高知観光リカバリーキャンペーン

よくある質問

宿泊事業者用
＜事業全般＞

Q
A

NO.1

交通費用の助成に対して、なぜ宿泊施設が手間のかかる
指定宿泊証明書を発行するのですか？

●交通費用助成事業は、新型コロナウイルス感染症により甚大な影響を
受けた宿泊施設の早期回復を目指すものです。そのため、助成の条
件としては、日帰り旅行ではなく宿泊を伴う旅行としているため、宿泊
施設に指定宿泊証明書を発行していただきたいと考えております。

＜事業全般＞

Q
A

NO.2

チェックイン時の対応の流れはどういったものでしょうか？

●「予防接種済証等により新型コロナウイルスワクチンの接種を3回接種
済であること（高知県在住の方が、令和４年３月31日以前に行った予
約分については、ワクチン２回目接種から14日間以上経過しているこ
と）」又は「チェックイン日の3日前以降の検体採取によるPCR検査等の
検査結果通知書（抗原定性検査の場合は前日以降の検査に限る）で
陰性であること」のいずれかを目視により確認してください。（※12歳未
満については、同居する親等の監護者が同伴する場合、確認不要で
す。）
●上記の確認の後、本キャンペーン専用の宿泊証明書をお客様にお渡
しください。
※観光庁の「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」に則した対応の詳細はこちらをご確認ください。

＜事業全般＞

Q
A

NO.3

他の補助金、助成金との併用は可能ですか？

●他の補助金・助成金等の内容によって回答が異なりますので、事務局
へお問い合わせください。

＜事業全般＞

Q
A

NO.4

インターネットで販売している、
高知県内宿泊施設向けの割引クーポンとの併用は可能ですか？

●併用できます。

＜事業全般＞

Q
A

NO.5

各種ギフト券との併用は可能ですか？

●旅行会社において各種ギフト券（JTB旅行券、JCB商品券等）での支払
いも、現金で支払ったものと同様に取り扱うこととしており、そのうちの
交通費用に対する金額が対象となります。

＜事業全般＞

NO.6

Q

事業の全体像の質問があった場合、
事務局（コールセンター）を紹介しても良いですか？

A

●事務局を紹介していただいて構いません
ＴＥＬ：088-802-6004/0570-001-600（ナビダイヤル）

＜事業全般 Go To トラベルキャンペーンとの関係＞

Q
A

NO.7

そもそもリカバリーキャンペーンとは何ですか？
Go To トラベルキャンペーンとは違うのですか？

●本事業は、県内の宿泊を伴う旅行のうち、交通費用を助成する事業で
す。
●Go To トラベルキャンペーンについては、Go To トラベル事業の公式
ホームページをご覧ください。

＜事業全般 Go To トラベルキャンペーンとの関係＞

Q
A

NO.8

Go To トラベルキャンペーンとの併用は可能ですか？

●併用できます。ただし、旅行会社によって、本事業の助成金とGo To ト
ラベルキャンペーンの助成金との併用方法については違いがあります
ので、詳細は旅行会社までお問い合わせください。

＜事業全般 新型コロナウイルス感染症の拡大再発＞

Q
A

国内で新型コロナウイルス感染症が
再び感染拡大した場合はどうするのですか？

●チラシや専用ホームページで、以下の注意喚起を記載したうえで、事
業を行っております。
●新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、お住まいの都道
府県の移動に関する方針に沿った行動をお願いします。
●新型コロナウイルス感染症の拡大再発により、直ちに事業を休止する
場合があります。休止期間中は、原則として助成金の交付対象といた
しません。

＜事業全般 宿泊対象期間＞

Q
A

A

●ＧＷ（令和4年4月29日～5月8日）、夏休み期間（令和4年7月23日～8
月31日）はキャンペーン対象外期間となっていますので、この期間が
旅行期間に含まれる場合は、キャンペーンの対象となりません。

A

●令和4年12月29日チェックアウトまでが助成対象となりますので、令和4
年12月30日以降にチェックアウトされる場合は、キャンペーンの対象と
なりません。

A

●「予防接種済証等により新型コロナウイルスワクチンの接種を３回行っ
ていること（高知県在住の方が、令和4年3月31日以前に行った予約分
については、ワクチン2回目接種から14日間以上経過していること）」又
は「確認日の3日前以降の検体採取によるPCR検査等の検査結果 知
書（抗原定性検査の場合は前日以降の検査に限る）で陰性であるこ
と」が確認できる旅行者のみが本キャンペーンの対象となります。（※
12歳未満については、同居する親等の監護者が同伴する場合、確認
不要です。）
●したがって、一つのグループ内の観光庁の「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」に則した条件を満たさない人
に対しては、本キャンペーン専用の宿泊証明書の発行を行わないでく
ださい。
※観光庁の「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」に則した対応の詳細はこちらをご確認ください

A

●メインの交通機関と高知県内での宿泊が証明できれば可能です。（例：
東京～航空機で高松～レンタカーで高知～レンタカーで徳島～航空機
で東京の場合、東京からの航空機のみの領収書の写しと、高知県内
の宿泊証明書の日付に齟齬がなければ申請可能です。）
●ただし、一旅行で県内宿泊（�）した後に、一度県外で宿泊し、再び県
内宿泊（�）した場合、２枚の申請書に分けて�と�を１泊ずつで申請
することはできません。

A

●本事業は宿泊料金の助成ではなく、交通費用の助成であるため、交通
費が5,000円を越えていれば問題ありません。
なお、交通費が5,000円に満たない場合は、その実費となります。

A

●期間中、同一旅行者が複数回、高知県内で宿泊を伴う旅行をした場合
は、その度に申請することができます。
●県内2泊以上の複数泊宿泊の場合も、1回当たりの助成金は、公共交
通機関や貸し切りバスの場合には1人当たり、レンタカー・自家用バス
等の場合は1台当たり上限5,000円です。
●なお、交通費用を予め割引された企画旅行又は手配旅行を購入した
旅行者が、旅行後に助成金を申請することはできません。

A

●旅行会社・バス会社等で手配した運転手付きのバスの場合は、１人当
たりの助成となります。
修学旅行を含めて募集型や受注型、手配旅行等は、１人当たり5,000
円の助成となります。
●一方で、自らが所持するバスを用いた場合（大学のバスを用いた合宿
等）は、自家用車と同じ扱いで、１台当たりの助成となります。

A

●令和4年12月28日（令和4年12月29日チェックアウト）までの期間の県
内宿泊で、助成金の予算に残額がある場合は可能です。
●ただし、一旅行で複数回来県した場合は、申請できる金額は一人（台）
当たり上限5,000円です。
（例：「居住地→高知県宿泊①→他県宿泊→高知県宿泊�→居住地」
の行程の場合、①と�を分けて２回申請することはできません。）
●申請受付状況に関しては、事務局までお問い合わせください。

A

●まず、新型コロナウイルス感染による国をまたぐ往来の制限等につい
ては、政府の方針に準拠します。
●在日外国人の方については、交付対象となる旅行者の条件は、日本
国内の金融機関に預金口座を有する者ですので、口座をお持ちであ
れば、対象となります。

A

●大人と同様に、5,000円を上限として対象となります。但し、公共交通機
関に関しては有料での利用が条件になります。（例：航空機や列車・高
速バスで座席を使用しない無料の乳幼児は対象外です。）

A

●旅館業法での許可を受けた施設、住宅宿泊事業法に基づく届出を済
ませた施設が対象となるため、キャンプ場に直接お問い合わせ下さ
い。

A

●対象にはなりません。あくまで、本事業で参画している宿泊施設、住宅
宿泊施設に宿泊して、その宿泊を証明する書類を発行していただける
施設に限ります。
詳しくは、本ホームページの対象宿泊施設へボタンをクリックしてくださ
い。

A

●旅行会社によって、本事業を取り扱っている場合と、そうでない場合が
あります。
●あらかじめ割引された手配旅行に参加する場合は、先ずは旅行会社
にご確認ください。また、あらかじめ割引されていない手配旅行に参加
する場合は、旅行者本人が申請を行っていただくことになります。

A

●本ホームページで、おおまかな状況を確認できるように致します。

A

●高速道路をご利用後、約４～５時間後にはETC利用照会サービスに未
確定（「確認中」）の内容で表示されます。
●割引の可能性が全くない走行であっても、利用明細には一旦、「確認
中」と表示され、その後（そのまま）「確定」になります。
●例えば、その月の１日～７日までに利用された場合は、割引適用の有
無にかかわらず「確認中」と表示され、その月の20日になると、「確定」
と表示され、確定した金額が表示されます。
●助成金交付に当たっては、提出された利用明細書の記載が「確認中」
である場合には、10,000円を超える利用料金が記載されていれば、仮
に割引が適用されたとしても5,000円以上となることが想定されるため、
適宜申請者に確認のうえ、柔軟に対応していきたいと考えています。

A

●利用日時や金額が正確であれば、画面のスクリーンショットをコンビニ
で印刷したものでも、問題ありません。

A

●自家用車の燃料代や消耗品等は対象としていないため、宿泊施設に
来られるメイン交通としては、申請できる費用はないと考えられます。
ただし、旅行中にその他の交通機関を利用された場合は、対象となる
可能性もあります。

A

●旅程確認書兼旅費計算書にパッケージご利用の旨及び包括料金の記
載をしていただければ良いです。

A

●マイルを利用した航空機への搭乗については、領収書が発行されない
ため、助成の対象外となります。

A

●青春18きっぷの利用については、領収書だけでは、高知旅行に係る交
通費用かどうか確認できませんので、「領収書（写しでも可）」に加え
て、「青春18きっぷ（写しでも可）」を添付して申請してください。
●青春18きっぷの発地スタンプ日付と、宿泊証明書の日付の整合を確認
させていただきます。

A

●鉄道や高速バスの回数券については、領収書だけでは、高知旅行に
係る交通費用かどうか確認できませんので、「領収書（写しでも可）」に
加えて、「乗車する鉄道(バス)の発車時間等が記載された回数券の写
し」を添付して申請してください。なお、「乗車する鉄道(バス)の発車時
間等が記載された回数券の写し」は、携帯電話で撮影した写真を印刷
したものでもかまいません。
●その他、ご不明な点は、コールセンターにお問い合わせください。

A

●１つの交通機関の交通費用が5,000円未達であれば、複数の交通機関
の交通費用との合算で申請していただいて問題ありません。（ＪＲ＋タ
クシー、ＪＲ＋レンタカー、レンタカー＋高速代金など）
●マニュアル等での記載については、5,000円を超えている県外利用者
の方の申請手続きを、よりわかりやすくするためにメイン交通と記載さ
せていただいております。

A

●金券ショップが発行する領収書だけでは、高知旅行に係る交通費用か
どうか確認できませんので、「領収書（写しでも可）」に加えて、「購入さ
れたJR切符の写し」を添付して申請してください。なお、「購入されたJR
切符の写し」は、携帯電話で撮影した写真を印刷したものでもかまいま
せん。
●その他、ご不明な点は、コールセンターにお問い合わせください。

A

●申請書単位で助成金合計を振り込むことになることから、支払いをまと
めて良いのであれば、1枚で構いません。同意書は、代表者（申請者）
の方が、各人の同意を得たものとして署名すれば1枚で良いです。

A

●申請書単位で振り込むことになるため、支払いをまとめてよいのであ
れば、1枚でかまいません。ただし、申請が別の場合（例 友人3名が一
緒に宿泊し、申請は3名それぞれに行う）場合は、それぞれの申請書
類に宿泊証明書の原本が必要なため、各々1枚ずつ必要です。
●チェックインの際に、宿泊施設に申し添えください。

A

●対象宿泊施設の条件は、指定する指定宿泊証明書を発行していただ
ける宿泊施設に限ります。
●参画いただける宿泊施設については、受付から数日後に本ホーム
ページで、施設名等を掲載させていただきます。

A

●期間中は随時受け付けます。但し、参画申し込み以前の宿泊に対して
は、指定宿泊証明書を発行されても、助成金の交付対象外となります
ので、お早めにお申し込みください。

A

●再営業日を明らかにしていただければ、参画いただくことは、問題あり
ません。

A

●本ホームページで、指定宿泊証明書を発行していただける宿泊施設名
等を掲載させていただきます。
●一般の方に本事業を発地側で知っていただくプロモーションもしっかり
と行っていくとともに、専用ホームページで参画宿泊施設をＰＲすること
ができると考えています。

A

●大いにプロモーションしていただきたいです。
●バナー画像を、専用ホームページに掲載しますので、ご活用ください。

A

NO.40

旅行会社から予め割引した企画旅行を造成したい旨の問い合わせが
あった場合、事務局から助成金の枠の配分を受けた旅行会社かどうか
が分かりません。その情報を事前に宿泊施設に教えてもらえますか？

●専用ホームページ等での公開はしませんので、お手数をおかけします
が、その都度、事務局（TEL:088−802−6004/0570-001-600（ナビダイ
ヤル））にご確認をお願いします。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q

NO.39

宿泊施設ホームページでも、当キャンペーン情報を掲載して良いです
か？宿泊施設側のプロモーションとしてこのキャンペーンを使って良いで
すか？

【宿泊施設関係】＜助成金の設定を受けた旅行会社の確認＞

Q

NO.38

この事業に参画することにより、
宿泊施設のプロモーションも行ってもらえるのですか？

【宿泊施設関係】＜本事業への参画 プロモーション＞

Q

NO.37

現在新型コロナウイルス感染拡大の影響で
お客様からの受付が入らず休業中です。
いずれ参画しても問題ないですか？

【宿泊施設関係】＜本事業への参画＞

Q

NO.36

事業に参画したい場合は、いつまでに申し込めば良いですか？

【宿泊施設関係】＜本事業への参画＞

Q

NO.35

事業に参画したい場合は、事務局に申請が必要ですか？

【宿泊施設関係】＜本事業への参画＞

Q

NO.34

旅行者が申請する場合で、同一家計に属していない友人･グループ等で
宿泊した場合、宿泊証明書は1枚のみの発行で良いですか？

【宿泊施設関係】＜本事業への参画＞

Q

NO.33

旅行者が申請する場合、同一家計に属していない友人・グループ等でも
交付申請書兼請求書は1枚で良いですか？個人情報の取扱いに関する
同意書は1枚で良いですか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.32

金券ショップでJR切符を購入して高知市内から柏島の最寄駅までJR移
動する場合の費用は、助成対象となりますか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.31

県内在住者が交通機関を利用する場合に、１つの交通機関の費用では
5,000円にならない可能性があります。例えば、須崎市在住者が、高知市
までＪＲで移動し、ＪＲ高知駅から宿泊施設までタクシーで移動した場合、
ＪＲの費用とタクシー運賃の合算で請求してよいですか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.30

JRやバスの回数券により旅行した場合には、申請書類は領収書のみで
かまいませんか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.29

青春18きっぷにより旅行した場合には、申請書類は領収書のみでかまい
ませんか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.28

マイルを利用して航空券を入手し、航空機に搭乗した場合、実際にお金
を払っていません。この場合は対象外となりますか？もしくはポイントをお
金と捉え、助成対象となりますか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.27

インターネット（楽天、じゃらん等）サイト上でのダイナミックパッケージの
場合、助成金の申請者は旅行者となり、宿泊証明書の発行が必要となり
ます。包括料金では明細は出せません。どうしたら良いですか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.26

バイクのツーリングで来られるお客様は、高速道路を利用せずに来県し
て高知で宿泊する場合もあると思います。そういった場合には申請でき
ないということですか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.25

自宅にパソコンやプリンターがありません。ETCの利用明細については、
スマートフォンからETCの画面のスクリーンショットを、コンビニ等でプリン
トアウトして提出することでも構わないですか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.24

ＥＴＣの利用照会サービス（https://www.etc-meisai.jp/）について、割引
情報などが20日ほどで確定するとのことですが、どういった表示がされる
のですか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.23

期間内でも助成金の予算に達すれば終了になるということですが、
現状の残数を確認する方法はありますか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.22

旅行会社に依頼した宿泊を伴う手配旅行は対象となりますか？

【旅行者関係】＜申請について＞

Q

NO.21

実家や親戚宅で無料で宿泊して、
その関係者により証明できた場合は、助成金の対象となりますか？

＜事業全般 予約・手配の方法＞

Q

NO.20

キャンプ場は本事業の対象となりますか？

＜事業全般 宿泊施設＞

Q

NO.19

子どもも対象となりますか？

＜事業全般 対象宿泊施設＞

Q

NO.18

外国人の方でも、交付の対象となりますか？
（その際必要な条件は）

＜事業全般 対象者＞

Q

NO.17

期間中５回程度来県の予定です。
複数回の来県でも、その度に申請をすることは可能ですか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.16

旅行者が観光バスを利用した場合、一人当たりの助成になるかと思いま
すが、学生などの教育旅行も１人当たり助成されるという認識で良いです
か？それとも、マイカーとして１台当たりの認識で良いですか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.15

助成金収受の回数の上限はありますか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.14

素泊まりで宿泊料金が助成金額の上限5,000円より安いですが、
宿泊の金額などは関係ありますか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.13

途中で高知県以外の都道府県に宿泊しても対象になりますか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.12

令和4年2月15日宿泊分から、宿泊証明書を発行するにはワクチン･検査
パッケージの確認が必要になりますが、一つのグループ内に観光庁の
「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」に
則した条件を満たす人とそうでない人が混在している場合、どういった対
応を取れば良いでしょうか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.11

令和4年12月28日チェックイン→令和4年12月30日チェックアウトの場合、
キャンペーンの対象となりますか？

＜事業全般 対象＞

Q

NO.10

ＧＷ（令和4年4月29日～5月8日）、夏休み期間（令和4年7月23日～8月
31日）が旅行期間に含まれる場合、キャンペーンの対象となりますか？

＜事業全般 宿泊対象期間＞

Q

NO.9

NO.41

指定宿泊証明書とはどのようなものですか？

●今回、本事業でお願いする指定宿泊証明書は、チェックイン日、チェッ
クアウト日、宿泊者数、その内訳として大人・子どもの人数を記載いた
だき、宿泊施設に証明していただくものです。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書（旅行者用）について＞

NO.42

Q

Go To トラベルキャンペーンとこのキャンペーンのそれぞれに宿泊証明
書の発行が必要ですか？

A

●Go To トラベルキャンペーンと本キャンペーンのそれぞれに宿泊証明
書の発行が必要となります。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q
A

指定宿泊証明書を書くことで、
宿泊施設側にも多少の助成金がもらえますか？

●宿泊施設様への助成金はありません。
●条件は、日帰りではなく宿泊としており、宿泊施設にメリットがあると考
えています。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q
A

A

NO.33

●指定宿泊証明書の様式には、４か所日付を書くところがあります。上か
ら、以下のとおりです。
１ 申請者が、申請書類の記入日を記入します。
２ 宿泊施設が、お客様のチェックインの日を記入してください。
３ 宿泊施設が、お客様のチェックアウトの日を記入して下さい。
４ 宿泊施設が、証明をした日を記入して下さい。

A

●原則、指定宿泊証明書は宿泊施設に発行していただきたいと考えてい
ます。
●本ホームページに、本事業の案内や交付申請書等をお知らせする
ページがあります。
●旅行者が指定宿泊証明書を持参する場合もあると想定されますが、ご
持参されないお客様が大半だと思いますので、宿泊施設様がダウン
ロードしていただきたいです。

A

●旅行者が申請する様式は、ホームページからダウンロードできるように
なっていますが、パソコンを持っておらず、ダウンロードできないという
問い合わせもありますので、宿泊施設のほうで宿泊証明書以外の様
式もご用意いただけると幸いです。

A

NO.47

指定宿泊証明書に記載のあるＯＴＡとはどういった意味ですか？

●楽天トラベルや、じゃらんなど、インターネット上で宿泊の予約ができる
サイト、またそのサイトの運営を行う旅行会社のことをオンライン・トラ
ベル・エージェントと呼びます。
●一般的には、頭文字を取ってＯＴＡと呼んでおります。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書（旅行者用）について＞

Q

NO.46

宿泊施設側が用意するのは、宿泊証明書のみで良いですか？

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q

NO.45

指定宿泊証明書はどのように準備すれば良いですか？
（旅行者が持参するのですか？宿泊施設で準備するのですか？）

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q

NO.44

指定宿泊証明書の証明日はチェックアウトの日ですか？

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q

NO.43

NO.48

指定宿泊証明書について、代表者印は代表者しか押印できないと社内
規定で決まっています。宿泊証明書発行時に代表者印を使用できない場
合、別の印鑑での押印も可能ですか？

●代表者様の認印など、宿泊施設として常に使用することができる印鑑
で押印いただいても問題ありません。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

NO.49

Q

個人で民宿を経営しているが代表印などは使っていません。
シャチハタで良いですか？

A

●仮に代表者印がない場合は、代表者の印であれば、シャチハタでも構
いません。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書（旅行者用）について＞

Q
A

宿泊証明書は、手書きで良いですか？

●手書きで問題ありません。ホームページには、ワード形式のファイルも
掲載しますので、打ち込める部分は打ち込んだうえで、ご利用いただ
いても結構です。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q
A

NO.50

NO.51

指定宿泊証明書に添付資料等は必要ですか？

●不要です。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

NO.52

Q

指定宿泊証明書をホテル側で記載するのは相当手間がかかります。
旅行者に書いてもらって良いですか？

A

●宿泊を証明するものなので、様式の右上の申請日以外は、宿泊施設
で記載いただく必要があります。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書（旅行者用）について＞

Q
A

カタカナであれば予約時に宿泊証明書を事前に作成することができます
が、宿泊証明書に記載するお客さまの氏名は、漢字でなければいけませ
んか？

●漢字で記載されることが望ましいですが、申請者名と宿泊証明書の名
前が同じことが確認できれば、カタカナでも問題ありません。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q
A

A

●基本的には旅行者からの要請に応じて発行をしていただくことになりま
す。しかし、その後のトラブルを未然に防ぐ意味で、チェックイン時に可
能な範囲で確認いただければ、非常にありがたいと考えています。

A

NO.55

旅行者が宿泊証明書の発行の要請をし損ねることへの
対応はどうすれば良いですか？

●宿泊施設のフロントにPOPやチラシを置いたり、「高知観光リカバリー
キャンペーンの助成金のために、宿泊証明書が必要なお客様はお申
し出ください。」といった案内等を作っていただけると、非常にありがた
いと考えています。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q

NO.54

宿泊証明書発行の必要があるかを、
旅行者に確認しなければいけませんか？

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q

NO.53

NO.56

宿泊証明書の発行をしなくても良いですか？

●旅行者の要請に応じて宿泊証明書の発行にご協力いただきたいで
す。どうしても発行できない場合、宿泊時のトラブルを未然に防ぐた
め、その旨を予約時に旅行者にお伝えください。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

NO.57

Q

指定宿泊証明書は、一人一人に発行する必要がありますか？
グループはまとめて１枚の発行で良いですか？

A

●指定宿泊証明書は申請者単位で必要になるものですので、お客様か
らの要望にあわせて対応して下さい。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

NO.58

Q

旅行会社で手配された場合と個人から手配された場合とで、
指定宿泊証明書の様式は変わりますか？

A

●旅行者自らが助成金を申請する場合、必要な指定宿泊証明書は手配
の仕方によって様式は変わりません。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

NO.59

Q

複数の友人や家族が同部屋に宿泊した場合、指定宿泊証明書は１枚の
発行で良いですか？それとも、人数分を発行する必要がありますか？

A

●交通手段や、申請状況によって異なります。お客様に何名分必要か
を、チェックイン時にご確認ください。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

Q
A

NO.60

宿泊施設独自の様式の宿泊証明書でも構いませんか？

●宿泊証明書（様式３）の内容が全て網羅されていれば、かまいません。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書について＞

NO.61

Q

指定宿泊証明書などに不備があった場合は
再度書き直しや再度提出などが必要ですか？

A

●事務局確認で指定宿泊証明書に不備があった場合は、再提出をお願
いする連絡をいたします。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書の発行のタイミング＞

Q
A

指定宿泊証明書作成のタイミングはいつですか？

●お客様がチェックインの際に、宿泊施設様に「指定宿泊証明書」が必要
な旨お伝えするよう、チラシや専用ホームページで呼びかけるので、ス
タッフはチェックイン時にご確認ください。チェックアウトまでに旅行者に
お渡ししていただきたいです。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書の発行のタイミング＞

Q
A

A

NO.63

旅行業者からの指定宿泊証明書の発行依頼に対し、宿泊施設はどのく
らいの期間で指定宿泊証明書を事務局に送ったら良いのですか？

●旅行会社は、当月分を翌月10日頃を目途に、宿泊施設への送客実績
の確認のために、販売実績報告書兼指定宿泊証明書を送付します。
●宿泊施設は、旅行会社から送付された販売実績報告書兼指定宿泊証
明書を受け取り後、宿泊実績を確認し押印のうえ、当月分を翌月20日
頃を目途に、旅行会社へ返送してください。

【宿泊施設関係】＜指定宿泊証明書の発行のタイミング＞

Q

NO.62

NO.64

以前宿泊されたと思われる方から、後日、指定宿泊証明書の発行依頼
がありました。どうすれば良いですか？

●本キャンペーンはチェックイン時に「ワクチン接種済」又は「検査結果の
陰性」を確認することが利用条件となりますので、宿泊証明書の後日
発行は行わないでください。

