類を事務局へ送付が必須となります。
本登録が完了していない場合は補助金の申請ができませんのでご注意ください。

③登録完了後、事務局よりログイン用ＩＤ・パスワードを
ご入力いただいたメールアドレスに通知いたします。
登録完了は提出書類が事務局に到着後10日~2週間程度かかります。

「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」

〒604-8804
京都府京都市中京区壬生坊城町24-1
「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きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局

旅行業登録票

（業務範囲：海外旅行・国内旅行）

登録番号 〇〇知事登録 旅行業第〇〇〇〇号

登録年月日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

有効期間
令和〇〇年〇〇月〇〇日から
令和〇〇年〇〇月〇〇日まで

氏名又は名称 株式会社〇〇〇〇

営業所の名称 〇〇営業所

旅行業取り扱い
管理者の氏名

〇〇〇〇 〇〇〇〇

受託取り扱い
企画旅行

〇〇〇〇 〇〇〇〇
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局
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２.申込フォーム（宿泊事業者用）

登録項目

①

①本社所在地の都道府県名を選択。
本社:京都府 支店:兵庫県の場合、【京都府】を選択
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事業者情報・施設名/店舗名・代表者役職・代表者名・メールアドレスの入力（宿泊事業者用）

★宿泊施設毎に登録が必要です。※複数施設分をまとめて登録する事はできません。
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定休日・担当責任者

施設／店舗の情報・クーポン送付先情報・自社の公式ＨＰの入力（宿泊事業者用）
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補助金振込先情報入力（宿泊事業者用）
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入力内容確認画面（宿泊事業者用）

aaa@aaa.com

提出書類を印刷後、
提出書類を印刷しましたにチェック！

参画同意書類一式を印刷し、
以下の提出書類を郵送してください。

①参画届け出書（様式第1号）
②営業許可証の写し
③口座確認書
④口座番号と名義（カナ）が確認できる
書類（通帳見開きページのコピー等）
⑤委任状
（書類送付先は

本マニュアル P21記載）
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①参画届出書・②営業許可書の写し・③口座確認書・④口座を確認できる書類・⑤委任状 ５点 宿泊事業者用
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① ③ ⑤

④

② 営業許可書

（ご自身の営業許可書の写し）



申し込み完了画面（宿泊事業者用）

参画申込番号は必ずお控えください。
なお、事務局へお問い合わせされる場合にも利用します。
自動返信メールには記載されておりませんのでご注意ください。

エントリー頂きありがとうございました。
エントリーフォームにご記入いただいたメールアドレス宛に、確認メールを送信させていただきました。

【提出書類 ： 宿泊事業者】
下記提出書類に必要事項をご記入の上、下記郵送先へ郵送をお願いします。
・様式第1号 プロジェクト参画届出書 （余白に参画申込番号を記入お願いします）
・様式第4号 口座確認書
・様式第4号-1 口座番号を確認できる書類
・様式第5号 委任状（必要な場合のみ）
・営業許可書

【提出書類 ： 旅行業者】
・提出書類は「営業許可書」のみです。（余白に参画申込番号を記入お願いします）。
下記郵送先へ郵送を願いします。

・統一窓口IDは必須項目です。統一窓口IDが確認できてからの参画となります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【新規参画書類郵送先】 〒604-8799 中京郵便局留

（〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1）
きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局 宛
TEL：075-813-7801 （郵送には追跡可能付き郵便が安心です）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
受付確認の自動返信メールが24時間以内に届かない場合は、メールアドレスの入力ミス等が考えられます。
その場合は大変お手数ですが、下記の事務局まで一度お問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。
※迷惑メールフォルダに受信されている場合もございますので一度ご確認ください。

【お問い合わせ先】
きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局
宿泊事業者・旅行業者用
TEL：075-813-7801
kyoto-tabipro2@jtb.com

営業時間：10：00-17：00（土日祝は休み）
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３.返信メールの確認、申請書類５点の送付（宿泊事業者用）

① ＜返信メール例＞

20

②

①登録後すぐに自動返信メールが届きます。
※メールが届かない場合は、メールアドレスの誤入力または
迷惑メールボックスに入っている可能性があります。

②申込フォームの最後にダウンロードした資料より参加同意書をご確認の上、
「参画届出書（様式第1号）」「口座確認書（様式第4号）」
「口座番号を確認できる書類（様式第4号-1に貼付）」及び「営業許可証」
「委任状（届出書と口座名義人が異なる場合のみ）」に必要事項を記入の上

事務局まで送付ください。

※本登録完了には、提出書類を事務局へ送付が必須となります。
本登録が完了していない場合は補助金の申請ができませんのでご注意ください。

③登録完了後、事務局よりログイン用ＩＤ・パスワードを
ご入力いただいたメールアドレスに通知いたします。
登録完了は提出書類が事務局に到着後10日~2週間程度かかります。

④クーポンをご自身にて必要枚数 発注してください。

＜クーポンについて＞
マイページのクーポン管理画面より、ご自身で発注依頼をしてください。
（マニュアル②補助金申請と同意書作成・クーポン券管理 P34 参照)
クーポン発注後、到着まで４～５営業日ほどかかります。
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書類送付先

【新規参画書類郵送先】

〒604-8799 中京郵便局留

（〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町24-1）

きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局 宛

TEL：075-813-7801
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補助金振込先情報入力（旅行業者用）

旅行業者様への補助金の振込は、きょうと魅力再発見旅プロジェクトからは行わないため、
口座情報はダミー口座でも可能です。（下記手順にてダミー口座のご登録ができます）

①

③

⑤

②

④

22

補足①

① 金融機関名 検索

② ０００２ 旅行業者専用ダミーを選ぶ

③ 支店名 検索

④ 111 ダミー支店を選ぶ

⑤ 口座種別、番号、名義、も
ダミーで入力


