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利用条件 （居住地確認のための本人確認書類の提示等）

宿泊・旅行の内容について

ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果の提示について

地域クーポン券について

地域クーポン券（電子版）「regionPAY」について

キャンペーンの販売・利用停止について

参考：カレンダー

全国旅行支援

「新たな福岡の避密の旅」
観光キャンペーン
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※ 2023年4月以降のキャンペーンに関する【よくあるご質問】です。



よくあるお問合せ 2023/5/2 更新

キャンペーンの目的を教えてください。

新型コロナウイルス感染症拡大により落ち込んだ観光需要の回復を図り、深刻な影
響を受けている県内観光関連事業者を支援するため、福岡県を目的地とする旅行・
宿泊サービス（県民の県内旅行を含む）に対する助成及び旅行期間中に使用可能な
クーポン券を付与することで、日本全国から観光需要及び観光消費を喚起すること
を目的としています。
本事業は、国の財政支援を受けて福岡県が実施する全国を対象とした観光需要喚起
策です。

キャンペーンの概要を教えてください。

利用法は下記の2つです。
①対象となる宿に直接予約をした後、「宿泊施設直接割引『STAYNAVI』（以降
「宿直割引」という）」のサイトから宿泊割引クーポン券を取得し、宿泊代金の割
引を受ける。
②対象となる旅行事業者から旅行商品を購入し、「旅行商品割引」を受ける。

また、旅行日・旅行代金の利用額に応じて、旅行先の飲食店、土産物店、観光施設
などで利用できる地域クーポン券（電子版）を特典として配付致します。

助成額はいくらですか。

宿泊代金・旅行代金の20％です。
但し、次の上限額までの助成となります。
・宿泊を伴う旅行商品（宿泊のみ）:3,000円（1人1泊あたり）※宿直割引含む
・日帰り旅行商品商品 :3,000円（１人あたり）
・宿泊を伴う旅行商品（交通付） :5,000円（１人１泊あたり）

上記に加え、地域クーポン券（電子版）:平日2,000円 /休日1,000円※1人1泊/１人
あたりを付与します。

いつが休日ですか。

●宿泊を伴う旅行
土曜日、その翌日が祝日である日曜日、もしくは祝日またはその翌日が土曜日であ
る祝日を「休日」とします。
平日は、休日以外の日です。
※本書面の最終ページにカレンダーを掲載しています。

●日帰り旅行
休日は、土曜日、日曜日または祝日です。平日は、休日以外の日です。
※本書面の最終ページにカレンダーを掲載しています。
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代金の下限はありますか。

●旅行商品割引、宿直割引においては旅行代金または宿泊代金の日別平均単価が下記
を下回る商品は対象外です。

平日3,000円 / 休日2,000円 ※1人1泊/１人あたり
※次のような算出式で当該旅行日程の最低旅行代金を算出します。

（平日数× 3,000円+ 休日数× 2,000円）× 参加人数 …①
合計旅行代金と①を比較し、旅行代金が①を下回る場合は助成の対象外です。

助成金予算が上限に到達した場合、どうなりますか？

その時点でキャンペーンは終了となります。
旅行会社の窓口やインターネット宿泊予約サイトで助成対象の商品購入をしていた場
合、またSTAYNAVIより宿泊割引クーポンを発行できていれば、助成は受けられます。

対象となる宿泊施設や旅行会社はどこですか？

●宿直割引においてはSTAYNAVIに掲載された宿泊施設です。
●旅行商品割引においてはこちらをご確認ください。
ただし、宿泊を伴う旅行については旅行事業者によって取り扱いする宿泊施設が
異なります。

全国旅行支援（「新たな福岡の避密の旅」観光キャンペーン）はどのようにしたら利
用できますか。

予約方法は以下の3通りです。
■旅行会社の窓口等
・対象となる商品かどうかを確認し、割引を受けて旅行商品を購入してください。

■インターネット宿泊予約サイト
・各社サイトの規定に従ってください。

■宿泊施設への電話予約又は宿泊施設公式サイトでの予約
・対象となる宿泊施設へ直接宿泊を予約後、STAYNAVIで会員登録及び宿泊割引
クーポン券を発行し、当日チェックインの際に宿泊割引クーポンを提示くだ
さい。
宿泊代金から割引クーポン額を引いた金額を宿泊施設と精算してください。
※予約時に対象となる商品かどうかを確認願います。

※すべての利用方法において、宿泊チェックイン時または旅行開始時に
本人・居住地確認のため本人確認書類（有効期限内のもの、原本）の提示が
必要になります。
2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は
必要なくなりました。

キャンペーン全般
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日数の制限はありますか。

宿泊を伴う旅行（宿泊のみ・交通付き）の場合、1旅行予約単位にて7泊までが助成
対象です。
7泊+7泊と連続した日付で別々のホテルを予約した場合も7泊分だけの助成対象と
なります。別々の予約であっても、実質的な旅行内容として連続性がある場合は、
7泊分までが上限となります。
※宿直割引・旅行商品割引共通

例）
パターン① 同じホテルで連続して8泊以上の滞在。
STAYNAVIで1月10日～1月17日チェックアウトの7泊分の宿泊割引クーポンを取得
しAホテルに宿泊。その後、旅行会社／予約サイト（OTA）で予約したAホテルに
1月17日～1月24日チェックアウトの7泊宿泊する。
→→→1月10日～の7泊のみ助成対象となります。

パターン② 別のホテルで連続して計8泊以上の滞在。
STAYNAVIで1月10日～1月17日チェックアウトの7泊分の宿泊割引クーポンを取得
しAホテルに宿泊。その後、旅行会社／予約サイト（OTA）で予約したBホテルに
1月17日～1月22日チェックアウトの5泊宿泊する
→→→→1月10日～の7泊のみ助成対象となります。

利用回数に制限はありますか。

回数の制限はありません。

子どもも使用可能ですか。

子供や乳幼児（施設使用料のみ発生する添い寝幼児及び無料の幼児等）も割引の対
象人数に含めることが可能です。
子供や乳幼児を対象にするかしないかはお客様で決めていただく事ができますが、
宿泊代金によっては割引額や地域クーポン券（電子版）の配布対象外となる場合が
あります。

助成額に大人・子どもの違いはありますか。

ありません。
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4

キャンペーン全般

キャンペーン開始日より前に予約した宿泊や旅行（既存予約）は対象になりますか。

なりません。
全国旅行支援対象商品販売開始日2022年12月27日以降に予約がなされた対象旅行商品
が補助の対象となります。また、4月1日以降の旅行助成の適用は、3月20日以降の予約
分からが対象となります。（3月19日以前の既存予約分は助成対象外）
ただし、例外として受注型企画旅行については、「確定書面」の交付日が全国旅行 支
援対象商品販売開始日（2022年12月27日※ただし 2023年4月1日以降の旅行は2023
年3月20日）以降であって、旅行の実施日が利用期間の条件を満たせば、補助対象とな
ります。なお、インターネット予約サイト等で全国旅行支援対象商品販売開始日より前
に予約がなされていたが、全国旅行支援対象 商品販売開始日以降に、全国旅行支援の
補助適用となるクーポン等を付与したとしても補助の対象外となります。

上記に加えて、下記全ての条件を満たす必要があります。
・利用者と事業者双方で「キャンペーン対象」とすることに合意する。
・利用者が対象とする条件（本人・居住地確認）を満たすか確認する
（2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。）
・利用者の支払済み代金から20%相当額を返金する（但し上限が 宿泊のみ1泊3,000
円/交通付き1泊5,000円）
・事業者と宿泊施設等との間で地域クーポン券（電子版）付与の準備をする（※）
※各種条件については後述します。
※事業者の都合により上記の対応ができない場合（事業者登録が未完了であ
る、返金対応が難しい商品である等）は、キャンペーン対象となりません。

※4月27日以前に予約・購入時に利用条件（ワクチン・検査）を理由に補助の対象外と
した旅行は、2023年5月8日以降の旅行であっても補助の対象外となります。 （2023
年5月8日追記）

その他の助成キャンペーンと併用できますか。

本キャンペーンの宿直割引と、国が実施する他の旅行助成との併用（※1）・同時
（※2）利用はできません。
※１ 併用とは：利用上限金額に上乗せする形で他のキャンペーンと組み合わせて利用
すること
※２ 同時利用とは：利用上限金額内で他のキャンペーンと組み合わせて利用すること

市町村が行う助成制度と併用できますか。

併用・同時利用※は妨げません。
その場合、市町村が行う助成制度の割引額を先に引いて、その後の宿泊代金・旅行代金
に対して本キャンペーンを適用します。旅行商品割引においては割引後の旅行代金が前
項のとおり、1人1泊あたり平日 3,000 円／休日 2,000 円 未満となった
場合、販売助成金の対象外となります。
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キャンペーン全般

企業の福利厚生等の組織会員向けの割引との併用は可能ですか。

事務局としては妨げませんが、各事業者へお問い合わせください。
利用しようとする事業者が利用可能とした場合は併用可能です。
その場合、割引額を先に引いて、その後の宿泊代金・旅行代金に対して本キャン
ペーンを適用します。旅行商品割引においては割引後の旅行代金が前項のとおり、
1人1泊あたり平日 3,000 円／休日 2,000 円 未満となった場合、販売助成金の対象
外となります。

宿泊予約サイト等のクーポンやポイントとの併用は可能ですか。

事務局としては妨げませんが、各事業者へお問い合わせください。
但し、割引クーポン等は利用後の宿泊代金が基準となります。
旅行商品割引においてはポイント利用後の旅行代金が前項のとおり、1人1泊あたり
平日 3,000 円／休日 2,000 円 未満となった場合、販売助成金の対象外となります。
また、ポイント等は現金と同様の支払い手段として利用する場合については割引後
の宿泊代金・旅行代金の支払いにご利用いただけます。
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6

なぜ本人確認・居住地確認をする必要があるのですか。

本事業の助成金交付の対象とするためには本人確認・日本国内の居住を確認できる身
分証の確認が必ず必要になります。本人確認等は、旅行当日（宿泊を伴う場合は
チェックイン時に、日帰り旅行の場合はご出発時）に行います。

本人確認書類（日本国内に居住していることが確認できるもの）の確認は、
宿泊・旅行する全員分必要ですか？

代表者だけでなくキャンペーン利用者全員の確認が必要です。
但し、同一学校、同一事業所の企業等が参加する団体旅行においては特例として学
校・事業所の所在地を居住地とみなすため、参加者全員分の確認は不要です。
ただし、同一学校で参加する団体旅行においては学校の職員が引率することを基本と
します。学校職員の引率がない場合、学校長の証明が必要となります。
※「学校等の活動に係る利用」で、配宿行為を伴う特定の大会への参加を目的とする
場合は「全国旅行支援」事業の対象外です。

本人確認書類（日本国内に居住していることが確認できるもの）は、いつ提示するの
ですか。

●宿泊旅行であればチェックイン時に宿泊施設へ提示してください。
●日帰り旅行であれば、旅行日当日（集合時）に旅行会社（添乗員または旅行事業者
が定める現地係員）へ提示してください。

利用条件 （居住地確認のための本人確認書類の提示等）
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7

利用条件 （居住地確認のための本人確認書類の提示等）

本人確認・居住地確認の書類で有効なものを具体的に教えてください。

＜本人確認書類（有効期限内のもの）※原本＞
◆1点で認められるもの（1枚で氏名および写真が確認できる書類）
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）、
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

◆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、
国内の自治体が発行した本人のワクチン接種証明書

※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。
旅券（パスポート）に現住所記入欄がない場合は、下記の居住地確認補助書類が
必要になります。

＜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、住民票の写し（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

旅行当日、本人・居住地確認書類の提示ができない場合はどうすればいいですか。

後日送付などでの提示は認められないことから、助成金交付の対象外です。

旅行申込は旧姓で予約しましたが、当日の本人確認書類が新姓である場合は
どうすればいいですか。

助成金交付の対象外です。旅行申込記録と本人確認書類の氏名は同一である
必要があります。
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利用条件 （居住地確認のための本人確認書類の提示等）

外国人の旅行は本事業の対象ですか。

日本国内居住者であれば、外国人でも利用可能です。
そのため、観光・ビジネス目的などの短期滞在となる在外の外国人は助成金交付の対象
外です。

日本在住の外国人の場合、本人・居住地確認のための書類について具体的に教えてくだ
さい。

外国人における本人・居住地確認のための書類は次のとおりです。
・在留カード
・特別永住者証明書・外国人登録証明書

（在留の資格が特別永住者のものに限ります。）
在留管理制度の対象とならない次に該当する方は、次の書類にて確認を行います。
【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

【外交官】
・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

日本へ一時帰国中の海外在住の日本人は対象ですか。

対象者は、日本人であっても日本国内居住者に限られています。
海外在住で一時帰国中の日本人で現在国内での居住実態がない人は助成金交付の
対象外です。

予約したグループの中にキャンペーン条件を満たさない人がいる場合、条件を満たす人
のみ割引対象にすることは可能ですか？

ご予約グループの中にキャンペーン条件を満たさない方（本人確認書類を持参しない
方）がいる場合、基本は条件を満たさない方のみが割引対象外となります。
ただし、以下のような例外もございます。
例外１）宿泊施設や旅行事業者によっては一部での対応ができない（グループ全体が割
引対象外となる）場合もございます。お申込み先の宿泊施設や旅行事業者へご確認くだ
さい。
例外２）県またぎの同状況時の回答は、旅行商品の場合は、各県にご確認ください。

2023年5月8日以降も本人確認は必要ですか。

居住地確認や不正対策の観点から、本人確認は、引き続き必要となります。
2023年5月8日以降の宿泊・旅行における利用条件の変更は、ワクチン接種歴および

陰性の検査結果の確認のみが不要となるものです。
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宿泊・旅行の内容について

ビジネス向け(出張)の旅行は対象になりますか？

対象となります。

公費による出張等は、助成対象となりますか。

公費による「出張」及び「修学旅行の引率」等につきましては、助成金交付の
対象外です。

宿泊施設等が実施している「日帰り入浴プラン・日帰り入浴昼食付きプラン」は
割引の対象ですか？

●宿直割引においては対象外です。
●旅行商品割引においては、条件を満たした場合は対象となります。
自家用車での旅行や、宿泊施設の送迎バスを利用した日帰り入浴プラン 及び 日帰り
入浴昼食付プランは対象外です。
詳しくは各事業者へお問い合わせください。

日帰りの観光やアクティビティ、食事や入浴のみでも使えますか。

ご利用いただけません。

鉄道、船舶、レンタカーなどの交通単品商品は対象ですか？

●宿直割引においては対象外です。
●旅行商品割引においては、条件を満たした夜行フェリー等は「宿泊施設に準ずる
もの」とみなして旅行商品割引の対象とすることができます。
詳しくは各事業者へお問い合わせください。

本事業の対象外となる期間が含まれた宿泊や旅行は対象になりますか。

助成の対象外です。宿泊・旅行期間において、対象期間内・対象期間外に相当する
宿泊代金・旅行代金を区別して確定できない場合（包括料金等）は、全体として助
成の対象外です。
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宿泊税・入湯税への支払いは可能ですか。

●宿直割引においては入湯税・宿泊税が予めプランに含まれている場合は総額に含
みます。入湯税・宿泊税が現地払いの場合は含めません。
●旅行商品割引においては旅行出発までに予約が完了し、旅行代金として確定して
いる必要があります。

助成額の計算の基礎となる宿泊代金・旅行代金は税込みですか。

税込価格が基準となります。

新型コロナウィルス感染症対策はどうしていますか。

新型コロナウイルス感染症対策（消毒設備の設置、宿泊者を把握するための
宿泊客名簿への正確な記載等）を講じている事業者を助成対象としています。
キャンペーンで利用する宿泊施設においては「感染防止認証マーク」を、
本キャンペーンの参加条件としています。
また、地域クーポン券利用対象施設は福岡県の「感染防止宣言ステッカー」または
「感染防止認証マーク」を掲示していることを、本キャンペーンの参加条件として
います。
※２０２３年５月８日以降、上記「感染防止認証マーク」や「感染防止宣言ステッ
カー」の制度は終了しております。
また、キャンペーン利用者には、宿泊施設でのチェックイン時、助成利用する全員
分のワクチン3回接種、または検査通知書（陰性のもの）の提示の確認を利用条件と
しています。（2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査
結果の提示は必要なくなりました。）

宿泊・旅行の内容について
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ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果（有効期限内のもの
で検査結果が陰性のもの）の提示が必要ですか？

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必要
なくなりました。証明の提示が必要です。

“ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果（有効期限内のも
ので検査結果が陰性のもの）の提示”がなぜ必要なのですか？

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必要
なくなりました。本キャンペーンでは、国が公表している「旅行業・宿泊業におけるワ
クチン・検査パッケージ運用ガイドライン」等のガイドラインに則した対応を国から求
められております。
この「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ」を基に、ワクチン接種歴(ワ
クチンを３回接種済であるもの)または検査結果（有効期限内のもので検査結果が陰性の
もの）の提示が必要となりました。

宿泊旅行の利用者のみの利用条件ですか？

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必要
なくなりました。宿泊旅行・日帰り旅行のどちらも、ワクチン接種歴(ワクチンを３回接
種済であるもの)または検査結果（有効期限内のもので検査結果が陰性のもの）の提示が
利用条件となります。

福岡県民がキャンペーンを利用する場合は利用条件に含まれないのですか？

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必要
なくなりました。いいえ。福岡県民であっても、ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済
であるもの)または検査結果（有効期限内のもので検査結果が陰性のもの）の提示が利用
条件となります。

どのようなものを準備したらよいですか？

下記の書類②を準備してください。
※ 確認の際に提示ができない場合は助成金交付の対象外です。

①割引利用者全員のワクチン接種歴を証明できるもの、もしくは、検査結果通知書（陰性のもの）
ワクチン接種証明は予防接種済証や接種記録書、接種証明書、接種券（接種歴を確認できるもの）。た

だしワクチンを３回接種済であるもの。
検査結果通知書は検査結果が確認できるもので有効期限内のもの。
PCR検査等・抗原定量検査は3日前以降、抗原定性検査は前日または
当日の検体接種による検査結果。

※検査キット等を個人で購入して、ご自身で行った検査の結果は、有効な検査結果として取扱うことがで
きません。所定の検査場所にて受検し、検査結果通知書を取得したうえで、確認の際に提示してください。

②割引利用者全員の日本国内の居住を確認できる身分証（運転免許証、健康保険証等）
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・各検査の有効期限は以下のとおりです。
◎PCR検査・抗原定量検査＝検体採取日+3日（検体採取日の３日後まで有効）
◎抗原定性検査＝検体採取日+１日（検体採取日の翌日まで有効）

・検査結果通知書には次の７項目が揃っていることが必要です。
①氏名 ②結果（陰性） ③検査キットの製品名 ④検査日 ⑤事業所名
⑥検査管理者氏名 ⑦有効期限
※上記7項目の記載が揃っていない場合は無効となります。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。

ワクチン接種証明または検査結果の確認は、旅行する全員分必要ですか？

2023年5月8日以降の宿泊・旅行において提示する必要はなくなりました。
代表者だけでなくキャンペーン利用者全員の確認が必要です。
但し、ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果（有効期限
内のもので検査結果が陰性のもの）の提示の条件を満たした同居する親等の監護者が
同伴する場合の12歳未満の子ども、及び学校等の活動に係る利用は確認不要です。

「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」の例外にあ
たる、「学校等の活動に係る利用」の具体的な例はどのようなものがありますか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。学校教育活動の一環である修学旅行や高校体育連盟などが主催す
る大会への参加などです。

ワクチン接種証明または検査結果通知書（有効期限内のもので検査結果が陰性のも
の）は、いつ提示するのですか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行において提示する必要はなくなりました。
●宿泊旅行であればチェックイン時に宿泊施設へ提示してください。
●日帰り旅行であれば、旅行日当日（集合時）に旅行会社（添乗員または旅行事業者が定める現地係
員）へ提示してください。
検査結果通知書（検査結果が陰性のもの）は有効期限内のものを提示してください。
※取扱旅行会社窓口等で旅行を購入する際に予防接種済証等（ワクチンを３回接種済であるもの）を確
認済みと分かる場合、当日の提示は必要ありません。検査結果通知書(陰性のもので有効期限内のもの)
は宿泊当日確認必須です。

旅行当日にワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果を忘れ
てしまった場合はどうしたらよいですか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行において提示する必要はなくなりました。
確認書類は後日提出は認められておりません。
身の回りに抗原定性検査を実施できる場所があれば、検査してください。
実施が難しい場合は、助成金交付の対象外です。

証明書類は原本の提示が必要ですか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。
割引利用者全員の日本国内の居住を確認できる身分証は原本の提示が必要です。
ワクチン接種証明、検査結果通知書については、画像や写し等でも構いません。
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ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果の提示について

長期の宿泊・旅行などの場合は滞在中、検査しなおすことが必要ですか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。
当該旅行・宿泊開始日にワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果（陰性かつ
有効期限内のもの）を提示すれば滞在中の再検査は必要ありません。
（例）
一つの旅行商品もしくは個人で直接複数の施設を予約している場合、初泊にて陰性証明有効な検査結果
通知書が確認できればその旅行全体に適用されます。ただし、２泊目以降は初泊でないことの証明が必
要です。
初泊でないことの証明書類の例：往路の搭乗証明書（JR乗車証明）と初泊施設の領収証、全体の行程表、
宿泊証明など（書面ではなく、メール画面でも可）

同伴する同居の親等の監護者が、ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)
または検査結果（有効期限内のもので検査結果が陰性のもの）の提示を行わない場合
でも、12歳未満の子どもに対してキャンペーン利用を希望する場合は、12歳未満の子
どもは証明書類の提示が不要となりますか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。
同伴する同居の親等の監護者が、ワクチン接種歴(ワクチンを３回接種済であるもの)または検査結果
（有効期限内のもので検査結果が陰性のもの）の提示を行わない場合、 12歳未満の子どもに対して
キャンペーン利用を希望する場合は、12歳未満の子どもはワクチン2回接種証明書類または検査結果
（有効期限内のもので検査結果が陰性のもの）の提示が必要となります。

同伴する同居の親等の監護者以外（例：別居の祖父母等）が同行する場合、ワクチン
接種歴（ワクチンを3回接種済みであるもの）または検査結果（有効期限内で検査結果
が陰性のもの）の提示を行う場合も、12歳未満の子どもは証明書類の提示が不要とな
りますか。

2023年5月8日以降の宿泊・旅行においてワクチン接種歴または検査結果の提示は必
要なくなりました。
同伴する同居の親等の監護者が同行せず、代わりに祖父母が同行する場合や、学校等の活動に係る利用
以外の場合（例：課外活動での合宿でコーチや先生が同行する場合等）、
ワクチン接種歴（ワクチンを3回接種済みであるもの）または検査結果（有効期限内のもので検査結果
が陰性のもの）の提示を行いキャンペーン利用を希望する場合は、
12歳未満の子どももワクチン2回接種証明書類または検査結果（有効期限内のもので検査結果が陰性の
もの）の提示が必要となります。

5月8日以降はワクチン接種歴・検査結果の確認が不要となりましたが、ワクチン・検
査の利用条件を理由に補助の対象外となっていた既存の予約・購入済みの旅行は補助
の対象にできますか？

４月27日までに、全国旅行支援の対象外として予約・販売している旅行は、5月8日以
降の旅行であっても補助金の対象とはなりません。（2023年5月8日追記）
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どこでもらえますか。

宿泊施設または旅行会社にて配付いたします。
(1)宿泊を伴う旅行の場合：宿泊施設チェックイン時に、宿泊事業者が配付
(2)日帰り旅行の場合 ：旅行日当日に旅行事業者（添乗員または旅行事業者が

定める現地係員）より配付

地域クーポン券（電子版）とはどのようなものですか。

「regionPAY」のシステムを利用します。スマートフォンにアプリを入れていただ
き利用いただきます。宿泊施設や旅行会社が発行するQRコードが印刷された紙から
QRコードを読み取り、1ポイント1円としてご利用いただけるポイントをチャージし
ていただき、加盟店で利用いただきます。

スマートフォンをお持ちでない方は、QRコードの印刷された紙を店舗に提示いただ
くことで利用いただけます。
但し、店舗によってはスマートフォンのアプリによる支払いのみ受け付けるところ
もあります。

いくら分配布されますか。

下記のとおり、助成額及び旅行日、利用事業者により配付する金額が異なります。

(1)宿泊を伴う旅行商品の場合 （1人1泊あたり）
(2)日帰り旅行商品の場合（購入は旅行会社に限られます）（1人1日あたり）

※添乗員または現地係員のいない日帰り旅行は助成の対象外です。

地域クーポン券（電子版）について

旅行商品割引 旅行種別
地域クーポン券 配布枚数

平日 休日

宿泊を伴う旅行（１人1泊あたり）
日帰り旅行（添乗員・現地係員付）（１人1回あたり）

2,000円 1,000円
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どこで使えますか。

利用可能施設（取扱店）として登録した施設になります。
キャンペーン特設サイト、アプリにてご確認いただけます。

利用期間はいつまでですか。

旅行期間中に限ります。
日帰り旅行の場合は旅行当日中です。
宿泊旅行の場合はチェックイン日からチェックアウト日までです。

お釣りは出ますか。

出ませんが、「regionPAY」は１円単位で決済が可能ですので、残額は期間内に対
象店舗で利用可能です。

使わなかった地域クーポン券は払い戻しできますか。紛失時の再発行はできますか。

紛失の場合は、再印刷・再発行共に致しかねます。アプリへのチャージ前に紛失し
ないようご注意ください。

福岡県以外の県の全国旅行支援を利用した際に取得した地域クーポン券を福岡県内
のお店で利用したいのですが利用できますか。

利用できません。

福岡県の全国旅行支援を利用した際に取得した地域クーポン券を他県にあるお店で
利用したいのですが利用できますか。

利用できません。

地域クーポン券について
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旅行を取り消した場合、地域クーポン券はどうすればいいでしょうか。

地域クーポン券の返還が必要ですので予約された事業者へお問い合わせください。
原則として、旅行に実際に参加することでキャンペーンは適用となるため、100％の
取消料を払っていても、旅行自体に参加していないため地域クーポン券の利用はで
きず返還が必要となります。クーポンを返還せず不正に利用された場合、予約され
た事業者より使用額相当分の返金を求められる可能性があります。

紙クーポンの利用と、アプリの利用で違いはありますか。

使える金額・有効期限などに違いはございません。
紙クーポン利用の場合、使用できる店舗が限られるケースがございます。またアプ
リの利用をしていただくことで、利用可能店舗の検索・参照や地域クーポン券の残
額確認など便利な機能もございます。
※紙クーポン利用の場合で残額を確認したい場合は、利用店舗で利用時に確認、又
は、コールセンターにお電話の上ご確認ください。

近くの使えるお店のマップピンの色分けの理由は何でしょうか。

青…MPM（アプリ利用のみ対応可能）のみ対応可能なお店
赤…MPM＋CPM（アプリ利用、紙クーポン利用ともに）対応可能なお店

有効期限内に地域クーポン券を使い切れないのですが、お店で換金してもらえませ
んか。

クーポンの残額分を加盟店舗で換金することはできません。
有効期限内に全額お使いいただけない場合は、そのまま失効となりますので、ご了
承ください。

宿泊施設や旅行会社が発行した地域クーポン券を紛失してしまいました。再発行し
てもらいたいです。

紛失の場合は、再印刷・再発行共に致しかねます。アプリへのチャージ前に紛失し
ないようご注意ください。

地域クーポン券の有効期限はいつまでになりますか。

【日帰り】 旅行当日の23:59 までとなります。
【宿泊プラン】 チェックイン日からチェックアウト日の 23:59 までとなります。
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地域クーポン券（電子版）「regionPAY」について
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紙クーポンのポイントを一部使用していますが、残高をアプリにチャージすること
はできますか。または、アプリにチャージ後、紙クーポンとして利用はできますか。

紙クーポンで一部ポイント使用後に、残額をアプリチャージ・使用することは可能
です。ただし、一度でもアプリチャージされると、残額を紙クーポンとして使用す
ることはできませんのでご注意ください。
※紙クーポンで一部ポイントを使用後、残額をアプリにチャージされた場合は紙
クーポンで利用された履歴はアプリ上ではご確認頂けません。

グループ内の地域クーポン券を誰か1人にまとめてチャージしてもよいでしょうか。

グループ内での（ご利用者様同士での）合意があれば可能です。
但し、それに伴うトラブル等については事務局では一切の責任を負いかねます。

地域クーポン券と現金・電子マネー・クレジットカードを併用して決済は可能です
か。

可能です。ただし、加盟店側の事情により併用ができない店舗があるため事前にご
確認をお願いします。

regionPAYのログイン時に必要なパスワードを忘れたのですが、どうしたらよいで
すか。

アプリログイン画面下部にある「パスワードをお忘れの方はこちら」よりパスワー
ドの再設定をお願いいたします。
※パスワード：8文字以上の数字・大文字の英字・小文字の英字

自身で設定したセキュリティロックのパスコードを忘れたのですが、どうしたらよ
いですか。

一度アプリをアンインストールし、再度インストールして同じアカウントでログイ
ンしてください。なお、残額は引き続きご利用いただけます。
※パスコード：利用者自身で設定可能な4桁の数字
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店舗のQRコードや地域クーポン紙面に記載のQRコードの読み取りができないので
すが、どうしたらよいですか。

【支払時・チャージ時ともにQRコードが読み取れない場合】
利用端末の電波状況・読取カメラの汚損がないかの確認をお願いいたします。
【画面が真っ黒になる場合】
カメラの設定を許可していない可能性が高いため、カメラの許可設定を再度ご確認
お願いいたします。
【読み取りができる状態で一度QRコードを読み込み、戻るボタンを押すと真っ黒な
画面になる場合】
アプリが最新のものかご確認いただき、最新でなければアップデートをお願いいた
します。

regionPAYアプリの利用をやめたいのですがどうすればよいですか。

【通常時】
regionPAYアプリより、自身で退会していただけます。
・各地域の退会＝退会した地域のポイント消失、お知らせ受取不可になります。
・regionPAYの退会＝regionPAY自体の退会になるため一切の情報消失、全てのお知
らせ受取が不可となります。

★ログインtop画面の左側にあるメニューバーより「ヘルプ」をタップ
→ヘルプ最下部にある退会希望QA内『退会フォーム』をタップ
→ログイン画面に移行する為再ログイン
→退会項目を選択の上『手続きに進む』をタップ（※ここで各地域又はregionPAY
自体のどちらを退会するか選択できます）
→注意事項が表示されますので、内容確認後"同意する"にチェックを入れ「退会す
る」をタップ
→退会完了

【上記の対応が難しい場合】
※お客様のご登録情報（登録している電話番号（メールの場合はメールアドレス）
を聴取し都道府県事務局にて対応（都道府県事務局用管理画面マニュアルをご参照
下さい）

regionPAYの新規登録をしたいが、認証SMSが届かないのですが、どうしたらよい
でしょうか。

下記をお試しください。
・電話番号にお間違いが無いか再度ご確認をお願いいたします。
・電話番号の迷惑フィルタ設定をご確認ください。
・電話番号の迷惑フィルタを一時的に解除可能かご確認ください。
・メッセージアプリの初期設定が必要となる場合があります。
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地域クーポン券（電子版）「regionPAY」について
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支払いの際に１回の利用上限金額などはありますか。

ありません。

regionPAYで決済後、返金してもらうことはできますか。

クーポンを利用して購入した商品については原則返金できません。

regionPAYは何円単位で利用可能ですか。

1円単位で利用可能です。
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利用停止期間の旅行を予定通り行う場合の割引はありますか。

割引はありません。割引価格で購入済の旅行に関しては、差額（割引分）を別途お
支払い頂くことになります。また、受領済の地域クーポン券についても、配付個所
へ返還頂きます（利用できません）。

利用停止期間の旅行をキャンセルする場合はどうすればよいですか。

お申し込み先の宿泊施設や旅行会社、宿泊予約サイトでキャンセルをお申し出下さ
い。

今後、感染症拡大等により本事業が一時中止した場合、それに伴うキャンセル料は
補填されますか?
また、既に予約している旅行の割引はどうなりますか？

キャンセル料は補填されません。また、停止以前に予約した旅行についても、割引
適用外となります。いかなる場合でもキャンセル料はお客様のご負担となります。
以上をご了承のうえお申し込み下さい。

※福岡県内に次のような措置が取られた場合は全ての利用を停止します。
・緊急事態措置やまん延防止等重点措置が適用されている期間
・不要不急の外出自粛要請や飲食店等の時短要請が行われている期間
国の判断で事業停止となる期間

※出発地の都道府県に次のような措置が取られた場合は該当する出発地の
・都道府県にお住まいの方の利用を停止します。
・緊急事態措置やまん延防止等重点措置が適用されている期間
国の判断で事業停止となる期間
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キャンペーンの販売・利用停止について
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各日の最低旅行代金（宿泊を伴う旅行/1人1泊あたり）

〇 各日の最低旅行代金 平日：3,000円 〇 休日：2,000円

〇 宿泊を伴う旅行については、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。

※参考：地域クーポン券配布枚数 平日：2,000円 休日：1,000円

４月 ５月

1(土) 休日(2,000円) 17(月) 平日(3,000円) 17(水) 平日(3,000円)

2(日) 平日(3,000円) 18(火) 平日(3,000円) 18(木) 平日(3,000円)

3(月) 平日(3,000円) 19(水) 平日(3,000円) 19(金) 平日(3,000円)

4(火) 平日(3,000円) 20(木) 平日(3,000円) 20(土) 休日(2,000円)

5(水) 平日(3,000円) 21(金) 平日(3,000円) 21(日) 平日(3,000円)

6(木) 平日(3,000円) 22(土) 休日(2,000円) 22(月) 平日(3,000円)

7(金) 平日(3,000円) 23(日) 平日(3,000円) 23(火) 平日(3,000円)

8(土) 休日(2,000円) 24(月) 平日(3,000円) 8(月) 平日(3,000円) 24(水) 平日(3,000円)

9(日) 平日(3,000円) 25(火) 平日(3,000円) 9(火) 平日(3,000円) 25(木) 平日(3,000円)

10(月) 平日(3,000円) 26(水) 平日(3,000円) 10(水) 平日(3,000円) 26(金) 平日(3,000円)

11(火) 平日(3,000円) 27(木) 平日(3,000円) 11(木) 平日(3,000円) 27(土) 休日(2,000円)

12(水) 平日(3,000円) 28(金) 平日(3,000円) 12(金) 平日(3,000円) 28(日) 平日(3,000円)

13(木) 平日(3,000円) 13(土) 休日(2,000円) 29(月) 平日(3,000円)

14(金) 平日(3,000円) 14(日) 平日(3,000円) 30(火) 平日(3,000円)

15(土) 休日(2,000円) 15(月) 平日(3,000円) 31(水) 平日(3,000円)

16(日) 平日(3,000円) 16(火) 平日(3,000円)
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各日の最低旅行代金（宿泊を伴う旅行/1人1泊あたり）

〇 各日の最低旅行代金 平日：3,000円 〇 休日：2,000円

〇 宿泊を伴う旅行については、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。

※参考：地域クーポン券配布枚数 平日：2,000円 休日：1,000円

６月

1(木) 平日(3,000円) 17(土) 休日(2,000円)

2(金) 平日(3,000円) 18(日) 平日(3,000円)

3(土) 休日(2,000円) 19(月) 平日(3,000円)

4(日) 平日(3,000円) 20(火) 平日(3,000円)

5(月) 平日(3,000円) 21(水) 平日(3,000円)

6(火) 平日(3,000円) 22(木) 平日(3,000円)

7(水) 平日(3,000円) 23(金) 平日(3,000円)

8(木) 平日(3,000円) 24(土) 休日(2,000円)

9(金) 平日(3,000円) 25(日) 平日(3,000円)

10(土) 休日(2,000円) 26(月) 平日(3,000円)

11(日) 平日(3,000円) 27(火) 平日(3,000円)

12(月) 平日(3,000円) 28(水) 平日(3,000円)

13(火) 平日(3,000円) 29(木) 平日(3,000円)

14(水) 平日(3,000円) 30(金) 平日(3,000円)

15(木) 平日(3,000円)

16(金) 平日(3,000円)
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〇 各日の最低旅行代金 平日：3,000円 〇 休日：2,000円

〇 日帰り旅行については、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。

※参考：地域クーポン券配布枚数 平日：2,000円 休日：1,000円

各日の最低旅行代金（日帰り旅行/1人あたり）

４月 ５月

1(土) 休日(2,000円) 17(月) 平日(3,000円) 17(水) 平日(3,000円)

2(日) 休日(2,000円) 18(火) 平日(3,000円) 18(木) 平日(3,000円)

3(月) 平日(3,000円) 19(水) 平日(3,000円) 19(金) 平日(3,000円)

4(火) 平日(3,000円) 20(木) 平日(3,000円) 20(土) 休日(2,000円)

5(水) 平日(3,000円) 21(金) 平日(3,000円) 21(日) 休日(2,000円)

6(木) 平日(3,000円) 22(土) 休日(2,000円) 22(月) 平日(3,000円)

7(金) 平日(3,000円) 23(日) 休日(2,000円) 23(火) 平日(3,000円)

8(土) 休日(2,000円) 24(月) 平日(3,000円) 8(月) 平日(3,000円) 24(水) 平日(3,000円)

9(日) 休日(2,000円) 25(火) 平日(3,000円) 9(火) 平日(3,000円) 25(木) 平日(3,000円)

10(月) 平日(3,000円) 26(水) 平日(3,000円) 10(水) 平日(3,000円) 26(金) 平日(3,000円)

11(火) 平日(3,000円) 27(木) 平日(3,000円) 11(木) 平日(3,000円) 27(土) 休日(2,000円)

12(水) 平日(3,000円) 28(金) 平日(3,000円) 12(金) 平日(3,000円) 28(日) 休日(2,000円)

13(木) 平日(3,000円) 13(土) 休日(2,000円) 29(月) 平日(3,000円)

14(金) 平日(3,000円) 14(日) 休日(2,000円) 30(火) 平日(3,000円)

15(土) 休日(2,000円) 15(月) 平日(3,000円) 31(水) 平日(3,000円)

16(日) 休日(2,000円) 16(火) 平日(3,000円)
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６月

1(木) 平日(3,000円) 17(土) 休日(2,000円)

2(金) 平日(3,000円) 18(日) 休日(2,000円)

3(土) 休日(2,000円) 19(月) 平日(3,000円)

4(日) 休日(2,000円) 20(火) 平日(3,000円)

5(月) 平日(3,000円) 21(水) 平日(3,000円)

6(火) 平日(3,000円) 22(木) 平日(3,000円)

7(水) 平日(3,000円) 23(金) 平日(3,000円)

8(木) 平日(3,000円) 24(土) 休日(2,000円)

9(金) 平日(3,000円) 25(日) 休日(2,000円)

10(土) 休日(2,000円) 26(月) 平日(3,000円)

11(日) 休日(2,000円) 27(火) 平日(3,000円)

12(月) 平日(3,000円) 28(水) 平日(3,000円)

13(火) 平日(3,000円) 29(木) 平日(3,000円)

14(水) 平日(3,000円) 30(金) 平日(3,000円)

15(木) 平日(3,000円)

16(金) 平日(3,000円)

〇 各日の最低旅行代金 平日：3,000円 〇 休日：2,000円

〇 日帰り旅行については、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。

※参考：地域クーポン券配布枚数 平日：2,000円 休日：1,000円

各日の最低旅行代金（日帰り旅行/1人あたり）


