
令和５年３月２０日 第７版 

1 

 

 

 

 

 

 

みやぎ宿泊割キャンペーン 

【全国旅行支援版】 

取り扱いマニュアル 

 

宿泊事業者用 
  



令和５年３月２０日 第７版 

2 

 

目次 

 

１ はじめに ............................................................................................................................................................. 3 

２ 制度内容 ............................................................................................................................................................. 3 

１） 制度イメージ図 ........................................................................................................................................... 3 

２） 概要 ............................................................................................................................................................. 4 

(1) 対象期間 .................................................................................................................................................... 6 

(2) 対象事業者 ................................................................................................................................................ 6 

(3) 対象旅行者 ................................................................................................................................................ 7 

(4) 対象経費 .................................................................................................................................................... 8 

(5) 補助内容 .................................................................................................................................................. 10 

(6) 販売補助金の交付方法 ............................................................................................................................ 18 

３） ワクチン・検査パッケージ等 ................................................................................................................... 19 

(1) ワクチン接種歴・PCR 検査等の陰性証明の確認 ..................................................................................... 19 

(2) 旅行者住所の確認 ................................................................................................................................... 19 

(3) 販売時の明記事項・旅行者の同意事項 .................................................................................................. 20 

４） 本事業利用にあたっての留意事項 ........................................................................................................... 21 

３ 宿泊事業者の参加登録・提出書類等 ............................................................................................................... 24 

ステップ１ みやぎ宿泊割キャンペーン事務局への参加登録 ........................................................................... 25 

ステップ２ STAYNAVI（ステイナビ）への施設登録 ......................................................................................... 25 

ステップ３ STAYNAVI（ステイナビ）での「みやぎ宿泊割キャンペーン」参加登録 ...................................... 25 

４ 不正防止 ........................................................................................................................................................... 26 

５ 割引の考え方 .................................................................................................................................................... 27 

６ キャンペーン事務局 ......................................................................................................................................... 29 

７ 改正履歴 ........................................................................................................................................................... 30 

  



令和５年３月２０日 第７版 

3 

 

１ はじめに 

 「みやぎ宿泊割キャンペーン（全国旅行支援）」は，新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ宮城県内の観

光・宿泊需要の早期回復を図るため，補助対象となる宿泊商品や旅行商品（以下，「対象商品」という）を販売す

る宿泊事業者及び旅行事業者（以下，「対象事業者」）に対して，予算の範囲内において宿泊・観光需要創出事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付する制度です。 

本書は，対象事業者のうち宿泊事業者のためのマニュアルです。 

交付等に関しては，「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱」（平成３０年６月２５日観観振第２６

号），「補助金等交付規則」（昭和５１年宮城県規則第３６号）及び「宿泊・観光需要創出事業宿泊代金・クーポン

券補助金交付要綱」，「地域限定クーポン【全国旅行支援対応版】取扱マニュアル」，統一窓口の基本ルールに定め

るほか，このマニュアルに定めるところによります。 

 

２ 制度内容 

１） 制度イメージ図 
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２） 概要 

各項目の詳細はＰ６以降に記載します。 

(1)対象期間 ■ 予約開始日  ※既存予約は支援対象外 

令和５年１月６日（金）≪令和５年１月１０日～令和５年３月３１日宿泊・旅行分≫ 

令和５年３月２０日（月）≪令和５年４月１日～令和５年７月２１日宿泊・旅行分≫ 

■ 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年７月２１日（金）宿泊分 

令和５年７月２２日（土）チェックアウト分 

■ 日帰り旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年７月２１日（金）旅行分 

※ 令和５年４月２９日（土）から令和５年５月７日（日）までの宿泊・旅行分は支援対

象外となります。 

 

(2)対象事業者 下記に該当し，本制度への参加登録をした事業者のうち，事務局が選定した者 

■ 旅行業法に基づき旅行業の登録を受けた事業者 

■ 旅館業法第３条第１項に規定する許可を受けた者 

■ 住宅宿泊事業法第３条第１項に規定する届出を行った事業者 

■ 上記のほか，宮城県知事が適当と認める事業者 

 

(3)対象旅行者 ■ 日本国内の居住者 

 

(4)対象経費 ■ 宿泊商品代金の割引に要する経費 

■ 旅行商品代金の割引に要する経費 

■ 地域限定クーポンに要する経費 

 

(5)補助内容 ① 販売補助 

■宿泊・旅行商品代金の２０％ 

 ただし，次の上限を超える場合は上限額までの補助となります。 

 ・交通付旅行商品：５，０００円（１泊当たり） 

 ・上記以外   ：３，０００円 

※ ひとつの旅程において７泊分までが補助対象です。 

■商品代金の下限を設けます。下回る商品は補助の対象外です。 

 平日 ３，０００円／人泊  休日 ２，０００円／人泊 

 

② 地域限定クーポン 

宮城県内の加盟店で使用可能な地域限定クーポンを，対象旅行者に付与します。 

 ※ 原則として旅行者のスマートフォン等を活用した電子クーポン 

■ 付与額 

 平日 2,000円／休日 1,000円 

■ 付与方法 

 旅行者がシステムを利用して発行 ※事業者による代理発行も可能 

■ 使用期間 

 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 日帰り旅行商品 

チェックイン当日から R5.7.22まで 旅行日から R5.7.22まで 

 ※ R5.1.10 から R5.3.31 までの宿泊・旅行で付与された地域限定クーポンも上記の使

用期間まで使用可能となります。 

(6)補助金の 

交付方法 

対象事業者が参加登録等を行った上で対象商品を販売し，各対象事業者が補助金の交付を

受けます。旅行者に直接補助金が給付されることはありません。 
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≪参考：令和５年３月３１日宿泊分までの全国旅行支援との比較≫ 
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(1) 対象期間 

 

■ 予約開始日  ※既存予約は支援対象外 

令和５年１月 ６日（金）≪令和５年１月１０日～令和５年３月３１日宿泊・旅行分≫ 

令和５年３月２０日（月）≪令和５年４月 １日～令和５年７月２１日宿泊・旅行分≫ 

■ 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年７月２１日（金）宿泊分 

令和５年７月２２日（土）チェックアウト分 

■ 日帰り旅行商品 

令和５年１月１０日（火）～令和５年７月２１日（金）旅行分 

 

※ 令和５年４月２９日（土）から令和５年５月７日（日）までの宿泊・旅行分は支援対象外となります。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症等の感染状況に応じて，対象期間を変更する場合があります。 

感染状況の目安については，以下のとおりです。 

・新型インフルエンザ等対策特別設置法（平成２４年法律第３１号）第３２条第１項に基づき，緊急事態措

置を実施すべき区域として公示された場合 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法第３１条の４第１項に基づき，まん延防止等重点措置を実施すべき

区域として公示された場合 

・ 感染状況が相当程度悪化していると国が判断する場合 

○ 対象期間中であっても，予算がなくなり次第終了します。 

 

 

(2) 対象事業者 

 

下記に該当し，本制度への参加登録をした事業者のうち，事務局が選定した者 

■ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）に基づき旅行業の登録を受けた事業者 

■ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けた者 

※ ただし，風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者を除く。 

■ 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項に規定する届出を行った事業者 

■ 上記のほか，宮城県知事が適当と認める事業者 

 

○ 旅行事業者について，宮城県内の事業所の有無は問いません。 
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(3) 対象旅行者 
 

■ 日本国内の居住者 

 

○ 日本人であることや，国籍は問いません。 

○ 日本国籍であっても，日本に居住実態のない方（海外に居住している方）は対象外です。 

○ 居住実態のない訪日外国人は対象外です。 

○ 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出される等の感染状況に応じて合理的と考えられる場合に限

り，当該都道府県に居住する旅行者への本制度の適用を停止します。 

○ 感染状況等により事業が停止された都道府県の全部または一部の区域から出発する旅行は，次のア）～ウ）

のいずれに該当するかを確認の上，取扱いください。 

ア）感染状況等を考慮した上で，都道府県（知事）の判断により事業停止した場合 

イ）当該都道府県の一部区域が緊急事態宣言措置区域またはまん延防止等重点措置区域となる場合 

ウ）国が都道府県の感染状況が相当程度悪化していると判断した場合 
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(4) 対象経費 
 

■ 宿泊商品代金の割引に要する経費 

 ※ 宿泊事業者参加登録している宿泊施設に限ります。 

■ 旅行商品代金の割引に要する経費 

※ 募集型企画旅行，受注型企画旅行，手配旅行いずれの形態も対象となります。 

※ 予算額の２割を団体旅行枠として設定します 

■ 地域限定クーポンに要する経費 

 

 ○ 事前に予約を行っていたもののみが補助対象となります。 

・ 入湯税，サービス料，保険料も商品の中に含まれていれば，対象となります。 

・ 商品に含まれる食事は補助対象ですが，現地で追加注文した食事や飲み物は補助対象外です。 

 ○ 宿泊施設の利用開始時と利用終了日が同日（デイユース）であるもの（２４時以降にチェックインして  

１泊した場合）は補助対象外です。 
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≪対象外経費≫ 
次のものは，対象商品には含められません。 

 ① 現金及び現金同等に扱われる金券，換金目的又は換金性の高いものを含む場合 

・ 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・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等 

※ ただし，次の（ア）～（ウ）のすべてを満たすものは紙・デジタルを問わず旅行商品に含めること

が可能です。 

（ア） 金券の使途となる物品又はサービスが，券面に記録されたものであること 

   ただし，宿泊施設の館内利用券に限り金額の明示は可能 

（イ） 使途が具体的に特定されている，又は限定された複数の使途の中からひとつを選択して利用す

るものであること 

（ウ） 当該商品の旅行期間内に目的地内でのみ利用できるものであること 

 ・ 鉄道の普通乗車券（特急券，指定席券等を含む），回数券，普通航空券（往復航空券や上位クラス利用

料金を含む）等 

※ 旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象に含めることが可能です。 

 ・ 収入印紙や切手 

 

② 上記のほか，対象商品として不適切と認めるもの 

  旅行は多様な価値創出や企画によって成立するものであることを踏まえ，以下の（１）～（６）の判断

基準に照らした上で，個別具体的に補助の対象とするか否かを社会通念上の観点も含めて総合的に判断し

ます。 

補助の対象になるか判断に迷われる場合には，「みやぎ宿泊割キャンペーン事務局」へ事前にご相談く

ださい。ご相談なく企画，販売されたものが，補助金実績報告の段階で補助対象外と判断された場合，補

助金の支払いは受けられません。 

 

（１） 感染拡大防止の観点から問題がないこと 

各都道府県の定める感染拡大防止策を遵守していることが前提です。 

（２） 商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること 

商品に含む物品やサービスの内容は，当該商品の旅行目的に沿っており，かつ，旅行目的地での

消費に寄与している（旅行目的地に関連している）必要があります。 

（３） 商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと 

上記（２）を前提としたうえ，商品に含む物品やサービスの価額は，そのおおむね２倍を上限の

目安にしてください。 

（４） 旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること。 

旅行商品に含む物品やサービスは，旅行期間中に旅行者が享受できるものが基本となりますが，

その特性上，旅行の開始前からまたは旅行の終了後においても旅行日程に付随するものは補助の対

象にできます。 

（例）「スーツケースを事前に旅行目的地へ配送する」 

「行程に組み込まれた絵付け体験で，後日焼きあがった陶器が配送される」など 

（５） 行程に国外の地域が含まれないこと。 

（６） ライセンスや資格の取得を目的としないもの。 
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(5) 補助内容 

 

① 販売補助 

■ 宿泊・旅行商品代金の２０％ 

  ただし，次の上限を超える場合は上限額までの補助となります。 

  ・交通付旅行商品：５，０００円（１泊当たり） 

  ・上記以外   ：３，０００円 

※ ひとつの旅程において７泊分までが補助対象です。 

 

■ 商品代金の下限を設けます。下回る商品は補助の対象外です。 

  平日 ３，０００円／人泊  休日 ２，０００円／人泊 

 

 

基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

 

≪販売補助金額の基本的な算出手順≫ 
  

① 宿泊商品代金の総額に対して２０％を乗じます。 

 ② 商品タイプごとの 1人 1泊あたり上限額を，泊数と人数に乗じます。 

 ③ 上記①と②を比べ，金額の低い方を補助額とします。 

 

（例） 
宿泊代金総額 １７０，０００円 ／ ２泊３日 ／ 大人２人，子供１人 の場合 
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≪商品代金の下限について≫ 
本事業では地域限定クーポンが定額で配布されるため，廉価な商品では，補助金を受けることにより旅行

者への利益（逆ザヤ）が発生する場合があります。 

そのような事態の発生を抑制する（旅行者の実質負担額を０円以上にする）観点から，補助の対象となる

商品の代金下限（以下「商品代金下限」という。）を設定します。 

この商品代金下限を下回る商品は，補助の対象にはなりません。 

 

 
1人 1泊当たりの商品代金 

（日帰りの場合は 1人当たり） 
商品代金の割引 地域限定クーポン 

平日 

３，０００円以上 ２０％ ２，０００円 

３，０００円未満 補助なし 付与なし 

休日 

２，０００円以上 ２０％ １，０００円 

２，０００円未満 補助なし 付与なし 

 

≪その他留意事項≫ 
○ 端数の処理は，1円未満での切り捨てです。 

○ 子供や幼児も 1人として計算することが可能です。 

○ 旅行者は期間中何度でも利用できます。 

○ １旅行当たりの補助対象泊数は旅行期間によらず，最大７泊分までとします。（同一施設の連泊，異なる

施設の宿泊か否かは問いません。） 

○ 補助内容は「販売補助」と「地域限定クーポン」で構成されています。原則として，どちらか一方のみの

補助とすることはできません。 
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② 地域限定クーポン 

宮城県内の加盟店で使用可能な地域限定クーポンを，対象旅行者に付与します。 

 ※ 原則として旅行者のスマートフォン等を活用した電子クーポン 

 

■ 付与額 

 平日 2,000円／休日 1,000円 

■ 付与方法 

 旅行者がシステムを利用して発行 ※事業者による代理発行も可能 

■ 使用期間 

 宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 日帰り旅行商品 

チェックイン当日から R5.7.22まで 旅行日から R5.7.22まで 

   ※ R5.1.10から R5.3.31までの宿泊・旅行で付与された地域限定クーポンも上記の使用期間まで

使用可能となります。 

 

○ STAYNAVI（ステイナビ）を利用して電子クーポンを付与します。大まかな流れは以下のとおりです。 

 
○ 地域限定クーポンの詳細については，「地域限定クーポン【全国旅行支援対応版】取扱マニュアル」をご

参照ください。 

○ R5.4.29（土）から R5.5.7（日）宿泊・旅行分については，販売補助及び地域限定クーポン付与の対象外

ですが，R5.1.10（火）以降において既に付与された地域限定クーポンについては，当該期間においても使用

可能です。 
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○ 平日と休日の定義は次のとおりです。 

・ 宿泊旅行 

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。 

・ 日帰り旅行 

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。 

 

【地域限定クーポン付与カレンダー（3月）】 
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【地域限定クーポン付与カレンダー（4月）】 
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【地域限定クーポン付与カレンダー（5月）】 
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【地域限定クーポン付与カレンダー（6月）】 
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【地域限定クーポン付与カレンダー（7月）】 

  

 

 

○ 令和 5年 1月 10日以降の全国旅行支援では，従来の紙クーポンは一切使用しません。 

 

 

 

 

 

○ 利用可能店舗については，対象期間中随時募集しています。 
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(6) 販売補助金の交付方法 

 

対象事業者が参加登録等を行った上で対象商品を販売し，各対象事業者が補助金の交付を受けます。 

旅行者に直接補助金が給付されることはありません。 

 

  

 みやぎ宿泊割キャンペーン事務局や STAYNAVIにおいて，事前の登録手続き等が必要となります。 

詳細について「STAYNAVI マニュアル」をご確認ください。大まかな流れは以下のとおりです。 

 

 

 

※ 旅行者はチェックイン時に，STAYNAVIから事前に取得した“宿泊割引クーポン”を提示することで，本制度

が適用されます（予約時点では，対象商品を通常料金で予約。）。 

※ 対象商品の販売にあたっては，旅行者が補助金額を認知できるようにするため，(1)「みやぎ宿泊割キャンペ

ーン」の対象商品であること，(2)本来の販売価格，(3)旅行者支払額，(4)販売補助額を明示してください。 
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３） ワクチン・検査パッケージ等 

令和３年１１月１９日付け「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」及び「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」等に則してご確認ください。 

 

(1) ワクチン接種歴・PCR 検査等の陰性証明の確認 

  みやぎ宿泊割キャンペーン（全国旅行支援）を利用する際には，原則として旅行者は下記のいずれかの提示

が必要です。 

 ① 新型コロナワクチンの接種済証明書 

  ② PCR検査等※の陰性証明書 

  ※ PCR検査等…PCR検査等（LAMP法等の核酸増幅法，抗原定量検査を含む。）及び抗原定性検査 

 

≪確認内容≫ 

① 新型コロナワクチンの接種済証明書 

確認事項 宮城県内在住者 宮城県外在住者 

内容 ワクチンを３回接種済みであること 

書類 予防接種済証 or接種記録書 or接種証明書 

 

② PCR検査等の陰性証明書 

確認事項 宮城県内在住者 宮城県外在住者 

内容 PCR検査等の検査結果が陰性であること 

書類 PCR 検査等及び抗原定性検査における陰性証明書（検査結果通知書） 

有効期限 
・PCR検査等…検体採取日より３日以内 

・抗原定性検査…検査日より１日以内 

※ 陰性証明書（検査結果通知書）を利用する場合，旅行開始日に有効であることが確認できれば，ひとつの

旅程（旅行期間）中は有効な検査結果として扱い，追加の検査を不要とすることが可能です。 

旅行者の旅行開始２日目以降に検査結果を確認する場合（初泊と異なる宿泊施設を利用する場合，旅行開

始日に対象宿泊施設を利用しない場合など）は，旅行開始日を確認するため，検査結果の確認書類に加えて，

旅行開始日が確認できる書類（前泊施設の領収書など）の提示を求めるようお願いします。 

※ 同居する親等の監護者が同伴することを条件に，１２歳未満は検査不要です。ただし，同居する親等の監

護者が同伴しない場合は，１２歳未満であってもワクチンを２回接種又は検査陰性であることが利用条件と

なります。なお，「同居する親当の監護者」には同居しない監護者は含みません。 

※ 事務局から証明として提出は求めません。個人情報をコピーしないようにお願いします。 

 

≪確認のタイミング≫ 

 当日チェックイン時の確認をお願いします。 

  

(2) 旅行者住所の確認 

○ 日本国内に居住する旅行者であること，ワクチン接種歴等の本人確認のため，身分証明書等により  

住所確認が必要となります。 

○ 当日チェックイン時の確認をお願いします。 

 

≪確認書類≫ 
 旅行者名及び住所が併記されている場合 

  ■運転免許証 ■健康保険証 ■住民票 ■学生証 ■社員証 

■マイナンバーカード ■公共料金領収書（発行日から２ケ月以内） ■在勤証明書  など 

 

※ 事務局への提出は不要です。個人情報をコピーしないようにお願いします。  
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(3) 販売時の明記事項・旅行者の同意事項 

対象商品の販売にあたっては，以下の内容を明記し，旅行者の同意を得る必要があります。 

 

明記事項 

○ 対象商品が前述の３）(1) の①新型コロナワクチンの接種済証明書又は②PCR検査等の陰性証明書の提

示が必要であること。 

○ 検査結果通知書は，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ものを利用すること。 

※ 抗原定性検査を事業者の管理下で行い，検査結果通知書を発行する場合は，③検査方法の代わりに使

用したキット名を，④検査所名の代わりに事業所名を記載する。 

※ 検査結果通知書によらず，旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結果は認められません。 

○ 予防接種済証等を撮影した画像や写し等を提示することも可能であること。 

○ 条件を満たさない場合（検査結果が陽性の場合，検査結果が「判定不能」であった場合，確認書類を持

参しなかった場合，検査結果が間に合わなかった場合等）の対応（キャンセル料の扱い，代金変更が発生

する場合はその内容，前日・当日の連絡先，参加可否等）。 

※ 確認書類の持参忘れにより確認できない場合，割り引きの対象とはなりません（割引対象とならない

ことを理由に宿泊をキャンセルした場合のキャンセル料は，お客様の負担となります。）。 

○ 複数人グループの一部の参加者が条件を満たさない場合の同行者の対応（取消料の扱い，代金変更が発

生する場合はその内容等）。 

 ※ 日本に在住していないことが判明したときには，その旅行者は割引の対象とはなりません。 

○ 検査費用が代金に含まれる場合，検査費用が代金に含まれること，検査方法（PCR検査等，抗原定性検

査），検体採取の方法（郵送検査，来店検査）。 

○ 確認書類の持参忘れにより当日までに予防接種済証等又は検査結果通知書を確認できない場合，後日

の提出は認められないこと。 

 

 

旅行者からの同意事項 

○ ワクチンを接種済であること又は検査結果が陰性であることが利用条件であること。 

○ 予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認を行う者に提示すること。 

○ ワクチンの効果は完全ではなく，接種しても感染し，他の人に感染させる可能性があるため，ワクチン

を接種していたとしても基本的な感染対策を怠らないこと。 

○ 検査結果が陰性であったとしても，検査後に感染する可能性があり，また，偽陰性である可能性もある

ため，基本的な感染対策を怠らないこと。 

○ 旅行開始日の 2週間前から感染リスクを避けて生活すること。 
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４） 本事業利用にあたっての留意事項 

 

(1) 本事業以外の各種割引との併用  

○ 他の地方公共団体又はその委託を受けた者が実施する宿泊割引事業等との併用は可とします。 

○ 割引クーポンなど，各種割引きを適用した後の価格を基準として補助金額を算出してください。 

 

 

 

(2)  旅行者事由により，商品予約が取り消された場合  

○ 旅行者事由により，商品予約が取り消された場合の取消料は，通常どおり各宿泊事業者の約款等に沿って

対応ください。基本的な考え方は次の通りです。 

・ 販売補助は，通常「旅行代金」を減額するものではありません※。 

・ 本事業は販売補助金が適用された「旅行者支払額」より取消料が多くなる（取消料 100％などの）場合，

その不足分は旅行者の負担となり，販売補助金として申請することはできません。 

   ※ 各種資料で「割引」という文言が使用されていますが，旅行者に対しての表現に限り，使用にはご留

意ください。販売時に「〇〇％割引」「〇〇円引き」のような「旅行者が値引きと認識するような表現」

をした場合は，事業者による「商品代金の減額」行為と誤認されるリスクがあります。誤認させて契約

を締結した場合は，取消料の計算や旅行者帰責による補助金適用不可の際に，旅行者への旅行代金不足

（販売補助額と同額）の請求根拠を失う可能性があります。 
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(3) 販売開始前の予約  

○ 全国旅行支援対象商品販売開始日（令和５年１月１０日から令和５年３月３１日までの宿泊・旅行分につ

いては令和５年１月６日，令和５年４月１日から令和５年７月２１日までの宿泊・旅行分については令和５

年３月２０日）以降に予約がなされた対象旅行商品に限って補助の対象とすることが可能です。 

○ 受注型企画旅行については，確定書面の交付日が販売開始日以降であって，旅行の実施日が対象期間内で

あれば，支援対象となります。 

 

(4) 価格表示  

 ○ 対象商品の販売にあたっては，補助金額を旅行者が認知できるようにするため，以下の４点を明示してく

ださい。 

① 「みやぎ宿泊割キャンペーン」の対象商品であること 

② 本来の販売価格 

③ 旅行者支払額 

④ 販売補助額 

表示例：宿泊代金 10,000円，みやぎ宿泊割キャンペーンでの販売補助 2,000円の場合 

旅行者支払額 8,000 円【通常価格 10,000円】 

地域限定クーポン 2,000円（or1,000円） 

（みやぎ宿泊割キャンペーンの適用で 2,000円分の販売補助適用後の価格です。） 

 ※ 過去の実績がない価格からの割引などは，景品表示法上，問題となる可能性があるため，ホームページ

等への掲載内容に関しては旅行者に誤認を与えないよう注意し，割引前の価格に関しても旅行者へ明示す

るようお願いします。 

 

(5) 団体予算枠の利用条件  

 ○ 旅行会社が手配する「貸切バスを使用する旅行」であること。 

・ 距離は問いません。 

・ 旅行人数は問いません。 

・ 定期観光バスを含む路線バスは対象外です。 
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(6) 特に留意すべき旅行の特例  

① 公費出張 

・ 公費出張は補助の対象外です。 

 ② 配宿行為を伴う特定大会への参加を目的とする旅行 

次の特定の大会では，配宿センターにより旅行者へ宿泊施設が割り当てられます。そのため，旅行者が任

意の宿泊施設を選択することができません。旅行者への公平な旅行商品の提供ができないため，次に定める

特定の大会の参加資格を有する選手，監督，コーチ，スタッフ等による，特定大会への出場およびその補佐

を目的とした旅行は「旅行全体」が本事業の対象外となりますので注意ください。 

この取扱いを求める特定の大会は次の 9つのみです。 

また，この規定は配宿行為を伴わない旅行（参加者の応援をするためのいわゆる応援団による旅行等）を

制限するものではありません。 

 

・国民体育大会 

・全国障害者スポーツ大会 

・全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

・全国中学校体育大会（全中） 

・全国健康福祉祭（ねんりんピック） 

・全国植樹祭 

・全国育樹祭 

・全国豊かな海づくり大会（豊漁祭） 

・全国高等学校総合文化祭（高校総文祭） 

 

 ③ 夜行フェリーの取り扱い 

   出航地から宮城県への夜行フェリーの船中泊については，以下の２つの条件を満たしている場合のみ， 

１泊（対象経費）とみなします。 

・ 旅行事業者の募集型企画旅行，受注型企画旅行，手配旅行であること。 

・ 同行程内において，宮城県内の宿泊施設（宿泊事業者参加登録している施設に限る。）への宿泊を， 

１泊以上含むこと。 

 

 (7) その他  

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し，（公社）宮城県観光連盟の定める「新型コロナ対策チ

ェックリスト」を遵守し，安心・安全に十分留意してください。 

○ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを参照し，感染拡大防止策を図るようお願いします。 

○ 不正利用が発覚した場合は，事務局は事実を確認の上，本キャンペーンで申請・利用した全ての補助金の

返還を求めます。 

○ 旅行者が地域限定クーポンを使用できなかった場合に被った損害について，宮城県及び事務局では責任を

負いません。 

○ 事務局にて定めたスケジュール等ルールに則って，適正な取り組みにご協力願います。 

○ 事業で使用した証票類は報告時に提出の必要がないものについても，補助を受けた翌年度から５年間の保

管をお願いします。  
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３ 宿泊事業者の参加登録・提出書類等 

令和５年１月１０日以降の全国旅行支援では，地域限定クーポンの電子クーポン化に伴い，STAYNAVI（ステイ

ナビ）を利用いただく必要があります。以下の手順で必要な手続きをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ STAYNAVIの利用にあたっては，パソコン・スマートフォン・タブレット端末等の機器，インターネットネ

ット環境が必要です。利用に困難な場合は，事務局がサポートしますのでご相談ください。 

 

なお，参加登録から着金までの流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績登録の対象 当月末チェックアウト分まで 

締め日・支払日 翌月５日締め／月末までに支払い※ 

※実績登録済み＆審査を通過した分について支払い     
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ステップ１ みやぎ宿泊割キャンペーン事務局への参加登録 

 

令和４年１２月２７日までの「みやぎ宿泊割キャンペーン（全国旅行支援）」に参加していない宿泊事業者

は，事前にみやぎ宿泊割キャンペーン事務局への参加登録が必要です。 

参加登録は，(1)事務局への書類提出の後，(2)事業者向けサイトでの事業者情報登録をもって完了します。 

 

(1) 事務局への書類提出  

《提出書類》 ※様式は専用 WEBサイトからダウンロードをお願いいたします。 

① 宿泊・観光需要創出事業参加登録申請書（様式第１号） 

② 誓約書 

③ 旅館業法の営業許可証の写し 

④ 申請者の住所（所在地）及び氏名（名称）が確認できるもの 

（個人にあっては運転免許証等，法人にあっては登記事項証明書の写し等） 

   事業者向けサイト https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third   

  

 《提出方法》 

  郵送 

 

(2) 事業者向けサイトでの事業者情報登録  

 ○ 以下の専用 WEBサイトの内容に従って，必要事項を入力してください。 

  事業者向けサイト https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third   

 ○ インターネット環境の無い施設に関しては，事務局が入力を代行します。 

「施設情報代行登録シート」を郵送しますので，必要事項を記入し事務局へ FAX または郵送してください。 

代行入力の場合には，みやぎ宿泊割キャンペーン特設サイトへの情報反映まで数日かかります。あらかじ

めご了承ください。 

 

ステップ２ STAYNAVI（ステイナビ）への施設登録 

 

専用サイトから施設登録をすることで，③STAYNAVIでの「みやぎ宿泊割キャンペーン」参加登録が可能とな

ります。 

施設登録画面はこちらから →  https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification  

 

ステップ３ STAYNAVI（ステイナビ）での「みやぎ宿泊割キャンペーン」参加登録 

 

専用サイトから参加登録をすることで，旅行者が宿泊割引クーポンを発行できる状態となります。 

 

 

 

 

※ 詳しいシステム操作方法は「STAYNAVI 操作マニュアル」をご覧ください。 

 

https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third
https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third
https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification
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４ 不正防止 

○ 各対象事業者から提出いただく報告書類等をもとに，事務局はルールに沿った申請がなされているか確認し

ます。報告内容が正当であるか確認するため，事務局または宮城県による立入検査や関係事業者へ実績確認を

行う場合があります。 

○ 架空予約など宿泊や旅行の予約を捏造した場合や，旅行者が宿泊や旅行の予約を取り消したにもかかわらず，

対象事業者が当該補助金を請求した場合には，不正請求とみなし補助金の全部又は一部の支払の停止，若しく

は支払済の補助金の返還を求めます。 

○ 対象外となる旅行者又は経費に係る補助金を請求した場合も，前項同様不正請求とみなし，返還を求めます。 

○ 不正受給が判明した場合には，捜査機関への通報を行います。 
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５ 割引の考え方 

（例１） 
宿泊代金総額 １７万円 ／ ２泊３日（平日） ／ 大人２人，子供１人 の場合 

 
■ 平日なので，地域限定クーポンを 12,000円（2,000円×2泊×3人）分付与 

■ 平日なので，商品の下限は 18,000円（3,000円×2泊×3人） 

 → 宿泊代金総額：170,000円＞下限：18,000円 下限以上なので補助対象 

 ■ 旅行者支払額は 152,000円，宿泊事業者への補助額は 18,000円となります。 

 

（例２） 
宿泊代金総額 ５万円 ／ １泊２日（休日） ／ 大人２人，子供１人 の場合 

 

■ 休日なので，地域限定クーポンを 3,000円（1,000円×1泊×3人）分付与 

■ 休日なので，商品の下限は 6,000円（2,000円×1泊×3人） 

 → 宿泊代金総額：50,000円＞下限：6,000円 下限以上なので補助対象 

 ■ 旅行者支払額は 41,000円，宿泊事業者への補助額は 9,000円となります。 

 

（例３） 
宿泊代金総額 5,000 円 ／ １泊２日（平日） ／ 大人２人 の場合 

 
■ 平日なので，商品の下限は 6,000円（3,000円×1泊×2人） 

 → 宿泊代金総額：5,000円＜下限：6,000円 下限以下なので補助対象外となります。 
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（例４） 
宿泊代金総額 16,000 円 ／ ２泊３日（平日） ／ 大人２人無料子供１名 の場合 

 
≪無料子供１名をカウントする場合≫ 

■ 平日なので，商品の下限は 18,000円（3,000円×2泊×3 人） 

 → 宿泊代金総額：16,000 円＜下限：18,000円 下限以下なので補助対象外となります。 

 
≪無料子供１名をカウントしない場合≫ 

■ 平日なので，商品の下限は 12,000円（3,000円×2泊×2 人） 

 → 宿泊代金総額：16,000 円＞下限：12,000円 下限以上なので補助対象となります。 

 

■ 平日なので，地域限定クーポンを 8,000円（2,000円×2泊×2 人）分配布 

 ■ 旅行者支払額は 12,800円，宿泊事業者への補助額は 3,200円となります。 
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６ キャンペーン事務局 

 

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局 

平日 10:00〜17:00（土・日・祝日，12月 29日〜1月 3日休業） 

 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-7-23 明治安田生命仙台一番町ビル 2階 

 宿泊事業者様用 クーポン取扱店舗様用 

TEL 022-797-4083 022-797-8089 

MAIL miyagi-syukuhaku2@04.tripwari.jp miyagi-coupon2@04.tripwari.jp 

FAX（共通） 022-797-9505 

 

 

 

みやぎ宿泊割 STAYNAVI サポートセンター 

10:00〜17:00 

 宿泊事業者様用 クーポン取扱店舗様用 

TEL 050-3173-3578 050-3090-7843 

MAIL hotel-miyagi@peerto.jp merchant-miyagi@peerto.jp 
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７ 改正履歴 

 

改版 発行日 改定履歴 

第１版 令和４年１０月４日 初版発行 

第２版 令和４年１０月７日 

平日・休日カレンダーの追加 

事業者向けサイト URLの修正 

文言の整理 

第３版 令和４年１０月２０日 

対象事業者の追加 

P11その他留意事項の追記 

P23特に留意すべき旅行の特例の追記 

P31割引の考え方の追記 

第４版 令和４年１１月１４日 P19陰性証明書等の取り扱いの追記 

第５版 令和４年１１月２８日 

対象期間の延長に伴い、下記ページの期日を訂正 

 P4、P5、P6 

P15 地域限定クーポン付与カレンダー（12 月）に 

延長期間分を追記 

第６版 令和４年１２月２３日 
対象期間の延長（令和５年１月１０日～） 

補助内容の変更（補助率，地域限定クーポン等） 

第７版 令和５年３月２０日 

対象期間の延長 

地域限定クーポン使用期間の変更 

地域限定クーポン付与カレンダーの追記 等 

   

 

 

※ 今後，取り扱いマニュアルは改定される場合があります。 

 各手続きの前に最新版であるかご確認いただきますようお願いいたします。 


