
ーご注意くださいー
本資料に記載の情報は、記載⽇時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の流⾏等の社会情勢により、

京都府・京都府観光連盟及び観光庁からの指⽰のもと内容に変更が⽣じる場合がございます。
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〜全国旅⾏支援版〜

旅⾏事業者⽤
全国旅⾏⽀援制度の内容は統⼀窓⼝
の取扱マニュアルをご確認ください。
本マニュアルは「各都道府県で定め
ること」等の補⾜資料となります。
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（１） 参加条件

１．参加方法・申し込み

STEP１︓参加申請
※まずは統一窓口の参加登録をお済ませください。
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、システム申請にてお申込みください。
システム申請には統一窓口の登録番号が必要になります。
詳しくは「京都システムマニュアル①」をご覧ください。

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。

STEP２︓登録可否

旅⾏事業者の申し出を受けて、当該旅⾏事業者が次のいずれにも適合する
と認めるときは、参加事業者として登録します。
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(075-813-7801)へご連絡ください。

STEP３︓スターターキットの内容（発送及びダウンロード）

【発送】 ※場合により別送になります。
・京都応援クーポン券

【ダウンロード】
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。
・ポスター
・フライヤー

3

■参加規程

■新型コロナウイルス感染症対策に関する事項

(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号に

該当する施設ではありません。
(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、宿泊施設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、風俗営業等

の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条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や予算が上限に達する等を踏まえ、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、補助⾦が受領できない等、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。

(９)国や京都府等の事業における不正を防⽌するための措置として、補助⾦の対象商品の販売を許可しない事業者
となった場合、参画を承認されないことや取り消されること、補助⾦が受領できない等一切の意義を申し⽴てません。

（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）京都府⺠及び京都府観光連盟が別に定める旅⾏者に対して、関係するガイドラインや連盟が別に定めるものに
従い、ワクチンを接種済であることまたはＰＣＲ検査結果が陰性であ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。
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２．地域クーポンについて
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（１） 地域クーポン適⽤条件

地域クーポン適⽤条件

２．地域クーポンについて

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施設
(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事業者⼜は宿泊事業者が旅⾏者に配布する。
ただし、旅⾏事業者と宿泊事業者の合意がある場合は、旅⾏事業者分のクーポンを
宿泊事業者が配布することが可能です。

■有効期間
旅⾏期間中（宿泊⽇からチェックアウト⽇まで）

■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、住⺠税、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
〇旅⾏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
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（２） 地域クーポン配布時の確認事項

利⽤申込⼿順

STEP４︓クーポン券を配布する
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。
クーポン配布明細も併せてお渡しください。
※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券を発⾏し、誤りのクーポン券は無効券扱いとして事務局へ
返却ください。
※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︓10/11〜10/13の２泊３⽇の場合の有効期間は、10/11〜10/13です。
※対象期間外、事業停⽌中は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配布することやクーポン券の誤配布等により生じた損失は
配布した旅⾏事業者の負担となります。ただし、旅⾏事業者と合意し宿泊事業者が
配布する場合は、両者の合意内容により、負担いただきます。

クーポン券のサンプル及び発⾏時の対応⽅法
【表⾯】

【裏⾯】

ダミー

STEP３︓ワクチンの3回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、ワクチンの3回
接種歴または検査結果の陰性であることを確認してください。
詳細はP14〜15をご参照ください。

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７泊まで及び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12月20⽇(火)まで、
宿泊旅⾏は令和4年12月21⽇(水)チェックアウト⽇まで
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STEP１︓お客様から申請内容確認書兼補助⾦同意書を受領する
「申請内容確認書兼補助⾦同意書」と「クーポン配
布明細」をお渡しし、必要事項をご記⼊いただきます。
適⽤代⾦と補助額・クーポン配布枚数について、お客
様に確認してください。
また、同意事項を遵守することの同意確認をお願いし
ます。
STEP２︓居住の確認
⾝分証明書で旅⾏者全員の本⼈確認と居住地確認
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（３）クーポン配布方法

２．地域クーポンについて

旅⾏事業者では、下記のパターンのお申込みが可能です

１、旅⾏事業者（OTA事業者含む）のお申込み（事前決済）

旅⾏事業者のクーポンを
宿泊事業者が配布

宿泊事業者のクーポンを
宿泊事業者が配布

補助適⽤額にて事前決済

事前決済

旅⾏事業者の店舗等や予約サイト(OTA事業者含む)で予約

予約・申込

旅⾏事業者が配布

クーポン券
パターンＡ

クーポン券
パターンＢ ※２

クーポン券
（基本）

確認①︓本⼈確認書類にて旅⾏者全員の本⼈確認と居住地確認
確認②︓予防接種済証等⼜は検査結果通知書
収受 ︓申請内容確認書兼補助⾦同意書

確認項目等 ※１

旅⾏事業者のクーポンを
宿泊事業者が配布

宿泊事業者のクーポンを
宿泊事業者が配布

補助適⽤額にて宿泊施設で精算

当⽇現地払い

旅⾏事業者の店舗等や予約サイト(OTA事業者含む)で予約

予約・申込

クーポン券
パターンＡ

クーポン券
パターンＢ ※２

確認①︓本⼈確認書類にて旅⾏者全員の本⼈確認と居住地確認
確認②︓予防接種済証等⼜は検査結果通知書
収受 ︓申請内容確認書兼補助⾦同意書

確認項目等 ※１

旅⾏事業者と宿泊事業者が合意した場合、宿泊事業者にてクーポン券を配布することが可能です。
詳しくはＰ9〜10の「クーポン配布方法 パターンＡ・パターンＢ」をご確認ください。

※１ 確認項目の確認等は旅⾏事業者の責務になります。ただし、旅⾏事業者が宿泊事業者と合意の上、宿泊事業者が確認等することも可能です。
その場合の確認項目等の周知は必ず旅⾏事業者より旅⾏者へご案内ください。

※２ 旅⾏事業者（OTA事業者含む）は宿泊事業者が配布したクーポン券枚数を宿泊事業者より必ず報告・共有していただくようお願いします。
必要に応じて、事務局からクーポン券枚数等の資料提出を求めることがございます。

２、旅⾏事業者（OTA事業者含む）のお申込み（現地払い）
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（３）クーポン配布方法

２．地域クーポンについて

旅⾏事業者が出発⽇までに配布
または

添乗員⼜は現地係員等が当⽇配布

クーポン券

補助適⽤額にて事前決済

事前決済

旅⾏事業者の店舗等や予約サイト(OTA事業者含む)で予約

予約・申込

確認①︓本⼈確認書類にて旅⾏者全員の本⼈確認と居住地確認
確認②︓予防接種済証等⼜は検査結果通知書
収受 ︓申請内容確認書兼補助⾦同意書

確認項目等

※事前にクーポン券配布や確認事項等の確認ができない場合、
必ず当日添乗員又は現地係員等を配置して、対応をお願いします。

３、旅⾏事業者（OTA事業者含む）⽇帰り旅⾏
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【宿泊事業者でクーポン券を配布することとした場合の留意点】
旅⾏事業者（OTA事業者含む）は宿泊事業者が配布したクーポン券枚
数を宿泊事業者より必ず報告・共有していただくようお願いします。

事務局の依頼に基づき、⽀援期間の翌月20日（※）までに、旅⾏事
業者（OTA事業者含む）は事務局に対して、宿泊事業者等でクーポン
券を配布した旅⾏者情報やクーポン券配布枚数などの報告をすること
となります。これに応じられない場合は、本プロジェクトの参画を取
り消されることや、当該事業者に既に⽀払った補助⾦の返還、これか
ら⽀払う補助⾦との相殺などをさせていただくことがありますので、
予めご容赦ください。

（※）例︓10月11日から10月31日の⽀援期間の場合、11月20日



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト

（３） クーポン券配布方法（パターンＡ）

２．地域クーポンについて

クーポン券は販売元がお客様へお渡しするのが基本です。
ただし、旅⾏事業者と宿泊事業者が合意をした場合、旅⾏事業者が販売した旅⾏商品のクーポン券を宿泊事業者からお客様に
お渡しする事も可能です（パターンＡ、パターンＢ）

旅⾏事業者が持っているクーポン券を宿泊事業者で配布する場合

旅⾏事業者から
預かったクーポン券を
お客様へ配布

京都システムへの入⼒

統⼀窓⼝へ補助⾦申請

旅⾏
業者

旅⾏
業者

旅⾏事業者から
宿泊事業者へ
クーポン券を預ける

【宿泊事業者の注意点】
・宿泊事業者宛に郵送されたクーポン券を配布しないこと
・旅⾏事業者から指定された券番を該当のお客様にお配りすること
・予約形態によって、「クーポン券を旅⾏事業者が配布する場合」や、「宿泊事業者のクーポン券を配布する場合」や、

「旅⾏事業者のクーポン券を宿泊事業者で配布する場合」があるので、スタッフへの周知が必要
・お客様が、⾃分はどこでクーポン券を受け取れるのかを明確に理解できるように案内が必要
※配布誤り等があった場合、事務局はその相当額を旅⾏事業者に請求します。

宿泊事業者及び旅⾏事業者間であらかじめ責任の所在を取り決めてください。

京都システムへの⼊⼒ 旅⾏事業者が⾏う

クーポン券番指定（割付） 旅⾏事業者が⾏う

使用するクーポン券 事務局から旅⾏事業者へ送ったクーポン券

申請内容確認書兼補助⾦同意書の収受 旅⾏事業者が⾏う（京都システムより印刷）

パターンＡ

9



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト

（３） クーポン券配布方法（パターンB）

２．地域クーポンについて

宿泊事業者からお客様へ
クーポン券配布

京都システムへの入⼒

宿泊
事業者

宿泊事業者が持っているクーポン券を配布する場合

旅⾏
事業者

統⼀窓⼝へ補助⾦申請

旅⾏事業者から宿泊事業者へ、
宿泊手配とクーポン券配布依頼

入力時：販売形態で「他社（クーポン券配布のみ）」
を選択してください。
補助金は0円となりクーポン券管理のみ有効となります。

パターンB
京都システムへの⼊⼒ 宿泊事業者が⾏う

クーポン券番指定（割付） 宿泊事業者が⾏う

使用するクーポン券 事務局から宿泊事業者へ送ったクーポン券

申請内容確認書兼補助⾦同意書の収受 宿泊事業者が⾏う（京都システムより印刷）

【宿泊事業者の注意点】
・該当旅⾏事業者からのクーポン券配布分も⾒込んで、事務局にクーポン券を発注しておくこと

・京都システム⼊⼒時、販売形態＝「他社（クーポン券配布のみ）」を選択すること
※旅⾏事業者分にもかかわらず「他社（ｸｰﾎﾟﾝ券配布のみ）」を選択しな

かった場合、補助⾦対象外となります。

・予約形態によって、「クーポン券を旅⾏事業者が配布する場合」や、
「宿泊事業者のクーポン券を配布する場合」や、「旅⾏事業者のクーポン券を

宿泊事業者で配布する場合」があるので、スタッフへの周知が必要

・お客様が⾃分はどこでクーポン券を受け取れるのかを明確に理解できるように案内が必要
※配布誤り等があった場合、事務局はその相当額を旅⾏事業者に請求します。宿泊事業者及び旅⾏事業者間であらかじめ責任の所在を取り決めてください。

※申請内容確認書兼補助⾦同意書は京都システムから印刷し、旅⾏者より署名の上、収受してください。（宿泊事業者にて5年間保管）
ただし、宿泊事業者として補助対象外となる為、申請内容確認書兼補助⾦同意書の補助⾦欄は0円と表⽰されます。旅⾏者へは必ずご説明ください。

10



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト２．地域クーポンについて

〇クーポン券配布⾦額 平⽇︓3,000円 休⽇︓1,000円
〇宿泊旅⾏については、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。

（４） クーポン券配布枚数︓宿泊旅⾏商品について（⽇帰り旅⾏商品除く）

11

2022年10⽉ 2022年11⽉ 2022年12⽉ 

17(月) 平日(3,000円) 1(火) 平日(3,000円) 17(木) 平日(3,000円) 1(木) 平日(3,000円) 17(土) 休日(1,000円) 

18(火) 平日(3,000円) 2(水) 平日(3,000円) 18(⾦) 平日(3,000円) 2(⾦) 平日(3,000円) 18(日) 平日(3,000円) 

19(水) 平日(3,000円) 3(木) 平日(3,000円) 19(土) 休日(1,000円) 3(土) 休日(1,000円) 19(月) 平日(3,000円) 

20(木) 平日(3,000円) 4(⾦) 平日(3,000円) 20(日) 平日(3,000円) 4(日) 平日(3,000円) 20(火) 平日(3,000円) 

21(⾦) 平日(3,000円) 5(土) 休日(1,000円) 21(月) 平日(3,000円) 5(月) 平日(3,000円) 21(水) 平日(3,000円) 

22(土) 休日(1,000円) 6(日) 平日(3,000円) 22(火) 平日(3,000円) 6(火) 平日(3,000円) 22(木) 平日(3,000円) 

23(日) 平日(3,000円) 7(月) 平日(3,000円) 23(水) 平日(3,000円) 7(水) 平日(3,000円) 23(⾦) 平日(3,000円) 

24(月) 平日(3,000円) 8(火) 平日(3,000円) 24(木) 平日(3,000円) 8(木) 平日(3,000円) 24(土) 休日(1,000円) 

25(火) 平日(3,000円) 9(水) 平日(3,000円) 25(⾦) 平日(3,000円) 9(⾦) 平日(3,000円) 25(日) 平日(3,000円) 

26(水) 平日(3,000円) 10(木) 平日(3,000円) 26(土) 休日(1,000円) 10(土) 休日(1,000円) 26(月) 平日(3,000円) 

11(火) 平日(3,000円) 27(木) 平日(3,000円) 11(⾦) 平日(3,000円) 27(日) 平日(3,000円) 11(日) 平日(3,000円) 27(火) 平日(3,000円) 

12(水) 平日(3,000円) 28(⾦) 平日(3,000円) 12(土) 休日(1,000円) 28(月) 平日(3,000円) 12(月) 平日(3,000円) 28(水) 平日(3,000円) 

13(木) 平日(3,000円) 29(土) 休日(1,000円) 13(日) 平日(3,000円) 29(火) 平日(3,000円) 13(火) 平日(3,000円) 29(木) 平日(3,000円) 

14(⾦) 平日(3,000円) 30(日) 平日(3,000円) 14(月) 平日(3,000円) 30(水) 平日(3,000円) 14(水) 平日(3,000円) 30(⾦) 平日(3,000円) 

15(土) 休日(1,000円) 31(月) 平日(3,000円) 15(火) 平日(3,000円) 15(木) 平日(3,000円) 31(土) 休日(1,000円) 

16(日) 平日(3,000円) 16(水) 平日(3,000円) 16(⾦) 平日(3,000円) 



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト２．地域クーポンについて

（４） クーポン券配布枚数︓ ⽇帰り旅⾏商品について

〇クーポン券配布⾦額︓平⽇︓3,000円 休⽇︓1,000円
〇⽇帰り旅⾏商品については、土曜・⽇曜・祝⽇を「休⽇」として扱い、それ以外を「平⽇」として扱います。
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2022年10⽉ 2022年11⽉ 2022年12⽉

17(月) 平日(3,000円) 1(火) 平日(3,000円) 17(木) 平日(3,000円) 1(木) 平日(3,000円) 17(土) 休日(1,000円) 

18(火) 平日(3,000円) 2(水) 平日(3,000円) 18(⾦) 平日(3,000円) 2(⾦) 平日(3,000円) 18(日) 休日(1,000円) 

19(水) 平日(3,000円) 3(木) 休日(1,000円) 19(土) 休日(1,000円) 3(土) 休日(1,000円) 19(月) 平日(3,000円) 

20(木) 平日(3,000円) 4(⾦) 平日(3,000円) 20(日) 休日(1,000円) 4(日) 休日(1,000円) 20(火) 平日(3,000円) 

21(⾦) 平日(3,000円) 5(土) 休日(1,000円) 21(月) 平日(3,000円) 5(月) 平日(3,000円) 21(水) 平日(3,000円) 

22(土) 休日(1,000円) 6(日) 休日(1,000円) 22(火) 平日(3,000円) 6(火) 平日(3,000円) 22(木) 平日(3,000円) 

23(日) 休日(1,000円) 7(月) 平日(3,000円) 23(水) 休日(1,000円) 7(水) 平日(3,000円) 23(⾦) 平日(3,000円) 

24(月) 平日(3,000円) 8(火) 平日(3,000円) 24(木) 平日(3,000円) 8(木) 平日(3,000円) 24(土) 休日(1,000円) 

25(火) 平日(3,000円) 9(水) 平日(3,000円) 25(⾦) 平日(3,000円) 9(⾦) 平日(3,000円) 25(日) 休日(1,000円) 

26(水) 平日(3,000円) 10(木) 平日(3,000円) 26(土) 休日(1,000円) 10(土) 休日(1,000円) 26(月) 平日(3,000円) 

11(火) 平日(3,000円) 27(木) 平日(3,000円) 11(⾦) 平日(3,000円) 27(日) 休日(1,000円) 11(日) 休日(1,000円) 27(火) 平日(3,000円) 

12(水) 平日(3,000円) 28(⾦) 平日(3,000円) 12(土) 休日(1,000円) 28(月) 平日(3,000円) 12(月) 平日(3,000円) 28(水) 平日(3,000円) 

13(木) 平日(3,000円) 29(土) 休日(1,000円) 13(日) 休日(1,000円) 29(火) 平日(3,000円) 13(火) 平日(3,000円) 29(木) 平日(3,000円) 

14(⾦) 平日(3,000円) 30(日) 休日(1,000円) 14(月) 平日(3,000円) 30(水) 平日(3,000円) 14(水) 平日(3,000円) 30(⾦) 平日(3,000円) 

15(土) 休日(1,000円) 31(月) 平日(3,000円) 15(火) 平日(3,000円) 15(木) 平日(3,000円) 31(土) 休日(1,000円) 

16(日) 休日(1,000円) 16(水) 平日(3,000円) 16(⾦) 平日(3,000円) 



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト

３．ワクチン接種済・検査陰性結果確認
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きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト３．ワクチン接種済・検査陰性結果確認

14

（１） ワクチン・検査パッケージについて
①販売時の同意事項 ②販売後〜旅⾏開始⽇
■旅⾏者の同意事項
✓ワクチンの3回接種歴または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。
未就学児及び小学⽣（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
る都道府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、教員等の引率に係るものを
除く) 。

✓利⽤者に以下の内容の同意を得る
・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3回接種歴⼜は検査結果の陰性が利⽤条件であること。
※ワクチン３回目接種当⽇から適⽤可能

・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）。
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・画像、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、当⽇確認を⾏える⽅（現地係員や宿泊事業者）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。

■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補助対象外
(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等)
・旅⾏事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。

③旅⾏者が旅⾏当⽇に補助の対象外となった場合
グループ内の一部の者が「ワクチン接種歴や検査結果の確認」等の基準を満たしていないことが判明し
た場合の補助⾦適⽤については、次の①、②のいずれの対応を⾏うかを宿泊事業者において決定のう
え、旅⾏者に周知徹底ください。
①基準を満たしていない者のみを補助の対象外とする
②該当グループ全員を補助の対象外とする

■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
・ 本⼈であること（⾝分証明書等により確認）
・ 3回目の接種年月⽇
・ワクチンの3回目のシールが貼られていることを確認※予防接種済証の場合のみ
②検査結果の確認（検査結果通知書にて確認）
・ 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）

旅行者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(持参忘れ)

対応 対象 対象 対象 対象 対象外

旅行者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(持参忘れ)

対応 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

【例】5人のグループで1人だけが証明書類を持参しなかった場合
①の対応を行う場合：証明書類を持参しなかった1人のみが補助の対象外となる

②の対応を行う場合：1人だけが証明書類を持参しなかった場合でも、5人全員が補助の対象外となる



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト３．ワクチン接種済・検査陰性結果確認

（１） ワクチン・検査パッケージについて

③参考︓適⽤可能⽇一覧
〈予防接種済証の場合〉

3回目シールが貼ら
れているか確認。

〈接種証明書の場合〉

3回目シールが貼ら
れているか確認。

運転免許証等により、
本⼈のものか確認

【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

④接種済証や検査結果通知書等の書式や必要項目等

〈検査結果通知書の様式例〉

出典︓観光庁ホームページ 15

■ワクチンの３回接種歴 （※ワクチン３回目接種当⽇から適⽤可能）
⇒予防接種済証・接種記録書・接種証明書のいずれかで確認。

【例】1/24にワクチン３回目接種 ➡ 10/24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】10/24に宿泊する場合

■PCR検査・抗原定性検査の陰性証明は旅⾏開始日に有効な証明書が必要です。
【例】10/23 抗原定性検査 陰性

10/24~10/28 の旅⾏全て対象

経過日 3 2 1 宿泊日

検体採取日 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24

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

４．旅⾏事業者の責務
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①宿泊者・旅⾏者全員の本人確認
「きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト」の補助適⽤対象者は、全都道府県⺠が対象者です。
補助希望者は、申込時または精算時に、補助適⽤される宿泊者または旅⾏者が⽇本国
内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事業者で旅⾏者に提⽰させ、⽇本国内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、
国または地⽅公共団体の機関が発⾏した⾝分証明書 等

○2点で認められるもの（次の①＋①または①＋②の組み合わせのみ可能）
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
② 学⽣証、会社の⾝分証明書、公の機関が発⾏した資格証明書
※中学⽣以下の旅⾏者であって上記書類がそろわない場合は、本⼈の健康保険証と法定代理⼈の

本⼈確認書類（運転免許証、旅券等）で代⽤可能です。なお、法定代理⼈が同⾏しない場合に限り、
法定代理⼈の本⼈確認書類はコピー可とします。

上記の確認書類に現住所の記載があるものが居住地確認書類です。
現住所の記載がない場合、および記載されている住所と現住所が異なる場合は、本⼈確認書類とは
別途次の補助書類等もご⽤意ください。

＜居住地確認 補助書類＞
公共料⾦の領収書（電気・ガス・水道など）、国税または地⽅税の領収書または納税証明書、
社会保険料の領収書、 住⺠票の写し（個⼈番号の記載がなく、発⾏後3か月以内のもの）、
賃貸借契約書

ご注意事項
●宿泊事業者や旅⾏事業者が居住地を確認を⾏う際に、居住地が確認できない
⽅の補助適⽤はできません。
●本⼈確認に必要な書類の貸し借りが発覚した場合は、不正受給として補助分を
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。

４．旅⾏事業者の責務

（１） 旅⾏事業者の責務について

②ワクチン3回目接種済証や検査結果通知書等の確認
マニュアルP14~15を参考に確認してください。

③地域クーポン券の適切な配布
マニュアルP5〜12を参考に配布してください。

④京都府及び事務局の依頼に協⼒する
本事業の趣旨・目的を理解し、京都府及び事務局からの依頼に協⼒していただきます。
その1つとして、審査を⾏う際には事務局の求めに応じて、保管資料の提出を求める場合
があります。

17

⽇本在住の外国人、在⽇米軍、外交官において上記の該当する確認書面を所持しな
い本人確認・居住地確認のための書類について(例)
●外国⼈における本⼈確認・居住地確認のための書類
例︓在留カード、特別永住者証明書、外国⼈登録証明書
●在留管理制度の対象とならない在⽇⽶軍の本⼈確認・居住地確認のための書類
例︓【在⽇⽶軍（軍の構成員）】→軍発⾏の⾝分証明書

【在⽇⽶軍（軍属と軍構成員の家族）】→アメリカ政府発給のパスポート
●在留管理制度の対象とならない外交官の本⼈確認・居住地確認のための書類
例︓外交旅券または公⽤旅券、駐⽇外国公館に勤務する外交官等に対して発⾏可能
な「住居証明書」等



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト

５．京都システムについて
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きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト

京都システム

53510207000001

07000001

５．京都システムについて

（１） 京都システムの導⼊

京都システムとは
・クーポン券配布にはシステム（京都システム）への⼊⼒が必要です。
・参画事業者様へはログインIDとパスワードをお送りいたします。
・申請内容確認書兼補助⾦同意書（宿泊事業者のみ）やクーポン配布明細を印刷できます。
・クーポン券番管理が可能です。
・パソコンインターネット環境とプリンタが必要です。
・京都システムにつては別紙マニュアル参照下さい。

京都システムのメリット
全国旅⾏⽀援から、京都システムへの入⼒により、クーポン券管理が⼀元化され、
今まで提出いただいていた申請書類の提出は不要となりました。
（※5年間保管は必須）

配布するクーポン券
デザインは同じですが、券番が新しくなります。
〇が06以下の券番は旧クーポン券のため、全国旅⾏⽀援では使用できません。
※旧クーポン券の回収については後日ご案内いたします。

クーポン券 発注・管理・配布方法→旅⾏事業者
クーポン券配布と券番管理のために、京都システムへの入⼒が必要です。
クーポン券は販売元(旅⾏事業者)が配布・管理が基本となります。
但し、旅⾏事業者と宿泊事業者の間で合意がある場合は、宿泊事業者が配
布することも可能です。いずれにおいてもクーポン券の紛失や誤配布等が
発生した場合は、当該クーポン券の額面分全額を御負担いただきます。

19
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６．クーポン配布明細及び台帳等について
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きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト６．クーポン配布明細及び台帳等について

（１） クーポン券配布時の確認事項

申請内容確認書兼補助⾦同意書（事業者保管用）

代表者の署名（⾃署）が必要です。

※手書き修正は基本不可です。
※キャンセル料は補助対象外です。
※旅⾏出発直前に変更になった場合は、署名を頂いている

申請内容確認書兼補助⾦同意書を赤字で修正しシステムに
正しい情報を⼊⼒して下さい。

赤字で修正した申請内容確認書兼補助⾦同意書と、正しい内容
で出⼒した新しい申請内容確認書兼補助⾦同意書を保管下さい。

補助対象同⾏者全員の
フルネーム・住所の記載が必要です。
記載のないものは無効です。
（住所が同じであれば同上で可）

※代表者ご署名（⾃署）および同⾏者全員の⽒名・住所を記載し、
原本を事業者控えとして５年間保管ください。

21

5年間保管



きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト６．クーポン配布明細及び台帳等について

（１） クーポン券配布時の確認事項

１枚目 クーポン配布明細 事業者保管⽤（5年間保管）

発⾏されたクーポン番号が
表示されます。

２枚目 クーポン配布明細 お客様控え

京都システムより印刷可能です。
申請内容確認書兼補助⾦とクーポン発⾏明細は
１件ごとにホッチキス留めをして事業者が保管
してください。

宿泊者にクーポンを配布した時に
明細もお渡しください。

22

5年間保管
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（２）クーポン台帳

６．クーポン配布明細及び台帳等について

各項目をシステムに入
⼒頂ければ⾃動で数字

は反映されます。

数字は⾃動反映されます。

①無効券等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

※無効券がある場合のみ、「無効券原本」とシステムより「クーポン台帳」を印
刷して事務局へ郵送してください。

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(催⾏中⽌・キャンセル等)により、利⽤
不可となり、補助の対象外となるクーポンの配布分
・補助額の計算間違い、連泊数上限の超過、宿泊・旅⾏補助⾦申請の漏れ、
期限切れ・書類不備等により、補助対象額を上回るクーポン券の配布分
※旅⾏事業者にて、回収できなかった場合は回収不能券として報告してくだ
さい。回収不能券は補助対象外として、クーポン券相当額の返還をしていた
だきます。

【クーポン券の管理について】
クーポン券については、クーポン券番、配布した旅⾏者、配布⽇等の記録により、
「クーポン券番号」ごとの配布等状況を把握するなど適正管理を徹底していただ
きますようお願いします。

【重要】
期間内にクーポン券を配布できず余ったクーポン券は、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。返送のないクーポン券につ
いては、クーポン券相当額を返還いただきます。

23

※クーポン台帳以外で報告する事業者においても、本ページ
同様の内容で報告を⾏うとともに、同様の責任を負うこと。

5年間保管
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７．その他
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きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクト７．その他

（１） その他

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
・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、補助及びクーポン利⽤（支援）を一時停⽌等します。
(1)京都府がまん延防⽌等重点措置区域に公⽰された場合
(2)京都府の感染状況が相当程度悪化している国が判断した場合
(3)予算が上限に達した場合
(4)その他京都府知事が必要と判断した場合

・きょうと魅⼒再発⾒旅プロジェクトの一時停⽌等により規定のキャンセル料が発⽣した場合、宿泊事業者
及び旅⾏事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等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。

※一時停⽌等の場合は、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。
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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 0120-552-500

TEL②宿泊事業者・旅⾏事業者専⽤ 075-813-7801

TEL③クーポン券事業者専⽤ 075-813-7802

FAX 075-813-7800

営業時間
➀お客様専⽤ダイヤル 10:00〜19:00（年中無休）
➁➂宿泊事業者・旅⾏事業者・クーポン券事業者専⽤

10:00〜17:00(月〜⾦)/土⽇祝⽇は休業

ホームページ https://www.kyoto-tabipro.jp


