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【福島県県民割プラス】と【福島県「来て。」割】対比表

福島県県民割プラス 福島県「来て。」割

10,000円以上：5,000円人泊 旅行代金総額の40%

5,000円～9,999円：2,500円人泊 （最大：宿泊・日帰り5,000円人泊・日、交通付宿泊8,000円人泊）

5,000円 宿泊料金下限 平日：5,000円　／　休日：2,000円

日帰り　×　/　宿泊　〇
割引/クーポン

配布対象
日帰り　〇（旅行事業者の取扱商品）　　/　宿泊　〇

福島県及び北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県内在住の方
日本国内に居住している方

かつ かつ

新型コロナワクチンの接種済証明書等または 新型コロナワクチンの接種済証明書等または

PCR検査結果通知書が提示出来る方 PCR検査結果通知書が提示出来る方

福島県内在住者（2回）、福島県以外の対象県在住者（3回） ワクチン接種回数 福島県内在住者（2回）、福島県以外の対象県在住者（3回）

現住所を確認出来る身分証明書1点 本人確認 現住所を確認出来る身分証明書1点

500円券×4枚（4枚綴り） クーポン券の配布 平日：500円券×6枚　／　休日：500円券×2枚（2枚綴り）

3泊まで 連泊制限 7泊まで

不可 ビジネス利用 可

宿泊：宿泊施設

日帰り：旅行会社が指定する場所

無料の子供・乳幼児も人数に含む

算出方法により含めないことも可

宿泊施設直接予約・OTA経由予約分 STAYNAVIの利用 宿泊施設直接予約分のみ

受付開始後の予約のみ対象 既存予約 既存予約も対象（※）

（※）「来て。」割の支援対象となる旅行・宿泊であること、またその宿泊施設、旅行会社が「来て。」割の参画登録を行っていること、

　　　　の２要件を満たし、旅行者が確認を行っている場合には対象となります。

【参考】

　①平日・休日の取扱いについて

　　＊クーポン配布枚数（1枚＝500円）　宿泊

　②日帰り旅行の定義について

　　※日帰り旅行とは、次のA群とＢ群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品（旅行会社が実施するもの）を指します。 　　

　　※当日添乗員の同行または当日斡旋員（集合場所での受付・見送り）のあるものが対象となります。

　　　【A群（一例）】

　　　　航空、鉄道、船舶、タクシー、バス

　　　【B群（一例）】

　　　　食事・飲み物、ゴルフ、現地レンタカー、日帰り温泉券、リフト券

添い寝や食事代のみなど宿泊代金のかからない

幼児・子供は人数に含めない
幼児・子供の取扱

補助割合

利用

対象者

不可（精算時のポイント払いは可） 他割引制度併用 可（他の割引制度での割引を行ってから「来て。」割を適用）

宿泊施設のみ
クーポン券の

配布場所

日

2枚

木 金 土

6枚 6枚 6枚 6枚 6枚 6枚

日 月 火 水
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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

【注意事項】

「現金」及び「金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・

旅行券・商品券等 ＊紙・デジタルを問わず）」、「有価証券」等を含むプランは

対象外となります。

1、福島県 「来て。」割とは
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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・子供も人数に含めます。

（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）

（５）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 （平日の場合）

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。

1、福島県 「来て。」割とは

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



全体像（宿泊旅行）
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【チェックイン】
①身分証を提示する。
②ワクチン接種等の証明書を提示する。

【チェックイン】
①身分証を提示する。
②ワクチン接種等の証明書を提示する。
③旅行者様または宿泊施設が発行した宿泊クーポン

の内容を確認する。
④代理発行の場合、もしくはクーポン内容に変更が
あった場合は、宿泊クーポンに署名する。

宿泊施設が代理で宿泊
クーポンを発行
【現地払のみ】

・宿泊施設によっては、代理
での宿泊クーポン発行を行
っていない施設もあります。

・申込の際に宿泊施設にお問
い合わせください。

旅行者様ご自身で宿泊
クーポンを発行
【現地払のみ】

・福島県「来て。」割旅行者
用サイトへアクセスし、必要
な情報を入力してください。

・発行した宿泊クーポンを印刷
するか、スマホ画面に保存
してください。

宿泊予約サイト・旅行会社に割引後の宿泊代金を
支払います。

（宿泊予約サイトの商品については、割引後の宿泊
代金を現地にて支払う商品もあります）

宿泊施設のフロントで観光特典クーポンを受け取る
（観光特典クーポンの有効期限は、チェックインの日からチェックアウトの日までとなります）

精算（割引後の宿泊代金を支払う）

【チェックアウト】

旅行者様

福島県「来て。」割に参画されている【宿泊施設】【宿泊予約サイト（ネット予約サイト）】【旅行会
社】の一覧は、福島県「来て。」割旅行者用サイトに掲載されています。
URL：https://www.kitewari.jp

(２)宿泊施設
公式サイトでの予約

(１)宿泊施設へ電話
での予約

(４)旅行会社
での予約

(３)宿泊予約サイトで
の予約

（ネット予約）

チェックイン時に、本人確認・住所確認のため宿泊者全員の身分証
（免許証、マイナンバーカード等）を提示してください。

ワクチン接種等の証明書の提示が必須です

２、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ

精算（現地払いプランのみ
割引後の宿泊代金を支払う）



全体像（日帰り旅行）
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【当日まで】
申し込みした旅行会社より観光特典クーポンを受け取る。

※受取日時・場所については、旅行会社にお問い合わせください。
※偽造、悪用、乱用した場合、発行の主旨・目的に反する行為をした場合は、返還請求を求め、相応の処置を
とることとします。

※利用可能期間は、日帰り旅行当日限りです。

旅行会社に割引後の旅行代金を支払います。

【出発】

旅行者様

福島県「来て。」割に参画されている【旅行会社】からの申込のみ適用となります。
一覧は、福島県「来て。」割旅行者用サイトに掲載されています。
URL：https://www.kitewari.jp

旅行会社（店頭・TEL等）での予約

２、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ

【当日】
申し込みした旅行会社指定の集合場所・時間にお集まりください。

出発前に、本人確認・住所確認のため参加者全員の身分証
（免許証、マイナンバーカード等）を提示してください。

ワクチン接種等の証明書の提示が必須です
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①宿泊予約

旅行者様ご自身で宿泊施設の公式サイトで予約をします。

※注意※

・予約時、宿泊施設の公式サイトでは割引前価格で販売されています。

・対象になる予約は、現地払いのプランのみになりますのでご注意ください。

・福島県「来て。」割を利用して宿泊クーポンを発行するためには、予約情報が必要

になります。予約表などを印刷いただくことをお勧めします。

②STAYNAVIで会員登録を行い、宿泊クーポンを登録・発行

→STAYNAVIの利用方法についてはＰ15以降にてご案内します。

③宿泊施設チェックイン

チェックインの際に、STAYNAVIで登録した宿泊クーポンと身分証をご提示ください。

代表者及び同行者全員分の氏名・住所確認のため公的な身分証明証（マイナンバー
カード、運転免許証、健康保険証等）を確認させていただく必要があります。
※チェックイン時にワクチン接種等の証明書の提示が必須です。

登録した宿泊クーポンは印刷して頂くか、スマホ等の画面提示でも構いません。

宿泊施設で内容に誤りがないか確認した後、福島県観光特典クーポン】をお受け取り

頂きます。

④割引後の宿泊代金支払い

宿泊施設での精算時に、割引された宿泊代金を施設にてお支払いください。

①宿泊予約
(宿泊施設)

②宿泊ｸｰﾎﾟﾝ
発行

③宿泊施設
ﾁｪｯｸｲﾝ

④割引後の
宿泊代金
支払い

福島県「来て。」割を利用して宿泊クーポンを発行するためには、宿泊施設公式サイトの

予約情報が必要になります。予約表などを印刷頂く事をお勧めします。

宿泊施設が代理で宿泊クーポンを発行します。

※代理で宿泊クーポンを発行していない宿泊施設もあります。宿泊施設へ予約をした際に、

ご確認ください。

●宿泊施設が発行する場合：旅行者様はそのままご旅行にご出発ください。チェックイン

時に身分証をご提示ください。お支払いは割引後の金額を

宿泊施設にお支払いください。

●旅行者様が発行する場合：下記の【宿泊施設公式サイトで予約をした場合】の②③④

と同じ流れとなります。

※チェックイン時にワクチン接種等の証明書の提示が必須です。

(１)宿泊施設へ電話で予約をした場合 ※詳細はｐ１５～

(２)宿泊施設公式サイトで予約をした場合 ※詳細はｐ１５～

２、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ
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旅行会社で販売される商品は、割引後の価格で販売されます。割引後の宿泊代金を旅行会社

へお支払いください。（宿泊予約サイトの商品については、割引後の宿泊代金を現地にて支

払う商品もあります。）

事前に旅行者様がSTAYNAVIサイトで行う手続きはございません。

（※前キャンペーン「県民割プラス」とは手続きが異なります。）

旅行会社からの予約を証明する書類をチェックイン時に宿泊施設のフロントで身分証とあわ

せてご提示下さい。

※ネット予約サイトでの予約の場合は、予約を証明する書類等を印刷して宿泊施設へお持ち

頂くことをおすすめします。

※チェックイン時にワクチン接種等の証明書の提示が必須です。

(３)旅行会社・宿泊予約サイト（ネット予約サイト）を通じて予約をした場合

宿泊の際は「福島県「来て。」割」を活用する方全員（無料幼児が対象の場合は、
無料幼児も含む）の身分証明書をご持参ください。

チェックイン時に代表者及び同行者全員分の氏名・住所確認のため公的な身分証明証（マイナンバーカー
ド、運転免許証、健康保険証等）を確認していただく必要があります。

身分証として認められるものは原則として１となります。
ただし、宿泊者様において１をご用意できない場合は、宿泊者様の氏名と住所が確認できるものに限り、
２または３も認める取扱いとします。

１ 身分証
公的機関が発行し宿泊者本人の氏名、住所の記載があるもの。
公的機関の発行書類であり、氏名、住所の記載があれば、
一般的に身分証と見なされないものでも認める。

２ 料金の支払い明細等
公共料金の支払い明細で、宿泊者本人の氏名、住所の記載があるもの。
ただし、明細等の日付は宿泊日から３ヶ月程度とする。
明細は紙だけではなく、電子データとしての明細も認める。

３ 郵便物（手紙、はがき等）
宿泊者本人あての郵便物で、氏名、住所の記載があるもの。
ただし、郵便物等の日付は宿泊日から3ヶ月程度とする。

２、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ



政府の方針に則り、「福島県「来て。」割」をご利用の際は、現住所を確認できる身分証明書
とともに、原則として、下記いずれかの提示が必要です。

●「新型コロナワクチンの接種済を証明する書類等」

●「ＰＣＲ検査等の陰性の検査結果通知書等」

＜PCR検査等の陰性の検査結果通知書等＞
PCR検査または抗原定量検査、または抗原定性

検査における陰性証明（検査結果通知書）が必
要です。
【注意】検査費用は自己負担となります。

（健康上の理由等でワクチン接種を受けられな
い方は無料で検査を受けられます）
【注意】PCR検査および抗原定量検査の有効

期間は３日間（検体採取日＋３日）、
抗原定性検査の有効期間は１日間
（検査日＋１日）です。

＜陰性証明書の条件＞
●①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、
④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者
氏名、⑦有効期限が明記されていること

●旅行開始日において、有効期限が過ぎていな
いもの

●本人であること（身分証明書等で確認）
※市販の検査薬の結果では上記が明記されてい
ないものが多く、県としては国・県が認めた
検査機関の証明書のみ有効としています。

こんな場合は？
(Q) 1月1日にPCR検査か抗原定量検査を受けた

場合、いつまで本事業が利用できますか？
(A) 1月4日（検体採取日＋３日）まで本事業の

利用が可能です。
(Q) 1月1日に抗原定性検査を受けた場合、いつ

まで本事業が利用できますか？
(A) 1月2日（検査日＋１日）のみ本事業の利用

が可能です。

検査はどこで受けられますか？

福島県ホームページにて無料検査場をご確認頂けます。

★福島県内無料検査場★
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/v-kpackage3.html

※福島県内では福島県民以外の方は受検できません。
無料検査の実施場所はお住まいの道県HPをご確認
ください。
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＜ワクチン接種済を証明する書類＞
ワクチン接種済証明書とは…
●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
●新型コロナウイルスワクチン接種記録書
●新型コロナウイルスワクチン接種証明書

が該当します。

（見本）予防接種済証

＜接種済証明書の条件＞
●３回目の接種日が確認できるもの
※数日間に渡る旅行や宿泊の場合は、旅行お
よび宿泊の初日基準となります。
●本人であること（身分証明書等で確認）
●３回分のワクチンシールが貼られていること
（予防接種済証または接種記録書の場合）

＊福島県在住の方が福島県内の宿泊施設に宿泊
する場合、及び福島県内を主目的地とする日帰
り旅行をする場合のみ２回目接種（14日以上経
過）で適用可とします。

※新型コロナワクチン接種証明書アプリ
（自治体が開発したものを含む）などの提示も
可です。

３、福島県「来て。」割における
接種済証明書等の確認について

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/v-kpackage3.html


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枚綴り

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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４、福島県観光特典クーポンについて



QRコードから、ご利用頂けるお店を
ご覧いただけます

12

観光特典クーポンの利用

チェックイン時に宿泊施設のフロントにて宿泊者特典クーポンをお受け取りください。

特典クーポンは2枚綴り（500円Ｘ2枚）になっています。

表面

有効期限と宿泊施設名が記載
されています。

（日帰りの場合は旅行事業者
名）

＊記載が無い場合はご利用頂
けない為、お受け取りの際に
ご確認下さい。

本券と半券は切り離さないでください

ご利用の際は、1枚ずつ切り離してお使いください。

４、福島県観光特典クーポンについて

✕
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福島県観光特典クーポンをご利用頂ける店舗には、ステッカーやポスターが掲示されています。

ステッカー ポスター

＜観光特典クーポンご利用上のご注意＞

・観光特典クーポンをご利用いただける対象施設は、福島県「来て。」割 旅行者用

サイトの「参加加盟店」よりご確認ください。

https://www.kitewari.jp/shop/

＊対象店舗情報は順次更新してまいります。

・利用対象外となる商品・サービス等ございますので、ご利用時は対象施設でご確認くださ

い。

・お釣りは出ません。

・現金との引換え、換金性の高い各種金券、各種商品券、証紙等の購入には利用できません。

・偽造、悪用、乱用した場合、発行の主旨・目的に反する行為をした場合は、返還請求を

求め、相応の処置をとることとします。

・盗難、紛失、滅失または偽造、変造、模造等に対し、発行者・配布施設・利用施設は一切

その責任を負いません。

・利用可能日を経過したクーポンは無効です。

・利用可能日内に利用しなかった場合、また対象施設の事情により利用できなくなった場合

でも払い戻しはできません。

・売却・交換は認めません。

・破損、折り曲げ、切り取りをしないでください。

・新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、利用できなくなる場合があります。

４、福島県観光特典クーポンについて



【利用可能事業者】

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

※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。

※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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４，福島県観光特典クーポンについて

■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



＜旅行者様が宿泊施設へ直接、下記いずれかの方法で予約をします＞

●電話での予約

●宿泊施設の公式サイトでの予約
※いずれもお支払いは現地払いのみ

５、福島県「来て。」割 宿泊施設直接予約の割引の流れ

＜STAYNAVIで宿泊割引クーポン発行をします＞
１、STAYNAVIで会員登録をします

２、マイページで宿泊割引クーポン発行をします
※ご旅行者様ご自身で宿泊割引クーポン発行をしてください。
※宿泊施設が代理発行することが可能な場合があります。予約の際にお問い合わせ下さい。
※前キャンペーン「県民割プラス」まではOTA（楽天やじゃらんなどのネット予約）での

ご予約もSTAYNAVIでの宿泊割引クーポン発行が必要でしたが、本キャンペーン
「来て。」割ではSTAYNAVIでの宿泊割引クーポンの発行は不要です。
必ず予約サイトにて対象の可否をご確認下さい。

【チェックイン】

STAYNAVIで発行した宿泊割引クーポンを印刷してお持ちいただくか、スマホなどでメールやクーポン
の画面をチェックイン時に提示してください。あわせて、ワクチン接種証明書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）、および公的な身分証明等の必要書類を提示します。

※施設代理発行の場合は宿泊施設が発行した宿泊割引クーポンの内容を確認し署名します。

【精算】
チェックイン時またはチェックアウト時（宿泊施設によります）、割引後の宿泊代金を支払います。
※Go To トラベルとの併用はできません。
※福島県内の市町村が行う助成制度との併用は可能です。他の助成制度を適用させたうえで、「来
て。」割を適用をさせてください。

チェックイン時に参加者全員の下記の書類確認が必要となります。
必要書類の詳細はキャンペーン公式サイトを必ずご確認ください。
※ご用意が無い場合はキャンペーンをご利用頂く事が出来ませんのでご注意下さい。

●割引利用対象者全員の本人確認書類
●割引利用対象者全員の予防接種済証等(ワクチンを３回接種済であるもの)
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)
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※このページ以降は宿泊施設に直接予約された場合のマニュアルとなります。
※該当される方のみご参照ください。



６、STAYNAVI会員登録の手順（パソコン）
※スマートフォン利用の手順は１８ページ以降

拡大

Step1

Step3

④「仮会員登録完了」のメールが届いたらメール

に記載されたURLをクリック

Step2

※仮登録のメールが届かない場合※

・登録されたメールアドレスに間違いはありませんか。

・迷惑メールに入っていませんか。

・InternetExplorerを使用されていませんか。

（Chrome推奨）

注）InternetExplorerは使用しないでください。

※「メールアドレス重複のお知らせ」が届いた場合※

・24時間以内に既に仮登録してませんか。

注）本会員登録のメールは24時間有効です。

※24時間経過後も重複メールとなる場合※

・既に会員登録されている可能性があります。

ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から登録した

メールアドレスを入力し、送信してください。

パスワード再設定のメールが届いた場合は、既に会員登録が

できてい ます。パスワードを再設定し、ログインしてください。

マイページログイン画面：https://staynavi.direct/login

④

旅行者様が宿泊施設に直接予約をした場合、STAYNAVIで宿泊割引クーポンを発行することで割引が
受けられます。宿泊割引クーポンを発行するためには、STAYNAVIで会員登録をする必要があります。
ご登録後、マイページで宿泊割引クーポンの発行をおこなってください。
※STAYNAVIの会員登録（マイページ作成）は無料です。
※STAYNAVIで宿泊割引クーポンを発行していない場合は割引の対象になりません。
※既にSTAYNAVIの会員登録がお済の方は、新規登録は必要ありません。

既にお持ちのSTAYNAVIマイページから宿泊割引クーポンの発行を行ってください。

①STAYNAVI公式サイト（https://staynavi.direct/）

のトップページより画面右上の【会員登録】を

クリックします。

※キャンペーンごとに会員登録を行う必要はあり

ません。過去にご利用がある場合は、ログイン

画面よりマイページにログインしてください。
注）InternetExplorerは使用しないでください。

② メールアドレスを入力

③【同意して仮登録する】をクリック
※メールアドレスは実際に送受信できるアドレスを

ご用意ください。宿泊割引クーポンを発行した時に、
登録メールアドレスへ発行確認メールが送信されます。

①

②

③

※宿泊施設へ
直接予約の場合
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https://staynavi.direct/login
https://staynavi.direct/


Step4

Step5

⑤アカウント名、パスワードをご自身で設定します。

⑥【同意して会員登録する】をクリックします。

注）アカウント名は登録されたメールアドレスではありません。

※アカウント名：お好きな名前（ニックネーム等）を決めて

入力してください。

既に別の会員が使用している名前は使用できません。

※アカウント名：半角英字(大文字・小文字)・数字のみ255文字以

内

※パスワード：半角英字(大文字・小文字)・数字・記号

（!"#$%&'()*+、-./:;<=>?@[]^_`{|}~）を3種類以上含む8文字～

32文字

＜OK例＞

Staynavi123

半角英字大+半角英字小+数字の3種が含まれている

staynavi@123

半角英字小+記号+数字の3種が含まれている

Stay@navi123

半角英字大+記号+半角英字小+数字の4種が含まれている

＜NG例＞

staynavi123

半角英字小+数字の2種しか含まれていない

stay@navi

半角英字小+記号の2種しか含まれていない

⑧そのままログイン画面にお進み頂き、マイページ

で宿泊割引クーポンの発行を行ってください。

⑦会員登録が完了しました。

登録されたメールアド レスに【会員登録完了】の

メールが届きます。

会員登録は以上で完了です。

６、STAYNAVI会員登録の手順（パソコン）
※スマートフォン利用の手順は１８ページ以降

⑤

⑥

⑦

⑧

※宿泊施設へ
直接予約の場合
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７、STAYNAVI会員登録の手順（スマートフォン）
※パソコン利用の手順は１６ページ～

Step1

Step2

旅行者様が宿泊施設に直接予約をした場合、STAYNAVIで宿泊割引クーポンを発行することで割引が
受けられます。宿泊割引クーポンを発行するためには、STAYNAVIで会員登録をする必要があります。
ご登録後、マイページで宿泊割引クーポンの発行をおこなってください。
※STAYNAVIの会員登録（マイページ作成）は無料です。
※STAYNAVIで宿泊割引クーポンを発行していない場合は割引の対象になりません。
※既にSTAYNAVIの会員登録がお済の方は、新規登録は必要ありません。

既にお持ちのSTAYNAVIマイページから宿泊割引クーポンの発行を行ってください。

①STAYNAVI公式サイト（https://staynavi.direct/）

のトップページより画面右上の【会員登録】を

タップします。

※キャンペーンごとに会員登録を行う必要はあり

ません。過去にご利用がある場合は、ログイン

画面よりマイページにログインしてください。
注）InternetExplorerは使用しないでください。

①

② メールアドレスを入力

③【同意して仮登録する】をタップ
※メールアドレスは実際に送受信できるアドレスを

ご用意ください。宿泊割引クーポンを発行した時に、
登録メールアドレスへ発行確認メールが送信されます。

③

②

※宿泊施設へ直接予約の場合
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https://staynavi.direct/


Step3

Step4

⑤アカウント名、パスワードをご自身で設定します。

⑥【同意して会員登録する】をタップします。

注）アカウント名は登録されたメールアドレスではありません。

※アカウント名：お好きな名前（ニックネーム等）を決めて入力してください。

既にに別の会員が使用している名前は使用できません。

※アカウント名：半角英字(大文字・小文字)・数字のみ255文字以内

※パスワード：半角英字(大文字・小文字)・数字・記号

（!"#$%&'()*+、-./:;<=>?@[]^_`{|}~）を3種類以上含む8文字～32文字

＜OK例＞

Staynavi123

半角英字大+半角英字小+数字の3種が含まれている

staynavi@123

半角英字小+記号+数字の3種が含まれている

Stay@navi123

半角英字大+記号+半角英字小+数字の4種が含まれている

＜NG例＞

staynavi123

半角英字小+数字の2種しか含まれていない

stay@navi

半角英字小+記号の2種しか含まれていない

７、STAYNAVI会員登録の手順（スマートフォン）
※パソコン利用の手順は１６ページ～

④「仮会員登録完了」のメールが届いたらメール

に記載されたURLをクリック

※仮登録のメールが届かない場合※

・登録されたメールアドレスに間違いはありませんか。

・迷惑メールに入っていませんか。

・InternetExplorerを使用されていませんか。

（Chrome推奨）

注）InternetExplorerは使用しないでください。

※「メールアドレス重複のお知らせ」が届いた場合※

・24時間以内に既に仮登録してませんか。

注）本会員登録のメールは24時間有効です。

※24時間経過後も重複メールとなる場合※

・既に会員登録されている可能性があります。

ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から登録した

メールアドレスを入力し、送信してください。

パスワード再設定のメールが届いた場合は、既に会員登録が

できてい ます。パスワードを再設定し、ログインしてください。

マイページログイン画面：https://staynavi.direct/login

④

⑤

⑥

※宿泊施設へ直接予約の場合
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https://staynavi.direct/login


７、STAYNAVI会員登録の手順（スマートフォン）
※パソコン利用の手順は１６ページ～

Step5

⑦会員登録が完了しました。

登録されたメールアド レスに【会員登録完了】の

メールが届きます。

会員登録は以上で完了です。

⑧そのままログイン画面にお進み頂き、マイページ

で宿泊割引クーポンの発行を行ってください。

⑦

⑧

※宿泊施設へ直接予約の場合
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宿泊割引クーポンの発行手順（パソコン）

STAYNAVIにて宿泊割引クーポンを発行します。発行した宿泊割引クーポンをチェックイン時に提示するこ

とで、当該旅行が割引と支援の対象となります。

※STAYNAVIで宿泊割引クーポンを発行していない場合は支援の対象になりません。

※各キャンペーンごとにクーポン名称が異なります。

※宿泊割引クーポンが発行できても、予約したプランが各キャンペーン対象外の場合は、支援

対象にはなりません。また、OTA（楽天トラベルやじゃらんなどの宿泊予約サイト）での予約

が対象外のキャンペーンもございます。詳細は各キャンペーンサイトにてご確認ください。

Step1

STAYNAVI公式サイトのSTAYNAVIの全国旅行支援に

掲載された都道府県から、利用する都道府県の

【 詳細・利用方法】をクリックします。

（https://staynavi.direct/）

注）InternetExplorerは使用しないでください。

Step2

Step3
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【宿泊割引クーポン発行はこちら】をクリックします。

会員登録を行ったメールアドレスとパスワードを

入力して【ログイン】をクリックします。

※ログインができない場合※

・メールアドレスとパスワードに間違いはありませんか。

間違いがなければ、ログイン画面にある「パスワードをお忘

れですか？」からパスワード再設定後に、再度ログインをお

試しください。

※パスワードを忘れた場合※

・内容に誤りがなければ、お手数おかけしますが、ログイン画

面にある「パスワードをお忘れですか？」からパスワード再

設定後に、再度ログインをお試しください。

※宿泊施設へ
直接予約の場合

https://staynavi.direct/


宿泊割引クーポンの発行手順（パソコン）

Step4

宿泊施設の「都道府県」が正しいかご確認の上、

「検索ワード」を入力し【検索する】をクリックします。

※「検索ワード」は宿泊施設名の一部だけ入力して検索してくだ

さい。

例）施設名：〇〇温泉ホテル△△

検索ワード：〇〇や△△を入れて検索

※利用するキャンペーンの「都道府県」が表示されない場

合は、利用するキャンペーンの選択が間違っていますの

で、画面右下の【STAYNAVI TOP】をクリックしてStep1

から再度手続きをおこなってください。
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Step5

検索された宿泊施設が表示されます。

該当する宿泊施設名をクリックします。

※施設が表示されない場合※

・都道府県の選択は間違いありませんか。

・宿泊施設の名前を一部だけ入力して、検索をしてみてください。

「〇〇の湯」など宿名の前についているタイトルを除く、漢字、

ひらがな、ローマ字表記の施設名など、お試しください。

・お探しの施設がご利用されるキャンペーンに参加されていない

か、または準備中の可能性があります。対象の宿泊施設へ直接

ご確認ください。

Step6

宿泊施設名、エリア、住所が表示されますので、

確認し間違いがなければ【予約情報を登録】を

クリックします。

※間違った宿泊施設を選択した場合は、再度「検索ワード」を

入力し、【検索する】をクリックしてください。

※類似名称の宿泊施設において、誤ってクーポン発行が行われる

ケースが発生しています。

宿泊施設名・エリア・住所を必ずご確認ください。
Step7

予約情報を入力し、【キャンペーン条件に同意し、

登録内容を確認】をクリックします。

（必須項目はすべて入力必要）

※予約情報登録の詳細は5ページ参照ください。
※宿泊割引クーポンが発行できても、予約したプランが各キャン

ペーン対象外の場合は、支援対象にはなりません。

また、OTA（楽天トラベルや、じゃらんなどの宿泊予約サイト）

での予約が対象外のキャンペーンもございます。

詳細は各キャンペーンサイトにてご確認ください。

日本、〒123-4567 東京都○○区△△△1丁目○-○

△△△

△△△

日本、〒123-4567 東京都○○区△△△1丁目○-○

※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊割引クーポンの発行手順（パソコン）

Step8

登録した内容が表示されますので、確認し間違いがな

ければ【クーポン券を発行】をクリックします。

※給付額、クーポンの枚数も確認できます。

※登録した内容に間違いがある場合は、【登録内容を修正】を
クリックし修正してください。

23

Step9

宿泊割引クーポンの発行が完了すると、

「クーポンを発行しました」と表示されます。

【クーポン券を確認】をクリックします。

Step10

旅館○○○△△

【印刷する】をタップして印刷します。

宿泊当日は、チェックインの際に宿泊割引クーポンとワ

クチン接種証明および身分証を提示してください。

※参加者全員の接種証明書や身分証など提示物が必要な場合が

ございます。必ず各キャンペーンサイトにてご確認ください。

※印刷ができない場合※

・スマートフォンなどに保存した画像でも構いません。

・印刷や、画像の保存が難しい場合は、宿泊割引クーポン

番号を控えてフロントにてお伝えください。

※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊割引クーポンの発行手順（パソコン）
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Step10＜参考＞

Stap10で印刷されなかった場合は、「予約情報・クー

ポンの確認」の【登録済予約情報】をクリックします。

該当の宿泊割引クーポンの【予約情報・クーポンの確

認】をクリックすると、Step10の画面が表示されます。

○○県民割キャンペーン

※宿泊施設へ
直接予約の場合



2ページのStep7：予約情報の登録画面の詳細です。

宿泊割引クーポンの登録を行います。お間違いないようご登録をお願いします。

※キャンペーンごとに入力項目が異なります。入力が必要な項目が表示されます。

●宿泊施設

・Step4～6で選択した宿泊施設が張り付きます

●チェックイン／チェックアウト

・カレンダーから選択します

●予約経路

・プルダウンから選択します

●予約番号

・宿泊施設の予約番号を入力します

※半角英数、半角ハイフン「ｰ」、半角アンダーラ

イン「_」が使用できます

●ご予約日

・予約日を入力します

※宿泊施設に予約を行った日付を入力してください。

クーポン登録日ではありません。

●プラン名

・予約したプラン名を入力します

●代表者の居住地 ●代表者（姓）カナ

●代表者（名）カナ ●代表者電話番号

・旅行に実際に行く旅行者のお名前と番号です

・居住地はチェックイン日の居住地で登録します

●宿泊人数

・大人、子供、添い寝の幼児の人数を入力します

●同行者（姓）カナ ●同行者（名）カナ

●同行者の居住地

●予約総額（税込）

・予約金額の総額を入力します

・入湯税は含まないなど、各キャンペーンごとに総額

の条件が異なりますので、各キャンペーンサイトに

てご確認ください

●施設使用欄

・宿泊施設の使用欄ですので入力不要です

・宿泊者以外が代理で登録した場合でも「代理者が

予約をする」に☑は不要です

※登録後、予約の変更などにより修正が必要な場合は、

新しく発行し直したうえで、不要な宿泊割引クーポン

をキャンセルしてください。

発行した宿泊割引クーポンを修正することはできませ

ん。
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宿泊割引クーポンの発行＜予約情報登録画面＞

△△△

日本、〒123-4567 東京都○○区△△△1丁目○-○

※宿泊施設へ直接予約の場合



以下の3箇所に、補助金額と地域クーポン等の枚数が表示されます。

※地域クーポンの配布がないキャンペーンの場合は、地域クーポン枚数が表示されない場合
がございます。

①STAYNAVIマイページ内、宿泊割引クーポン詳細画面

②印刷した書面

③宿泊割引クーポン発行完了メール

①STAYNAVIマイページ内宿
泊割引クーポン詳細画面

③宿泊割引クーポン
発行完了メール

②印刷した書面

補助金額・地域クーポン枚数の表示箇所
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○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

○○ ○○○

1泊2日食事付きプラン

※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊予約をキャンセルする場合、宿泊割引クーポンもキャンセルする必要があります。

宿泊割引クーポンのみをキャンセルしても、宿泊予約はキャンセルになりません。

宿泊予約のキャンセルは、ご予約された事業者（宿泊施設）にてお手続きください。

宿泊割引クーポンキャンセルの手順

宿泊施設において宿泊割引クーポンを修正・キャンセルした場合、旅行者様にメールが
届く場合がございます。
届いたメールについてご不明な点がございましたら、宿泊施設へ直接お問合せください。

宿泊予約をキャンセル・変更した場合

キャンセルした場合

変更した場合

発行した宿泊割引クーポンの内容を変更することはできません。

変更があった場合は、新たに宿泊割引クーポンを発行してから、登録済みの宿泊割引クーポンをキャン

セルしてください。

Step1

「予約情報・クーポンの確認」の【登録済予約情報】を

クリックします。

該当の宿泊割引クーポンの【予約情報・クーポンの確

認】をクリックします。

Step2

「キャンセルする」をクリックします。

Step3

メッセージが表示されますので、

【OK】をク リックするとキャンセル完了です。
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○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

チケット

購入済みチケット

チケットの購入

※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊割引クーポンの発行手順（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）

STAYNAVIにて宿泊割引クーポンを発行します。発行した宿泊割引クーポンをチェックイン時に提示するこ

とで、当該旅行が割引と支援の対象となります。

※STAYNAVIで宿泊割引クーポンを発行していない場合は支援の対象になりません。

※各キャンペーンごとにクーポン名称が異なります。

※各キャンペーン対象外のプランを予約し、宿泊割引クーポンを発行しても支援対象にはなり

ません。また、OTA（楽天トラベルや、じゃらんなどの宿泊予約サイト）での予約が対象外の

キャンペーンもございます。詳細は各キャンペーンサイトにてご確認ください。

Step1

Step2
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STAYNAVI公式サイトのSTAYNAVIの全国旅行支援に掲載された

都道府県から、利用する都道府県の【 詳細・利用方法】をクリックし

ます。

（https://staynavi.direct/）

注）InternetExplorerは使用しないでください。

STAYNAVI公式サイト

画面を下にスクロールし、【宿泊割引クーポン発行はこちら】をクリ

ックします。

※宿泊施設へ
直接予約の場合

https://staynavi.direct/


宿泊割引クーポンの発行手順（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）

Step3
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Step4

会員登録を行ったメールアドレスとパスワードを入力して

【ログイン】をタップします。

※ログインができない場合※

・入力したメールアドレスとパスワードに間違いはありませんか。

間違いがなければ、ログイン画面にある「パスワードをお忘れ

ですか？」からパスワード再設定後に、再度ログインをお試し

ください。

※パスワードを忘れた場合※

・内容に誤りがなければ、お手数おかけしますが、ログイン画面

にある「パスワードをお忘れですか？」からパスワード再設定

後に、再度ログインをお試しください。

対象のキャンペーンを選択すると、対象の県が表示されます。
※利用するキャンペーンの「都道府県」が表示されない場合は、利用す

るキャンペーンの選択が正しく行えておりませんので、ログアウト後

再度ログインを行いお手続きください。

「検索ワード」を入力し【検索する】をタップします。

※「検索ワード」は宿泊施設名の一部だけ入力して検索してください。

例）施設名：〇〇温泉ホテル△△

検索ワード：〇〇や△△を入れて検索

Step5

検索された宿泊施設が表示されます。

該当する宿泊施設名をタップします。

※施設が表示されない場合※

・都道府県の選択は間違いはありませんか。

・宿泊施設の名前を一部だけ入力して、検索をしてみてください。

「〇〇の湯」など宿名の前についているタイトルを除く、漢字、

ひらがな、ローマ字表記の施設名など、お試しください。

・お探しの施設がご利用されるキャンペーンに参加されていないか、

または準備中の可能性があります。対象の宿泊施設へ直接ご確認

ください。

※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊割引クーポンの発行手順（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）

Step6

Step7

Step8

宿泊施設名、エリア、住所が表示されますので、確認し

間違いがなければ【予約情報を登録】をタップします。

※間違った宿泊施設を選択した場合は、再度「検索ワード」を入力し

【検索する】をタップしてください。

※類似名称の宿泊施設において、誤ってクーポン発行が行われる

ケースが発生しています。

宿泊施設名・エリア・住所を必ずご確認ください。

予約情報を入力し、【キャンペーン条件に同意し、

登録内容を確認】をタップします。

（必須項目はすべて入力必要）

※予約情報登録の詳細は5ページ参照ください。

※宿泊割引クーポンが発行できても、予約したプランが各キャンペーン対象外

の場合は、支援対象にはなりません。

また、OTA（楽天トラベルや、じゃらんなどの宿泊予約サイト）での予約が

対象外のキャンペーンもございます。詳細は各キャンペーンサイトにてご確認

ください。

登録した内容が表示されますので、確認し間違いがなければ【ク

ーポン券を発行】をタップします。

※給付額、クーポンの枚数も確認できます。
※登録した内容に間違いがある場合は、【登録内容を修正】をタップし修正し

てください。

※宿泊施設へ
直接予約の場合
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Step10

Step9

宿泊割引クーポンの発行が完了すると、

「クーポンを発行しました」と表示されます。

【クーポン券を確認】をタップします。

【印刷する】をタップして印刷します。

宿泊当日は、チェックインの際に宿泊割引クーポンと

ワクチン接種証明および身分証を提示してください。

※参加者全員の接種証明書や身分証など提示物が必要な場合がございます。

必ず各キャンペーンサイトにてご確認ください。

※印刷ができない場合※

・スマートフォンなどに保存した画像でも構いません。

・印刷や、画像の保存が難しい場合は、宿泊割引クーポン番号を

控えてフロントにてお伝えください。

Stap10で印刷されなかった場合は、マイページトップ画面に戻ると、

登録済み予約情報が表示されます。

該当の宿泊割引クーポンの【予約情報・クーポンの確認】をタップ

すると、Step10の画面が表示されます。

Step10＜参考＞

宿泊割引クーポンの発行手順（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）
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※宿泊施設へ
直接予約の場合



3ページのStep7：予約情報の登録画面の詳細です。

宿泊割引クーポンの登録を行います。お間違いないようご登録をお願いします。

※キャンペーンごとに入力項目が異なります。入力が必要な項目が表示されます。

宿泊割引クーポンの発行＜予約情報登録画面＞

＜画面上部＞ ＜画面下部＞

●宿泊施設

・Step4～6で選択した宿泊施設が張り付きます

●チェックイン／チェックアウト

・カレンダーから選択します

●予約経路

・プルダウンから選択します

●予約番号

・宿泊施設の予約番号を入力します

※半角英数、半角ハイフン「ｰ」、半角アンダーラ

イン「_」が使用できます

●ご予約日

・予約日を入力します

※クーポン登録日ではありません

宿泊施設に予約を行った日付を入力してください

●プラン名

・予約したプラン名を入力します

●代表者の居住地 ●代表者（姓）カナ

●代表者（名）カナ ●代表者電話番号

・旅行に実際に行く旅行者のお名前と番号です

・居住地はチェックイン日の居住地で登録します

●宿泊人数

・大人、子供、添い寝の幼児の人数を入力します

●同行者（姓）カナ ●同行者（名）カナ

●同行者の居住地

●予約総額（税込）

・予約金額の総額を入力します

・入湯税は含まないなど、各キャンペーンごとに総額

の条件が異なりますので、各キャンペーンサイトに

てご確認ください

●施設使用欄

・宿泊施設の使用欄ですので入力不要です

・宿泊者以外が代理で登録した場合でも「代理者が

予約をする」に☑は不要です

※登録後、予約の変更などにより修正が必要な場合は、

新しく発行し直したうえで、不要な STAYNAVIクーポ

ンをキャンセルしてください。

発行した 宿泊割引クーポンを修正することはできま

せん。
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※宿泊施設へ直接予約の場合



以下の3箇所に、補助金額と地域クーポン等の枚数が表示されます。

※地域クーポンの配布がないキャンペーンの場合は、地域クーポン枚数が表示されない場合
がございます。

①STAYNAVIマイページ内、宿泊割引クーポン詳細画面

②印刷した書面

③宿泊割引クーポン発行完了メール

①STAYNAVIマイページ内
宿泊割引クーポン詳細画面

③宿泊割引クーポン
発行完了メール

②印刷した書面

補助金額・地域クーポン枚数の表示箇所

○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

○○県民割キャンペーン

○○県民割
○○県民割

○○県民割

○○県民割

○○県民割
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※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊予約をキャンセルする場合、宿泊割引クーポンもキャンセルする必要があります。

宿泊割引クーポンのみをキャンセルしても、宿泊予約はキャンセルになりません。

宿泊予約のキャンセルは、ご予約された事業者（宿泊施設）にてお手続きください。

宿泊割引クーポンキャンセルの手順

宿泊予約をキャンセル・変更した場合

キャンセルした場合

変更した場合

Step1

Step2

マイページのトップ画面から「予約情報・クーポンの確認」の

【登録済予約情報】をタップします。

該当の宿泊割引クーポンの【予約情報・クーポンの確認】を

タップします。

【キャンセルする】をタップします。

発行した宿泊割引クーポンの内容を変更することはできません。

変更があった場合は、新たに宿泊割引クーポンを発行してから、登録済みの宿泊割引クーポンをキャン

セルしてください。
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※宿泊施設へ
直接予約の場合



宿泊施設において宿泊割引クーポンを修正・キャンセルした場合、旅行者様にメールが
届く場合がございます。
届いたメールについてご不明な点がございましたら、宿泊施設へ直接お問合せください。

宿泊予約をキャンセル・変更した場合

Step3

メッセージが表示されますので、【OK】をタップすると

キャンセル完了です。
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※宿泊施設へ
直接予約の場合



改訂履歴
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改版 発行日 改訂履歴

第1.0版 2022年9月 初版発行

第1.1版 2022年10月7日 P.4 適用外となるプラン追記

P.10  福島県民のワクチン接種条件修正

第1.2版 2022年10月31日 P.2 クーポン配布枚数追記

P.9 無料幼児の身分証明書の件追記

P.10 接種証明書アプリ画面提示について追記

P.12 クーポン受け取り時の注意事項追記

P.21-34 差替え



問い合わせ先

※旅行者者の皆さまにおかれましては、ご旅行前に下記を確認頂き、感染症対策に

ご協力をお願いいたします。

新しい旅の エチケット

※当マニュアルの、複製・転載することを禁止します。

※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。
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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）

旅行者専用 ０１２０ー２３４５８１

●よくある質問はこちら

福島県「来て。」割
よくあるご質問
【旅行者向け】

https://tayori.com/q/fukushima-ryokosha/

https://www.jata-net.or.jp/membership/jata-corona/membership06_03/page-3019/

