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要綱や取扱マニュアル等は今後、改定される場合がありますので、
各手続きの前に最新版であるかご確認頂きます様お願いいたします。
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事業の目的

概要

福島県は、新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要の落ち込みに対応するため、

福島県内における宿泊代金を割り引いて販売する宿泊事業者等及び旅行会社に対し、予

算の範囲内において、支援金を交付する支援事業を実施します。

以下、必要な事項を定めます。

福島県内に1泊以上宿泊する商品及び福島県内を主目的地とする日帰り旅行を対象に、観
光需要創出事業「福島県「来て。」割」を実施します。実施要綱は下記の通りです。

※チェックイン時にワクチン接種等の証明書提示が必須となります。

（１）宿泊対象期間

別途、県の定める期間

※新型コロナウイルス感染症の状況、政府全体の方針等により、開始時期・終

了時期が変更になることがあります。

※予算がなくなり次第終了します。

（２）予約受付開始日

別途、県の定める日

※参加登録を済ませ、販売準備が整った事業者ごとに予約受付を開始します。

※新型コロナウイルス感染症の状況、政府全体の方針等により、開始時期・終

了時期が変更になることがあります。

（３）割引対象者

日本国内に居住する方

・予約・購入時、また旅行当日も日本国内在住であること

・人数制限なし、団体・グループでも可
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（４）福島県「来て。」割の補助額

宿泊の費用補助

詳細金額は下記表の通りです。

予約した宿泊代金の総額を人数で割った場合のひとりあたりの金額です。

添い寝など宿泊代金のかからない幼児・子供は人数に含めます。

（算出方法により、含めないことも可）※下記参照

おひとり様平日5,000円未満・休日2,000円未満の宿泊には適用されません。

予約した宿泊代金の総額を人数で割った場合のひとりあたりの金額です。

１回のご旅行で7泊分までが支援の対象となります。

オンライン予約サイトのクーポンや、市町村助成制度その他割引などの併用は可能です。

クーポンや各種割引適用後の料金が補助金対象額となります。

（但し、本人負担額が0円以上となる必要があります）

（６）その他

・電話予約、宿泊施設公式サイトでの予約分は【現地払い】が対象となります。

・キャンペーンの補助金対象期間のそれぞれに定められた予約開始日より前の予約に

ついても、補助適用可となります。

（詳細は宿泊施設、OTA、旅行会社等にお問合せ下さい）

【参考】無料の幼児、子供の取扱いについて

（例）おとな2、幼児1 1泊

ア @6,000円×2÷3＝@4,000円 ※補助金対象外

イ @8,000円×2÷3＝@5,333円 ※補助金対象

ウ @6,000円×2÷2＝@6,000円 ※補助金対象

アの計算では対象外となるので、ウでの対応も可 となります。

イのケースの場合は、特典クーポンは3名分、ウのケースの場合は、特典クーポンは2名分

のお渡しとなります。

旅行者の移動のための交通を含む宿泊商品
（個人手配の交通は対象外です）

上限 8,000円（1人1泊あたり）
＊10円単位で算出。
9円以下は切り捨て

それ以外の商品
（交通を含まない宿泊商品、日帰り商品）

上限 5,000円（1人1泊/日あたり）
＊10円単位で算出。

9円以下は切り捨て

販売補助金（上限）
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観光特典クーポン

販売補助金と観光特典クーポンが１セット

1. 福島県 「来て。」割とは



名称 「福島県観光特典クーポン」

発行券種 紙クーポン
・券種：500円
・２枚つづり

利用期間
（クーポンの
有効期限）

宿泊旅行：チェックインからチェックアウトの日まで
日帰り旅行：旅行当日限り
※新型コロナウイルス感染症等の状況により、配布及び利用を停止
することがあります。

配布方法 事業への参加登録を行った宿泊事業者から旅行者へ配布
配布は宿泊当日チェックインの際となります。
日帰り旅行の場合は、旅行会社の指定する場所でのお渡しとなりま
す。

利用エリア 福島県内

利用可能店舗 福島県「来て。」割事業者登録を受けた店舗・施設等
（土産物店、飲食店などのほか、観光施設、アクティビティ、交通
機関等を含む）

給付額 1人1泊につき平日3000円分、休日1000円分を旅行者に配布。

※無料幼児・子供を旅行人数に含める場合はクーポン配布対象、
含めない場合は配布対象外となります。

注意事項 福島県観光特典クーポンと現金の交換は出来ません。
クーポン券面額以下のお支払いの場合でもお釣りは出ません。
観光特典クーポンによる支払いで不足する分は現金等でお支払いく
ださい。

概要
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2. 福島県観光特典クーポンについて



（5）添書

3. スターターキット受け取り、事前準備

1店舗あたり以下のものを含むスターターキット（１セット）を事務局から配送します。

スターターキットを受け取ったら必ず内容を確認してください。

１冊

２枚２枚

Q:スターターキットの中身が不足しています。

A:コールセンター（050-3163-8148）までご連絡ください。不足分をお

送りいたします。

特典クーポン加盟店はポスター等を掲示してください。

ポスター、ステッカーは、店頭などのお客様から見えやすい場所へ貼ってください。

独自の利用ルールがある場合は、お客様が認識できるようにしてください。

加盟店独自で特典クーポンを利用できない商品を決める場合や、1回あたりの特典クー

ポン使用限度額を決める場合は、レジ、陳列棚、チラシなどにその旨を明示し、あらか

じめお客様が認識できるようにしてください。また、他割引企画との併用不可やポイン

ト加算対象外、特典クーポン使用上限額などを定める場合も同様に、レジ、陳列棚、チ

ラシなどにその旨を明示し、あらかじめお客様が認識できるようにしてください。

１枚

【スターターキットの荷姿】

・スターターキットは専用封筒

にて配送します。

（1）加盟店マニュアル

（2）クーポンの見本 （3）ポスター （4）ステッカー

１枚
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手順１ お会計（お客様へ支払い額の提示）

・本券部分（大）
（事務局送付用）
※精算時に必要です

・すでに半券が切り取られている特典クーポンは、使用済みのものであり、使用できな
い旨をお伝えください。

・本券と半券が揃っていても、半券が切り取られてしまっているものは使用できません。

手順２ お客様からの特典クーポン使用の意思表示

・使用対象外の商品購入・サービス提供への使用はお断りください。

・おつりは出せないことをお伝えください。

・特典クーポンで購入した商品の返品はできないことをお伝えください。

手順３ 受け取る前にクーポンをご確認ください。

確認ポイントその１：半券が切り取られていないか

4. お客様からクーポンを受け取る

・加盟店控（小）
お客様へ返却しないように
ご注意ください

＜イメージ＞
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Q:お客様が誤ってクーポンを洗濯したことなどにより、

毀損や汚損されている場合は？

A:偽造防止セキュリティ仕様が判別できた上で、特典クーポン裏面の管理

番号が読めなければ使用できません。また、上記を満たしていても本券部

分が破れて面積が５分の４以上ない場合使用できません。 どうしても判

断できない場合は、コールセンター（050-3163-8148）へお問い合わせ

ください。

旅行者には、2枚綴りの500円券クーポンが配布されています。

旅行者側で切り離したクーポンを受け取ってください。

確認ポイントその２：1枚ずつ切り離されているか

利用可能日

期間内であることをご確認

ください。

確認ポイントその３：利用可能日と配布施設名の記載があるか

宿泊施設（配布施設）

配布施設名が記入されている

ことをご確認ください。

＜イメージ＞

4. お客様からクーポンを受け取る

利用可能日と配布施設名の記載のないクーポンは使用できません。
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コピーをすると模様部分に
『複写』の文字が現れます。

コピーをすると
『FUKUSHIMA』の文字
が線で表示されます。

偽造防止加工、色合いなどを確認し、偽造、変造、模造等されていないかご確認く

ださい。（必要に応じて特典クーポンの見本券と比較してください。）

偽造等と思われる場合は特典クーポンの受取を拒否し、コールセンター（050-

3163-8148）へご連絡ください。

※偽造等された特典クーポンについては換金請求に応じられませんので

必ず確認してください。

確認ポイントその４：偽造されていないか

特典クーポン使用に関するトラブルについては、原則としてマニュアル等

を参考に各加盟店にてご対応をお願いいたします。

※ お困りの場合は、コールセンター（ 050-3163-8148）にご相談くだ

さい。

①『複写』の文字がないか

ご確認ください。

②『FUKUSHIMA』の
文字が表示されている
かご確認ください。

特典クーポン使用に関するトラブルについて

＜判定ポイント＞

下記2点を必ずご確認ください

＜イメージ＞

4. お客様からクーポンを受け取る
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Q:加盟店控（小）のみを収受し、本券部分（大）（事務局送付

用） をお客様に返却してしまった場合は？

A:精算は本券部分（大）のQRコードを機械で読み取りますので

必ずお手元に保管してください。加盟店控（小）では読取りができない

為、 精算できません。お取扱いには十分ご注意ください。

表面

手順７ ミシン目に沿ってクーポンを切り離して保管してください。

本券部分(大)、加盟店控(小)ともに取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

・本券部分(大)：精算時に必要です。

・加盟店控(小)：本券を精算時に発送した後に確認する場合などがございます。

手順６ お客様から特典クーポンをお受け取りください。

お客様から必要枚数を受け取ってください。不足分は、現金等で受領してください。

・本券部分（大）
（事務局送付用）
※精算時に必要です

＜イメージ＞

・加盟店控（小）
※本券を精算時に発送した後に

確認する場合などがございます。

切り離してください

4. お客様からクーポンを受け取る
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00000000
00000000

見本

・加盟店控（小） ・本券部分（大）（事務局送付用）

事務局が精算時に使用するQRコードやOCR番号の上には、各店舗のハンコや使用
済印・メモ等はしないようにお願いいたします。

※QRコードやOCR番号が読めない場合、精算ができない場合がございます。

裏面

精算後入金額の確
認をするために使
用します。お 手 元
で大切に保管して
ください。

精算用QRコード

＜イメージ＞

＜注意＞

裏面にスタンプの
押印などはしない
でください。精算
ができなくなる場
合があります。

OCR番号（2箇所）

精算に使用します。

（精算方法はP.10～16に記載）
※特典クーポンの精算は本券部分のQRコードを
事務局側が機械で読み取ることにより行います。
お客様（旅行者）に返却してしまわないようご
注意ください。（加盟店控（小）では精算でき
ません。）

切り離してください

4. お客様からクーポンを受け取る

00 0 00 0 00

見本

000000
0 0

見本
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手順１．加盟店が旅行者から

特典クーポン受取

手順２．加盟店からの換金請求

手順３．事務局にて審査

手順４．登録口座へ振込

請
求
締
め
日
か
ら
30

日
間

特典クーポン受取から精算までの流れ

5. 特典クーポンの精算
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（４）回収キット内容物一覧（３）佐川急便着払伝票

（２）換金用伝票（１）返送用封筒

前回の「福島県 県民割プラス」キャンペーン用にお送りしたものを引き続きご利用い

ただけます。内容物は以下の通りです。

【回収キットの荷姿】

回収キットは佐川急便ビジネスエクスプレスバッグの梱包です。

*************
*************

＜イメージ＞

＜イメージ＞

福島県県民割プラスクーポン券送付用封筒

5. 特典クーポンの精算
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【換金請求の方法】

・加盟店は、回収キットに入っている返送用封筒に、換金用伝票及び受け取ったクーポン

の本券部分（大）（加盟店控（小）は切り離して加盟店で保管）を同封し、精算事務

センターへ発送してください。配送費用は事務局が負担いたします。

・締め日までに到着した換金請求が同月分の審査対象となります。締め日までに確実

に荷物が到着するよう、余裕をもった発送にご協力ください。

【請求のタイミング】

・締め日は月1回用意しています。

・できるだけ決められた月（P.16参照）ごとに行ってください。

【入金について】

・締め日から30日以内に入金いたします。

※万が一30日経っても入金がない場合はコールセンターまでお問い合わせください。

※入金額に異議がある場合は、入金日から２週間以内に限って受け付けます。

２週間を過ぎてからの異議申立てには原則として応じられません。

手順１ 加盟店が旅行者から特典クーポンを受け取ります。

・利用期間、配布施設の記載がない場合、換金できません。

手順２ 換金請求を行ってください。

※お送りいただいた換金用伝票の写しが必要な場合は、各店舗にてコピーをお取り

ください。

※「Go Toトラベルの地域共通クーポン」や「民間のギフト券」などの異種券を入れないよ

うご注意ください。異種券が入っている場合は、着払いで加盟店へ返却させていた

だきます。

※前回キャンペーンの「福島県 県民割プラス宿泊者特典クーポン」をご送付される

場合は、必ずP14の注意事項に従って送付ください。

※振込人名義は「STAY NAVI」となります

手順2-1へつづく

5. 特典クーポンの精算
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手順2-2 換金用伝票を表紙にして特典クーポンの本券部分と合
わせて輪ゴム、紐等で束ねてください。

使用済クーポンの本券部分（大）

＜イメージ＞

輪ゴム、紐等

特典クーポン 封入時の注意事項

・機械で読み込みする為、クーポンの向き（表裏・天地）を揃えてください。

・ホチキス留めはしないでください。（ホチキスを取り外すのに時間が掛かり、全

体の作業が遅れ、入金が遅くなる恐れがあります）

・店舗ごとに発送してください。（万が一複数店舗のクーポンをまとめて1店舗が

発送する場合は、店舗ごとに分かるよう換金伝票とクーポンをまとめてください）

・クーポンの本券部分であることをご確認ください。また見本券を誤って封入しな

いようご注意ください。

・換金用伝票にクーポンの合計枚数を正確に記入してください。換金伝票に書かれ

た枚数と実際に送られてきたクーポンの枚数に差異があった場合、実際に送られて

きた枚数を正として入金します。

送付するクーポン券の枚数を正確

に記入してください。加盟店コー

ド、加盟店名称が記入されている

かご確認ください。

手順2-1 換金用伝票に必要事項を記入してください。

・伝票には、各加盟店専用の固有番号が1枚ずつ割り振られていますので、コピー

してご利用いただく事は出来ないためご注意ください。

＜イメージ＞

5. 特典クーポンの精算
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5. 特典クーポンの清算

10/21の「県民割プラス宿泊者特典クーポン（黄緑色）」の締め日には、福島県「来

て。」割のクーポン（ピンク色）は送付しないでください。

本キャンペーンのクーポンを誤って送付した場合、「来て。」割の初回入金予定日に振

り込みします。

＜イメージ＞

【良い例】

「県民割プラス」の最終締め日（10/21）の対応について

「県民割プラス宿泊者特典クーポン（黄緑色）」と「来て。」割のクーポン（ピンク

色）」を同封する場合は、キャンペーン毎に束を分けて輪ゴム等で縛り、キャンペーンご

とに換金用伝票を準備してください。

※2つのキャンペーンのクーポンが同じ束に混在していたり、換金用伝票が1枚しかない場

合、確認作業に時間を要するため、通常の入金予定日より遅れる可能性があります。

11月以降の締め日対応について

「県民割プラス宿泊者特典クーポン（黄緑色）」の最終締め日は10/21であり、期限を

過ぎて返送いただいた場合は原則換金できません。

ただし、やむを得ない事情により10/21を過ぎて送付する場合は、「来て。」割のクー

ポン（ピンク色）と同封して送付いただけます。

その際、以下注意事項をよくお読みいただいた上で返送するようにお願いいたします。

2種類のクーポンを同封する際の注意事項

【悪い例】

×2種類のクーポン券が一つの束に

混在している

×換金用伝票が1枚しかない
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万が一換金用伝票がお手元にない場合は、ご自身で白

紙の用紙をご用意いただき、以下「記載いただく内

容」を記入の上、換金用伝票としてご使用ください。

■記載いただく内容

・ご自身の加盟店コード

・ご自身の加盟店名称

・今回同梱するクーポンの枚数

■注意事項

・お送りいただいた用紙は返却できません。

・ご用意いただく用紙について、サイズや材質

の指定はございません。

＜イメージ＞



手順2-3 封筒に入れ、送付してください。

回収キット内の「返信用封筒」に特典クーポンの本券部分を入れ、「佐川急便着払

伝票」を貼って伝票に記載の送付先へご送付ください。 万が一封筒に入り切らない

場合、ご自身でご用意されたダンボール等で発送することも可能です。

＜イメージ＞

・入金の確認まで、配送伝票の控は必ず保管してください。万が一事務局に

クーポンが不達の場合も、精算ができない場合がございます。

・間違って郵便ポストに入れた場合、約１カ月程度郵便局で保管され、 換金

が遅れる原因となります。ご注意ください。

手順3へつづく

集荷のご依頼、お荷物のお問い合わせ先

※集荷の依頼先、送付先は事務局ではございませんのでご注意ください。

佐川急便 郡山営業所

電話（ナビダイヤル） 0570-01-0670

・当日の集荷締め切り時間は15時となります。但し、地域によって締め切り
時間に違いがありますので、翌日の集荷になる場合もございます。

・祝日、日曜日の集荷は予約制のため、前日までご連絡を頂くようにお願い
いたします。

・繁忙期など電話が繋がりにくくなる場合がございますので、あらかじめご
了承のほどお願いいたします。

・お近くの佐川急便営業所へのご依頼、お持ち込みでも承ります。

5. 特典クーポンの精算
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手順3 事務局にて審査します。

手順4 加盟店の登録口座へ振り込みます。

・換金は、取扱店舗ごとに事務局が指定する月１～2回の締め日までに送付されたクー

ポンについて、締め日から30日以内に、登録いただいた口座に振込みます（ただし、

換金用伝票その他の書類に不備がある場合はさらに時間を要します）。

・クーポンの換金はQRコードによる読み取り結果（QRコードが読み取れない場合には

OCRによる読み取り結果）を正とし、入金額に異議がある場合は、入金日から２週

間以内に限って受け付けます。２週間を過ぎてからの異議申立てには原則として応じ

られません。

5. 特典クーポンの精算

17

締め日、入金日程

【締め日】締め日は月1～2回設定します。

【入金日】締め日から30日以内に入金いたします。

※万が一30日経っても入金がない場合はコールセンターまでお問い合わせください。

※今後の締め日、入金日程については、事業開始後、

県から正式に通知されます。

※尚、通知方法は、ご登録のメールアドレス宛へのメールと

なりますので、メールを必ずご確認頂けます様お願いします。



特典クーポンの利用対象外とするものの一例

Ａ. 行政機関への支払い

Ｂ. 日常生活における継続的な支払い

Ｃ. 換金性の高いものへの支払い

Ｄ. 金券（ビール券、清酒券、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）、プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等

6.（参考）特典クーポンの利用対象

特典クーポンの利用対象外商品

特典クーポンは、下記のＡ.Ｂ.Ⅽ.Ⅾ等にはご利用いただけません。

詳細は本マニュアルのP.20をご確認ください。
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6.（参考）特典クーポンの利用対象

対象分野 具体的な店舗種類

土産物店・飲食店 道の駅、観光地の土産物店、県農産物を使った特産品販売所、県
産品を取り扱う販売所、加工所、海産物、観光果樹園、工芸品店、
陶芸品店、観光地の飲食店 等

体験施設 自然アクティビティ、動物園、観光牧場、観光農園、着物着付け
所、サーキット場、ゴンドラ運営、マリーナ業、観光ボート業、
観光釣り堀、パークゴルフ場 等

温泉施設 日帰り入浴施設、温泉地の公衆浴場 等

清酒・ワイン醸造所 清酒、ワイン、ウィスキーを製造する工場と隣接している販売
店 等

展覧施設 美術館、博物館、水族館、植物園、昆虫園、歴史建造物、科学
館、資料館、天文台、城郭施設、公園、テーマパーク 等

交通機関 鉄道、バス、タクシー、レンタカー等及びガソリンスタンド

特典クーポンの利用可能店舗

※飲食店については、日本標準産業分類（平成２５年１０月改訂）の中分類「７６飲

食店」に分類される飲食店（主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲

食させる飲食店）であり、かつ、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５２条

第１項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること。また、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４項に規定される「接待飲食等営業」及び同条第１１項に規定される「特定遊興

飲食店営業」の許可を得た営業を行っていないこと

■対象飲食店
食堂・レストラン・専門料理店・そば／うどん店・寿司屋・居酒屋・ビヤホー
ル・喫茶店 など
■対象外飲食店
キャバクラ・ガールズバー・ショーパブ・ホストクラブ・スナック・接待を伴う
料亭など

※2021年6月の食品衛生法改訂により、2021年6月以降の第55条の規定に基づく許可も有効です。
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特典クーポンの取扱店舗登録の取消し

特典クーポンの注意事項

①申請内容に虚偽等があった場合

②特典クーポン取扱店舗が取扱要領の規定に違反した場合

③特典クーポンの取扱いに関する事務局による指示に違反した場合

④特典クーポン取扱店舗として適切でないと事務局が判断する場合

6.（参考）特典クーポンの取扱いと注意事項
※必ずお読みください

• 特典クーポンは商品の販売又は役務の提供などの取引に利用できます。
• 特典クーポンと現金の交換はできません。
• 特典クーポンの券面額以下の金額の利用の場合であっても、お釣りは出せません。
• 特典クーポンによる支払で不足する分は現金等で受け取りください。
• 特典クーポンを利用して購入した商品又はサービスの返品の際の返金はできません。
• 特典クーポンの盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造等に対して、事務局で責任は負い

ません。
※特典クーポンの盗難・紛失等の場合、損害賠償責任が発生する場合があります。

• 特典クーポンの交換はできません。

下記事項が発覚した場合、特典クーポン取扱店舗としての登録を取り消すとともに、事業

者名を公表し、給付金の給付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。

※事務局は、必要に応じて取扱店舗（取扱店舗からの換金請求をとりまとめる商店街・ 大型商業施
設・その他の者を含む）から報告を求め、また、立入調査を行うことがあります。
※取扱店舗登録が取り消された場合、以後、特典クーポンの取扱いを行うことはできません。
※不正に給付金を受給した場合には、詐欺罪等による刑事告発の対象となる場合があります。

• 取扱店舗の情報（名称、所在地、電話番号、業種等）は「観光特典クーポンの使えるお
店」として、福島県「来て。」割観光特典クーポン事業サイト等に掲載いたします。

• 本事業用にデザインされた『福島県「来て。」割 観光特典クーポン』の肖像使用を含む
広報告知物の作成については事前に事務局の承認が必要となります。

• 取扱店舗は、取扱店舗としての地位を第三者に譲渡することはできません。また、事務局
に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等することはできません。

• 取扱店舗は、登録内容に変更が生じた場合や登録の取消しを希望する場合は、事務局に届
出（コールセンターへ連絡）をお願いいたします。

• 新型コロナウイルス感染症の状況や国や県の方針等により、事業の停止を含めた本取扱要
領に記載の内容が変更される可能性があります。

その他留意事項
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特典クーポンの対象とならない商品

行政機関等への支払い

• 所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
• 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）
• 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）
• 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

• 電気・ガス・水道・電話料金等
• ＮＨＫ放送受信料
• 不動産賃料
• 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
• 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
• 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）
• プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
• 金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）
• 記念硬貨

その他

• 特典クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの
（旅行者が利用エリア外に出なければ可（宅配等の配送サービスは対象））

• 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
• 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
• 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
• 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
• 公序良俗に反するもの
• 社会通念上不適当とされるもの
• その他各取扱店舗が指定するもの

6.（参考）特典クーポンの取扱いと注意事項
※必ずお読みください
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7. 改訂履歴

改版 発行日 改訂履歴

第1版 2022年10月1日 初版発行

第1.1版 2022年10月21日
サポートセンターの名称を訂正(P.23)
・誤：福島県県民割サポートセンター
・正：福島県「来て。」割サポートセンター
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8. 問い合わせ先

お問い合わせ先

福島県「来て。」割サポートセンター

●電話（9:30－17:30 年中無休）

加盟店専用 050-3163-8148

旅行者専用 0120-234581

よくある質問はこちら

※本事業に関するお問い合わせは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

https://tayori.com/q/f
ukushima-jigyosha/

福島県「来て。」割
よくあるご質問【事業者向け】

福島県「来て。」割
よくあるご質問【旅行者向け】

https://tayori.com/q/f
ukushima-ryokosha/
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