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１-１ パスワードの登録１-１ パスワードの登録

鳥取県観光連盟から届いた、事業所情報登録用メールに記載されているURLを
クリックします。

STEP１

https://bus.tottori-guide.jp/.mypage/password_reset/temp/change_password?token=80d1528d782fa6017d725ae28d48a12a

パスワードの登録方法についての説明です。
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１-１ パスワードの登録１-１ パスワードの登録

STEP２

新しいパスワードを（確認）も含めて二回入力した後、
「パスワードを設定する」ボタンをクリックする。

パスワードの設定が完了すると、下記の画面に移動します。

第１章．ログインについて
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１-２ ログイン方法１-２ ログイン方法

STEP１

ログインが完了すると実績報告の一覧画面に移動します。

ログインURL
https://bus.tottori-guide.jp/login/

メールアドレス、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックし、
ログインします。

メールアドレスは交付申請の際、登録されたものになります。
パスワードは登録用URLから設定されたものになります。

ログイン方法についての説明です。

第１章．ログインについて
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１-３ パスワードを忘れた場合１-３ パスワードを忘れた場合

STEP１

STEP２

ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちらからパスワードを再設定し
てください。」という表示の「こちら」をクリックします。

登録されているメールアドレスを入力し「送信」ボタンをクリックします。

ログイン用パスワードを忘れた場合のパスワード再発行方法です。

第１章．ログインについて
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STEP４

新しいパスワードを（確認）も含めて二回入力した後、
「パスワードを変更する」ボタンをクリックする。

パスワードの再設定が完了すると、下記の画面に移動します。

１-３ パスワードを忘れた場合１-３ パスワードを忘れた場合

第１章．ログインについて

STEP３

パスワード再設定用メールに記載されているURLをクリックします。



第２章．事業所情報 7

２-１ 事業所情報の編集２-１ 事業所情報の編集

STEP２

「編集する」ボタンをクリックすると編集画面に移動します。

事業所情報の編集方法についての説明です。

STEP１

ログイン後、「事業所情報」をクリックします。

【必須項目について】
事業所情報の入力項目には必須項目があります。
事業所情報の入力（p.8~p.10）では、下記の記号で区別しています。

〇 … 必須項目
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２-１ 事業所情報の編集２-１ 事業所情報の編集

事業所情報の入力（１/３）

項目名 説明

〇旅行業登録 知事登録 都道府県を選択します。

〇旅行業登録 種 旅行業登録の種を入力します。
例）2

〇旅行業登録 号 旅行業登録の号を入力します。
例）4

〇会社名
事業所名を入力します。
㈱㈲は環境依存文字なので株式会社か（株）と入力します。
例）株式会社 鳥取観光

〇会社名 フリガナ 事業所名をカタカナで入力します。
例）カブシキガイシャ トットリカンコウ

営業所(支店)名 営業所名又は支店名を入力します。
例）倉吉営業所

〇郵便番号 郵便番号を入力します。
例）680-0000

〇必須項目

STEP３

必要項目を入力します。

※交付申請書の内容に基づいて、事業所情報が事前に入力されています。



項目名 説明

〇会社住所 都道府県 会社住所の都道府県を選択します。

〇会社住所 市区町村 会社住所の市区町村を入力します。
例）鳥取市寺町

〇会社住所 番地以降 会社住所の番地以降を入力します。
例）100番地

会社住所 ビル名 会社住所のビル名を入力します。
例）鳥取ビル

〇代表者 役職
代表者の役職を選択します。選択肢に無い場合は「その他」を
選択した後、カッコ内に役職を入力します。
※その他の場合 例）副部⾧

〇代表者 氏名 代表者の氏名を入力します。
例）鳥取 太郎

〇必須項目

第２章．事業所情報 9

事業所情報の入力（２/３）STEP３

必要項目を入力します。

※交付申請書の内容に基づいて、事業所情報が事前に入力されています。

２-１ 事業所情報の編集２-１ 事業所情報の編集



項目名 説明

担当者 所属 適当な箇所に担当者の所属を入力します。
例）総務 ／ 経理 ／ 窓口

担当者 役職 担当者の役職を入力します。
例）部⾧

〇担当者 氏名 担当者の氏名を入力します。
例）鳥取 太郎

〇電話番号 代表番号を入力します。
例）0123-456-7890

〇Email

システム登録用アドレスを入力します。
※メールアドレスは重複できません。
※システムからの通知メール(実績報告の承認・差戻しされた際)が届きます。
例）kaisha-email@example.jp

〇FAX
FAX番号を入力します。
例）0987-65-4321

第２章．事業所情報 10

事業所情報の入力（３/３）STEP３

〇必須項目

必要項目を入力します。

※交付申請書の内容に基づいて、事業所情報が事前に入力されています。

２-１ 事業所情報の編集２-１ 事業所情報の編集
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２-１ 事業所情報の編集２-１ 事業所情報の編集

STEP４

該当箇所に変更内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
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２-２ パスワードの変更２-２ パスワードの変更

STEP２

「パスワードを変更する」ボタンをクリックするとパスワード変更画面に
移動します。

ログイン用のパスワードを変更する方法です。

第２章．事業所情報

STEP１

ログイン後、「事業所情報」をクリックします。
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２-２ パスワードの変更２-２ パスワードの変更

STEP２

現在のパスワードを入力後、新しいパスワードを入力します。
新しいパスワードは（確認）も含めて二回入力します。

STEP３

入力したら「変更する」ボタンをクリックします。

第２章．事業所情報
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３-０ 一覧画面３-０ 一覧画面

実績報告一覧画面についての説明です。

検索項目についての説明 (p.15)
表示される実績報告の項目についての説明 (p.16)

第３章．実績報告

実績報告一覧画面

項目名 説明

事業所情報 事業所情報の詳細画面に移動します。

新規作成 実績報告の新規作成画面に移動します。
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３-０ 一覧画面３-０ 一覧画面

実績報告一覧画面の検索項目についての説明です。

第３章．実績報告

実績報告一覧画面（検索項目）

項目名 説明

年度 年度を入力します。
※検索対象のキーワードに完全に一致した実績報告が表示されます。

旅行商品名
又は受託団体名

旅行商品名又は受託団体名を入力します。
※検索対象のキーワードが含まれる実績報告が表示されます。

検索項目を入力して「検索」をクリックすると、実績報告が絞り込まれます。
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３-０ 一覧画面３-０ 一覧画面

第３章．実績報告

項目名 説明

旅行商品名又は受託団体名 実績報告の「旅行商品名又は受託団体名」が表示されます。
クリックすると実績報告の詳細画面に移動します。

作成日時 実績報告の作成日時が表示されます。

状態 実績報告の状態が表示されます。

【実績報告の状態】
実績報告の状態は提出・承認状況によって自動で更新されます。
状態の意味は、それぞれ以下の通りです。

「未確認」… 提出が完了した実績報告
「承認済み」 … すでに承認された実績報告
「差戻中」 … 差戻された実績報告
「未申請」 … 未申請（下書き）の実績報告
「中止」 … 中止した実績報告

実績報告一覧画面（メニュー）

実績報告一覧画面のメニュー（タブ）についての説明です。
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STEP１

３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成

ログイン後、「新規作成」ボタンをクリックすると、実績報告の新規作成画面に
移動します。

【入力必須項目について】
実績報告の新規作成時又は編集時（入力時）と、実績報告の報告時（提出時）では
入力必須項目が異なります。
実績報告の入力（p.18~p.24）では、それぞれを記号で区別しています。

〇 … 入力時 必須
● … 提出時 必須

事業所情報を新規作成する方法についての説明です。
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〇入力時 必須 ●提出時 必須

実績報告書の入力（１/３）

項目名 説明

報告状態 ※編集不可です。

●年度 実績報告の申請年度を選択します。

●報告書区分 「宿泊」「日帰り」のいずれかを選択します。

●交付決定通知書番号 交付決定通知の番号を入力します。
例）280 ／ 15

●交付決定通知書年月日 交付決定通知書の年月日を選択します。

●宿泊数
宿泊数を入力します。
※日帰りの場合は入力不要です。
例）1

●バス台数 バス台数を入力します。
例）2

〇●旅行商品名
又は受託団体名

旅行商品名又は受託団体名を入力します。
例）１泊２日旅行

●出発日
初班と最終班の出発日をそれぞれ選択します。
※複数班の設定がない場合は、初班・最終班ともに同一日を入力してく
ださい

STEP２

必要項目を入力します。

第３章．実績報告
３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成
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〇入力時 必須 ●提出時 必須
項目名 説明

●構成人数 構成人数を入力します。
例）20

●バス会社名 利用したバス会社名を入力します。
例）日本バス

●宿泊施設名称
利用した宿泊施設の名称を入力します。
※日帰りの場合は入力不要です。
例）鳥取旅館

●観光等施設名称 観光等で訪れた施設名称を入力します。
例）県立博物館

●食事施設名称 食事のために訪れた施設名称を入力します。
例）鳥取食事処

実績報告書の入力（２/３）STEP２

必要項目を入力します。

第３章．実績報告
３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成
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〇入力時 必須 ●提出時 必須

実績報告書の入力（３/３）STEP２

必要項目を入力します。

項目名 説明

補助金報告額 ※編集不可です。

担当者 所属 適当な箇所に担当者の所属を入力します。
例）総務 ／ 経理 ／ 窓口

担当者 職名 担当者の職名を入力します。
例）部⾧

●担当者 氏名 担当者の氏名を入力します。
例）鳥取 太郎

●電話番号 代表番号を入力します。
例）0123-456-7890

●FAX
FAX番号を入力します。
例）0987-65-4321

第３章．実績報告
３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成
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〇入力時 必須 ●提出時 必須

請求書の入力（１/４）STEP３

必要項目を入力します。

項目名 説明

●郵便番号 郵便番号を入力します。
例）680-0000

●会社住所 都道府県 会社住所の都道府県を選択します。

●会社住所 市区町村 会社住所の市区町村を入力します。
例）鳥取市寺町

●会社住所 番地以降 会社住所の番地以降を入力します。
例）100番地

会社住所 ビル名 会社住所のビル名を入力します。
例）鳥取ビル

第３章．実績報告

※「郵便番号」から「電話番号」までは登録されている事業所情報の内容が自動で
入力されています。

３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成



項目名 説明

●会社名
事業所名を入力します。
㈱㈲は環境依存文字なので株式会社又は（株）と入力します。
例）株式会社 鳥取

営業所(支店)名 営業所名又は支店名を入力します。
例）倉吉営業所

●代表者 役職
代表者の役職を選択します。選択項目が無い場合は「その他」を選択
した後、カッコ内に役職を入力します。
※その他の場合 例）副部⾧

●代表者 氏名 代表者の氏名を入力します。
例）鳥取 太郎

●電話番号 代表番号を入力します。
例）0123-456-7890

●銀行名 銀行名を入力します。
例）ゆうちょ銀行

●銀行名 フリガナ 銀行名をカタカナで入力します。
例）ユウチョギンコウ

22

〇入力時 必須 ●提出時 必須

必要項目を入力します。

請求書の入力（２/４）STEP３

第３章．実績報告

※「郵便番号」から「電話番号」までは登録されている事業所情報の内容が自動で
入力されています。

３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成



23

〇入力時 必須 ●提出時 必須

必要項目を入力します。

請求書の入力（３/４）STEP３

項目名 説明

●支店名 支店名を入力します。
例）〇〇一

●支店名 フリガナ 支店名をカタカナで入力します。
例）ゼロゼロイチ

●銀行コード 銀行コードを入力します。
例）9900

●支店コード 支店コードを入力します。
例）222

●預金種別 「普通」「当座」のいずれかを選択します。

●口座番号 口座番号を入力します。
例）9999911

●口座名義 口座名義を入力します。
例） カ）鳥取商事

●口座名義 フリガナ 口座名義をフリガナで入力します。
例） カ）トットリショウジ

第３章．実績報告

※「郵便番号」から「電話番号」までは登録されている事業所情報の内容が自動で
入力されています。

３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成
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〇入力時 必須 ●提出時 必須
項目名 説明

●最終行程表 最終行程表を添付します。

●バス利用証明書 バス利用証明書を添付します。

●宿泊施設利用証明書 宿泊施設利用証明書を添付します。 ※日帰りの場合は添付不要です。

●観光等施設利用証明書 観光等施設利用証明書を添付します。

●食事施設利用証明書 食事施設利用証明書を添付します。

請求書の入力（４/４）STEP３

必要項目を入力します。

第３章．実績報告

※「郵便番号」から「電話番号」までは登録されている事業所情報の内容が自動で
入力されています。

３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成



必要項目すべての入力ができたら、「保存」ボタンをクリックします。

25

STEP４

第３章．実績報告
３-１ 実績報告の新規作成３-１ 実績報告の新規作成
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３-２ 実績報告の編集・削除３-２ 実績報告の編集・削除

実績報告の編集と削除についての説明です。

STEP１

ログイン後、編集（削除）したい実績報告を検索します。

第３章．実績報告

STEP２

編集（削除）したい「旅行商品名又は受託団体名」をクリックします。
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STEP３

３-２ 実績報告の編集・削除３-２ 実績報告の編集・削除

「編集する」ボタンをクリックすると編集画面に移動します。→「STEP4-1」へ
(p.28)
「削除する」ボタンをクリックすると削除画面に移動します。→「STEP4-2」へ
(p.28)

第３章．実績報告

実績報告の状態が「未申請」の場合

ボタン名 説明 ページ番号

一覧へ戻る 実績報告の一覧画面に移動します p.14

編集する 実績報告の編集画面に移動します p.26

報告する 実績報告の提出画面に移動します p.29

中止連絡 実績報告の中止連絡画面に移動します p.36

削除する 実績報告の削除画面に移動します p.26

印刷プレビュー(実績報告書) 実績報告書の印刷プレビュー画面に移動します p.32

印刷プレビュー(請求書) 請求書の印刷プレビュー画面に移動します p.32

【ボタン操作による画面の移動】

※目的のボタンが表示されない場合は「実績報告の状態」を確認してください。 (p.16)
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STEP4-1

３-２ 実績報告の編集・削除３-２ 実績報告の編集・削除

第３章．実績報告

編集する場合

削除する場合STEP4-2

該当箇所に変更内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

「削除」ボタンをクリックして削除します。

一度削除されたデータは復元できないため、削除する場合は十分にご注意
ください。
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STEP１

３-３ 実績報告の提出３-３ 実績報告の提出

「報告する」ボタンをクリックします。

実績報告の提出方法についての説明です。

第３章．実績報告

「報告する」は実績報告の状態が「未申請」「差戻中」の場合のみ表示されます。
※それぞれの実績報告の状態については「３-０ 一覧画面」をご確認ください。 (P.16)

STEP２

入力内容又は添付書類に誤りが無いことを確認し、該当箇所にチェックを付けます。
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３-３ 実績報告の提出３-３ 実績報告の提出

第３章．実績報告

STEP３

「申請する」ボタンをクリックして実績報告書を提出します。

※実績報告の入力又は添付必須項目について
(p.17)

※必須項目に入力又は添付漏れがあった場合は、実績報告の編集を行ってください。
(P.26)

【実績報告の提出後の流れ】
提出後は鳥取県観光連盟が実績報告の承認処理を行います。

実績報告の「承認」又は「差戻」が行われると、
事業所情報に登録したメールアドレス宛に通知メールが届きます。 (P.31)
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３-３ 実績報告の提出３-３ 実績報告の提出

第３章．実績報告

●通知メール本文（実績報告の承認時）

※通知メールが届いたら、報告書・請求書を印刷し、
各種添付書類の原本と併せて鳥取県観光連盟宛に郵送してください。

※印刷の方法は「３-５ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)」を
ご確認ください。 (P.32)

●通知メール本文（実績報告の差戻時）

※差戻理由を確認して頂き、修正した実績報告を再度提出してください。

https://bus.tottori-guide.jp/.mypage/request/1/

https://bus.tottori-guide.jp/.mypage/request/1/
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３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)

実績報告の印刷プレビュー方法についての説明です。

第３章．実績報告

STEP１

ログイン後、印刷したい実績報告を検索します。

STEP２

対象の「旅行商品名又は受託団体名」をクリックします。
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STEP３

３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)

「印刷プレビュー(実績報告書)」ボタンをクリックすると実績報告書の印刷プレビュー
画面に移動します。→「STEP4-1」へ (p.34)

「印刷プレビュー(請求書)」ボタンをクリックすると請求書の印刷プレビュー
画面に移動します。→「STEP4-2」へ (p.35)

第３章．実績報告

「印刷プレビュー」ボタンは実績報告の状態が「承認済み」の場合のみ表示されます。
※それぞれの実績報告の状態については「３-０ 一覧画面」をご確認ください。 (P.16)
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STEP4-1 印刷プレビュー(実績報告書)の場合

３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)

第３章．実績報告

120,000 円

印刷用の画面が表示されますので、画面上部の「印刷する」をクリックして
印刷処理を行ってください。

印刷終了後は、画面上部の「戻る」をクリックすると実績報告の詳細画面に
戻ることができます。



STEP4-2
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印刷プレビュー(請求書)の場合

３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)３-４ 印刷プレビュー(実績報告書・請求書)

第３章．実績報告

田中製鉄

タナカセイテツ

田中製鉄

東京支店

トウキョウシテン

田中 太郎

印刷用の画面が表示されますので、画面上部の「印刷する」をクリックして
印刷処理を行ってください。

印刷終了後は、画面上部の「戻る」をクリックすると実績報告の詳細画面に
戻ることができます。
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３-５ 実績報告の中止３-５ 実績報告の中止

実績報告の中止についての説明です。

※やむを得ず実績報告を中止する場合は以下の手順で行ってください。
※中止連絡が完了すると鳥取県観光連盟に中止連絡メールが届きます。

第３章．実績報告

STEP１

ログイン後、中止したい実績報告を検索します。

STEP２

対象の「旅行商品名又は受託団体名」をクリックします。
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STEP４

３-５ 実績報告の中止３-５ 実績報告の中止

中止理由を入力した後、「連絡する」ボタンをクリックします。

第３章．実績報告

STEP３

「中止連絡」ボタンをクリックします。

「中止連絡」ボタンは実績報告の状態が「承認済み」「差戻中」の場合のみ表示されます。
※それぞれの実績報告の状態については「３-０ 一覧画面」をご確認ください。 (P.16)


