
【宿泊施設様向け】
オンライン説明会

１３時００分開始

カメラ・マイクは

常にオフ設定で

お願いいたします。

【宿泊施設様向け】オンライン説明会



本日のレジュメ

≪１３時００分～１３時４５分予定≫

①制度概要＜主な変更点＞について

・事業期間

・補助金の内訳

・補助金および上限額

②電子観光クーポンについて

③ワクチン検査パッケージ

＜主な変更点＞について

④各事業者様への予算配分について

⑤質疑応答

本日のレジュメ



「ウェルカニとっとり得々割」事務局

取扱注意

実施期間
令和５年１月１０日（火）～令和５年３月３１日（金）

（4月1日(土)チェックアウト分)

(各施設に配分された予算が無くなり次第終了)

Ver.2.0（2022年12月17日）

―ご注意ください―
本マニュアルは随時アップデートを行います。お読みになる前に最新版であるかご確認ください。
本マニュアルおよびQ&Aに記載のない事項については、事務局までお問い合わせください。
本資料に記載の情報は、記載日時点の情報です。
最新情報については、公式ホームページのQ&A等であわせてご確認ください。

事務局所在地 〒680-0846
鳥取県鳥取市扇町58 ナカヤビル２階

電話 0857-36-9091

FAX 0857-23-9500

E-mail tottori-travel@31.tripwari.jp（宿泊施設様専用）

営業時間 平日／09：30～17：00
土・日・祝日は休業 年末年始12/30～1/3休業

宿泊施設専用
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制度概要および令和4年12月27(火)までの
ウェルカニとっとり得々割との比較表

ウェルカニとっとり得々割
～令和4年12月27日(火)

【延長】ウェルカニとっとり得々割
令和5年1月10日(火)以降

期間 ～令和４年12月２７(火)
令和5年1月10日（火)

～令和５年３月３１(金)
※各施設に配分された予算が無くなり次第終了

利用対象者 日本国内に居住する旅行者

販売補助
(1人1泊or
1回あたり)

※端数は1円
未満切捨て

(切捨て分は
宿泊者負担)

旅行代金の40％
または

各商品の上限額

※宿泊施設からの申請
・直販（電話、自社HP）のみ可
・OTA(ｵﾝﾗｲﾝﾄﾗﾍﾞﾙｴｰｼﾞｪﾝﾄ)経由の予約
で現地決済分は申請不可

旅行代金の20％
または

各商品の上限額

※宿泊施設からの申請
・直販（電話、自社HP）のみ可
・OTA(ｵﾝﾗｲﾝﾄﾗﾍﾞﾙｴｰｼﾞｪﾝﾄ)経由の予約
で現地決済分は申請不可

※割引額の算出方法については８ページ以降参照

販売補助金

の申請

直販（電話・自社ホームページ）のみ可

※旅行会社･OTA(ｵﾝﾗｲﾝﾄﾗﾍﾞﾙｴｰｼﾞｪﾝﾄ)が手配する宿泊は、あらかじめ補助額を

差し引いた代金で販売し、旅行会社･OTA(ｵﾝﾗｲﾝﾄﾗﾍﾞﾙｴｰｼﾞｪﾝﾄ)が補助金申請
※OTA(ｵﾝﾗｲﾝﾄﾗﾍﾞﾙｴｰｼﾞｪﾝﾄ)経由の予約で現地決済分は申請不可

※申請方法については、別冊「精算実務マニュアル」参照

連泊制限
ひとつの旅程において７泊分まで ※利用回数の制限なし

※連泊制限を超えた旅行の取扱いについては１４ページ参照

既存予約
の取扱い

原則、補助対象
※但し、旅行開始日まで下記対応必須

①本事業適用の利用条件を案内
⇒旅行者の同意取得

②旅行者へ本事業の利用有無確認
➂旅行者の支払い済み代金有
⇒販売補助額を払戻し

原則、補助対象外
12/16以降の予約分が対象

※既存予約を取り消し、キャンペーン
対象商品に変更した際に生じる、
キャンセル料は旅行者負担

はじめに
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▍はじめに
本マニュアルは宿泊事業者様用に「ウェルカニとっとり得々割」の制度概要を記載したものです。

その他の各概要については、下記マニュアルをご参照ください。
・販売補助金の精算について
→別冊「精算実務マニュアル（宿泊施設用）」（以下、別冊「精算実務マニュアル」とする）

・ワクチン検査パッケージ実施要領について
→別冊「ワクチン検査パッケージ実施マニュアル（宿泊施設・旅行会社用）」

・電子クーポンに関する詳細について
→別冊「鳥取県電子観光クーポン 取扱いマニュアル」

区分 上限額

宿泊 5,000円

観光施設・体験ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
日帰り温泉・サウナ等

1,000円

区分 上限額

宿泊 3,000円
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ウェルカニとっとり得々割
～令和4年12月27日(火)

【延長】ウェルカニとっとり得々割
令和5年1月10日(火)以降

鳥取県

電子観光

クーポン

【配布額】

【利用可能施設】
飲食店･土産物店･交通機関･観光施設
体験アクティビティ･日帰り温泉･サウナ等
【利用期限】
令和４年12月28(水)まで

【配布額】

※配布基準額の確認方法については
１４ページ参照

【利用可能施設】
飲食店･土産物店･交通機関･観光施設
体験アクティビティ･日帰り温泉･サウナ等
【利用期限】
キャンペーン終了の翌日まで
※但し、スマホをお持ちでない方は、
チェックアウト日(旅行終了日)まで

休日と平日

の取扱いに

ついて

【定義】平日・休日一覧カレンダーは１９ページに掲載

※宿泊については、宿泊日とその翌日が、ともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合は、

その宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱う

宿泊者特典
割引券

【配布条件】
鳥取県民・島根県民以外の県内宿泊者

【配布枚数】
1人1泊あたり1枚

【割引額】
代金の40％(上限1,000円)

【利用可能施設】
観光施設･体験アクテビティ
日帰り温泉・サウナ等

本事業実施
の

都道府県
判断

【都道府県間の同意】不要

【事業停止等の判断】
各都道府県の申出により、
「目的地(割引対象県)」から除外可能
①重点措置区域となる場合

(緊急事態宣言措置区域･まん延防止等)

②感染状況の相当程度悪化等
により、国が事業停止判断

【都道府県間の同意】不要

【事業停止等の判断】
各都道府県の申出により、
「目的地(割引対象県)」から除外可能
①重点措置区域となる場合

(緊急事態宣言措置区域･まん延防止等)

②感染状況の相当程度悪化等
により、国が事業停止判断

利用区分 旅行代金 クーポン券

平日
5,000円

以上
3,000円

休日
2,000円

以上
1,000円

利用区分 旅行代金 電子観光クーポン

平日
３,000円

以上
２,000円

休日
2,000円

以上
1,000円
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予
約

お客様にご案内すること

◼ 新型コロナウイルス予防接種済証または陰性の検査結果通知書の提示が
必要であること(原本以外に画像や写し等の提示も可)

◼ 身分証明書(原本)による本人確認が必要であること
◼ 割引対象外プランの予約を受けた場合は、

キャンペーン対象外であることを必ず案内すること

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
時

④ 鳥取県電子観光クーポン取得カードの配布

利用にあたっては、次頁以降の制度詳細に則り実施すること
全てのSTEPにおいて、ワクチン検査パッケージに則った対応をすること

◼ 代表者に「全国旅行支援事業 同意確認書面」を記入していただく

※様式例は17ページ参照

※旅行会社・OTAからの予約の場合も必要です

記入漏れ・記入誤りがないか、必ず確認

① 「全国旅行支援事業 同意確認書面」を受領

◼ お客様に「宿泊利用確認書兼鳥取県電子観光クーポン取得カード受領確認
書」の利用者記入欄にご記入いただく

◼ お客様に鳥取県電子観光クーポン取得カードをお渡しする

※使用時までに“受取者のお名前”欄に、ご利用者様のお名前をご署名
頂くようご案内ください

チェックアウト日(旅行最終日)の記入漏れがないか、必ず確認

精
算

② ワクチン・検査パッケージの確認

◼ 対象者全員の予防接種済証または陰性の検査結果通知書と身分証明書
による本人確認を実施する
※後日確認は一切不可
※ワクチン・検査パッケージの詳細は別冊「ワクチン検査
パッケージ実施マニュアル」をご確認ください

③ 補助金適用後の金額で収受

販売補助金の算出誤りがないよう注意する
※補助額の算出方法については8ページ参照

毎月末日締、翌月20日までに申請

補助金の申請方法については別冊「精算実務マニュアル」をご確認ください
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休日・平日 カレンダー

宿泊については、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「平日」として扱います。

平日 休日

鳥取県電子観光クーポン配布額 2,000円 1,000円

配布基準額（宿泊代金） 3,000円以上 2,000円以上
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休日・平日 カレンダー

宿泊については、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「平日」として扱います。

平日 休日

鳥取県電子観光クーポン配布額 2,000円 1,000円

配布基準額（宿泊代金） 3,000円以上 2,000円以上
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▍（４）鳥取県電子観光クーポンの配布基準額

本事業では、鳥取県電子観光クーポンが定額で配布されるため、廉価な宿泊商品では、補

助金を受けることにより宿泊者への利益（逆ザヤ）が発生する場合があります。

そのような事態を防ぐ（宿泊者の実質負担額を0円以上にする）観点から、補助の対象とな

るすべての宿泊商品における鳥取県電子観光クーポン配布基準額（以下、電子観光クーポン

配布基準額とする）を設定します。

※配布基準額を下回る宿泊商品は、電子観光クーポンの配布対象にはなりません

また、他の割引クーポン等を利用した場合においても、割引後の宿泊代金が配布基準額を

下回る場合は、電子観光クーポン配布の対象外となります。

1人1泊あたりの宿泊代金 鳥取県電子観光クーポン

平日の場合
3,000円以上 2,000円

3,000円未満 配布なし

休日の場合
2,000円以上 1,000円

2,000円未満 配布なし

【鳥取県電子観光クーポン取得カード配布基準額の確認手順】
① 宿泊代金1人１泊あたりを算出します。

※1室あたりの料金で3人分の宿泊が予約されている場合は、按分して1人あたりを算出

② 電子観光クーポン配布基準額と①を比較し、①が電子観光クーポン配布基準額を下回る

場合は電子観光クーポン配布対象外です。

鳥取県電子観光クーポンについて

《注意事項》
■宿泊をキャンセルした場合、既に配布した電子観光クーポン取得カードの圧着シールが開封
されていない場合は、お客様から回収してください。
圧着シートが開封されている場合、回収できない場合はキャンセル分相当額を現金にて
収受してください。

■取得カードの誤配布について以下の場合は必ず事務局にご報告（誤配布報告書を提出）
ください。
《宿泊施設側の過失》
・電子観光クーポン取得カードを配布枚数よりも過剰に配布した場合。
・電子観光クーポン取得カードを配布枚数よりも少なく配布した場合。

《お客様側の過失》
・電子観光クーポン取得カードの配布後、宿泊がキャンセルとなったが、既に電子観光
クーポン取得カードの圧着シールが開封されていた場合、回収できない（紛失等）
場合は、キャンセル分相当額を現金にて収受。
実績報告で相殺します。

■連泊の場合は可能な限り、1泊ずつ配布する
※ただし、宿泊キャンセル時に取得カードの圧着シールが開封されていた場合、回収で
きない（紛失）場合に相当代金をご返還いただくことを条件に、まとめて配布するこ
とを可とする。

◼ チェックアウト日(旅行最終日)の記入がないものは利用不可
◼ 鉛筆や消せるペンなど、消える筆記用具使用は不可
◼ 本事業の適用可否の確認前に電子観光クーポン取得カードを渡さない
◼ 対象者以外に電子観光クーポン取得カードを配布してしまった場合は回収する
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鳥取県電子観光クーポンについて

▍鳥取県電子観光クーポン取得カードの配布

① 鳥取県電子観光クーポンの配布対象であることを確認

② 宿泊利用確認書兼鳥取県電子観光クーポン受領確認書の利用者記入欄にご記入いただく

③ 宿泊代金の受領後、チェックアウト日(旅行最終日)を記入したものを利用者に配布する

※取得カードにお名前を記入頂いてください

④ １グループに1枚必要に応じて利用方法のチラシをお渡しください

《鳥取県電子観光クーポン取得カード等の配送スケジュール》

１月５日（木）までには各施設様へ到着予定

■鳥取県電子観光クーポン取得カード

■お客様配布用チラシ「鳥取県電子観光クーポンの受領・ご利用方法について」

■ウェルカニとっとり得々割・宿泊施設専用・制度マニュアル【改訂版】

■ワクチン検査パッケージ実施マニュアル【改訂版】

《鳥取県電子観光クーポン取得カード サンプル》

お客様チェックアウト日
（旅行最終日）を宿泊施
設にて記入ください。

お客様に記入を頂いてください。

必要に応じて１グループに１枚を目安
にお配りください。
※割当ての在庫がなくなったらコピー
対応お願いします。

表面

裏面

中面
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ワクチン検査パッケージ
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ワクチン検査パッケージ
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追加予算枠申請書
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販売状況調査依頼書面
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