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１．はじめに

本書は、新型コロナウイルス感染拡大により大幅に減少した高知県内の観光需要を喚起するため、

旅行・宿泊代金の割引とクーポン券を付与する、本県独自の「高知観光トク割キャンペーン」にお

ける「電子版おもてなしクーポン」についてまとめたものです。本書を確認の上、お間違いの無い

ようお願いいたします。

なお、本書に掲載のない事項につきましては、お手数をおかけしますが、その都度事務局までお

問い合わせ下さい。
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１．目的
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、宿泊業をはじめとする観光関連産業は厳しい状況に陥っていることか

ら、国の地域観光事業支援（全国旅行支援）を活用し、「高知観光トク割キャンペーン（全国対象）」を実施する
ことで、本県の観光需要を喚起するとともに、幅広い産業にその効果を波及させ、観光消費の拡大を図ることを目的とし
ています。

２．実施概要（令和５年１月10日（火）から）
高知県内旅行を対象に、旅行・宿泊代金の割引と 土産物店、飲食店、観光施設等で利用できる「電子版おもて
なしクーポン」を配布するキャンペーンです。
（１）旅行・宿泊代金の割引

旅行・宿泊代金総額の20％割引（上限3,000円/人泊、旅行者の移動のための交通を含む宿泊を伴う旅行
商品は上限5,000円/人泊、日帰り旅行の場合は上限3,000円/人）
※令和５年４月28日（金）宿泊分までは、旅行会社又は宿泊施設において、 旅行者が新型コロナウイル
スワクチンを３回接種済であること又は検査の結果が陰性であることを必ず確認し、安全、安心の確保を
図ることがキャンペーン適用の要件となります。（令和５年５月８日（月）以降は確認不要）

（２）電子版おもてなしクーポン
旅行期間中に県内の飲食店、土産物店、観光施設等で利用可能なクーポンの配布

平日泊：1人泊当たり2,000円分
休日泊：1人泊当たり1,000円分
※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。
※宿泊施設の直接販売の場合、割引後の旅行者負担額が、クーポン配布金額を下回らないよう、

クーポン配布金額を調整いただきます

３．対象となる旅行者（令和５年１月10日（火）から）
・日本国内に在住の方

４．キャンペーン対象期間
令和５年１月10日（火）～令和５年７月14日（金）
※ただし、ＧＷ期間（令和５年４月29日（土）～令和５年５月７日（日））の旅行、宿泊は

本キャンペーンの対象外となります。
※令和５年４月１日（土）以降の旅行、宿泊は令和５年３月23日（木）以降の新規予約分から対象
となります。

※宿泊施設、旅行会社毎に配分予算がなくなり次第、順次終了となります。
※高知県又は全国の新型コロナウイルス感染症の感染状況等によっては、特定の都道府県の在住者の旅行に
対する本キャンペーンの適用又は本キャンペーンを休止することがあります。

２．高知観光トク割キャンペーンについて
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５．対象事業者
（１）旅行・宿泊代金割引

販売補助金は、以下①～③の事業者のうち、本キャンペーンに参画する事業者に交付します。
参画承認後、参画事業者に配分額を通知し、その配分額の範囲内で実績報告に基づき交付します。
① 全国旅行支援統一窓口に登録された旅行会社
・旅行業法（昭和27年法律第239号）第３条に基づき登録を受けた事業者であり、統一窓口共同運営
体が運営する全国旅行支援統一窓口への登録申請を行い、登録された事業者

②高知県内の宿泊施設を持つ宿泊事業者
ア 旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項により高知県知事または高知市長の許可を受け

た宿泊施設
イ 住宅宿泊事業法（平成29年法律第6号）第３条第１項により、高知県知事または高知市長に住宅宿

泊事業を営む旨の届出をした者
上記のア、イのうち、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に係る施設を除く

③令和４年10月10日（月）時点で高知観光トク割キャンペーン（中国・四国地域ブロック県対象）の参画
宿泊事業者であるもの

なお、対象となる参画事業者は、国の定める旅行業･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

ンに基づく対応を行って頂く必要があります。（令和５年５月８日（月）以降は対応不要）

（２）電子版おもてなしクーポン
「電子版おもてなしクーポン案内書」は、旅行者に対して参画旅行会社や参画宿泊施設を通じて配布します。
（必要数を事務局が用意し預託します）
精算に関しては、一定期間の間に利用されたクーポン実績を事務局が管理システムから確認し、
各取扱店舗へ入金する流れとなります。

６．事業受託業者
ＪＴＢ・日本旅行・近畿日本ツーリスト・東武トップツアーズ共同企業体
※連絡先等に関しましては、最終ページをご参照ください。

７．その他注意事項
本事業における支援金の交付は、日本国内の金融機関に預金口座を持つ個人・法人に限ります。
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２．高知観光トク割キャンペーンについて
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取扱店舗

・土産物店
・飲食店
・観光施設
・公共交通機関
・ガソリンスタンド等

(本事業に参画
申込みをして
承認されたもの)
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①参加案内

②参加申込

宿
泊
施
設

旅行中に対象店舗で
クーポンで支払い

（電子決済・紙代理決済）

③スターターキット送付(参加店舗登録証（QRコード）・マニュアル・ポスター・ステッカー・見本券・三角POP)

④システム上で自動集計された利用実績を基に支払い

【参画からクーポン換金までの流れ】
① クーポン取扱店舗から事務局へ、参画申込(必要書類は下の４点)。期間中随時受付。

※インターネットの登録フォーム（htttps://bit.ly/kochitokuwari）、下記ＱＲコードからも参加申込可能。
※詳しくは、高知観光トク割キャンペーン事務局までお問い合わせください。

② 申請書に不備がないことを確認し、承認後７日以内に事務局からクーポン取扱店舗へスターターキットを送付。
スターターキット到着後、ポスターに必要事項を記入しステッカーとともに掲示後、事業開始となります。
※ポスター・ステッカーには対応する決済方法に必ずチェックを入れてください。

③ 旅行者は、クーポン有効期限内（電子クーポンを受け取ってから８日間）にクーポン取扱店舗にて商品または
サービスを購入します。

④ 毎週月曜日から日曜日のクーポン利用実績をシステム上で自動集計し、支払い。

【参加申込に必要な書類】
□ 参加申込書兼同意書 □ 情報登録申請書 □ 口座確認書
□ 口座番号を確認できる書類（通帳の表紙、キャッシュカードの写し等、当座預金

の場合は、当座小切手帳の表紙、当座勘定入金帳の表紙の写し等）

【クーポン精算に必要な書類】
なし（システムで利用実績を確認する為、精算に関して提出書類はありません）
※ その他必要に応じて書類を追加提出いただく場合があります。
※ 申請書等の様式はキャンペーン公式HP（https://kochi-tokuwari.com）からダウンロードいただ

けます。

参加申込QRコード

Point

３．高知観光トク割キャンペーンのスキームについて
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４．電子版おもてなしクーポン案内書（見本）
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見本

表面

圧着内面左側



４．電子版おもてなしクーポン案内書（見本）
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裏面

圧着内面右側



（１）クーポンの有効期間は、電子クーポンを受け取ってから８日間となります。
（２）圧着面が開かれているクーポン券を「紙代理決済」として受け取らないでください。

※既にクーポンが利用されている可能性があるため、精算ができなくなる恐れがあります。
（３）券面額以下の金額の利用の場合、釣り銭はださないでください。

また、クーポンによる支払で不足する分は現金等で請求してください。
（４）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に返金はできない旨を

お客様（旅行者）にお伝えください。
（５）クーポンと現金との交換はしないでください。
（６）クーポンの盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造等に対して、県（キャンペーン事務局含む）は、

責任を負いません。
（７）クーポンの払い戻しや交換、再発行はできません。
（８）利用済のクーポンは再度利用することはできません。
（９）事務局がクーポンの利用状況等の調査の協力を求めた場合は、協力してください。
（10）本県及び全国の新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、直ちにクーポンの利用を停止

することがあります。

※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。
必要に応じてスターターキットに同封しております「見本券」と比較してください。
偽造券と思われる場合は受取りを拒否し、速やか事務局までご連絡をお願いします。
偽造された「おもてなしクーポン」につきましては換金請求に応じられませんので、必ず確認をお願いします。

５．「電子版おもてなしクーポン」の取扱について
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電子版おもてなしクーポンには決済方法が２種類ございます
クーポン取扱店舗は対応する決済方法を選択し、

掲示するポスター・ステッカーに記載してください

対応種類 対象店舗 電子決済手続 店舗側での
スマホ等準備

取扱店で
必要な作業

電子決済 全ての取扱店 お客様が手続 不要 決済画面の
目視確認のみ

紙代理決済 希望する
取扱店のみ

取扱店が手続 必要 クーポン有効化
及び電子決済

１．電子決済（全てのクーポン取扱店が対象）
①QRコードを設置する（QRコードは事務局から送付）
②取扱店設置のQRコードを、お客様のスマホ等で読み込む
③お客様が利用金額を入力し決済
④取扱店は、お客様が決済したスマホ等の画面を目視で確認
※取扱店で特別にスマホ等の端末をご用意いただく必要はございません

２．紙代理決済（希望するクーポン取扱店のみが対象）
①お客様が持参する「電子版おもてなしクーポン案内書」を受け取る
②圧着部分がきちんと閉じてあるか確認してください
※開かれている場合、既に使用済み（無効）の可能性が有りますので、受け取らないでください。
③取扱店でクーポンを有効化し、自店舗で電子決済を行う
※取扱店でスマホ等の端末をご用意いただく必要があります



６．電子決済の流れについて
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電子決済（全てのクーポン取扱店が対象）

STEP１

取扱店設置の
QRコードを読み込む

STEP２ STEP 3

お客様が
利用金額を入力し決済

STEP 4

お
客
様

取
扱
店 QRコードの設置 決済完了画面の確認

お客様がクーポン
を有効化する

QRコードの仕組みと使い方

店頭に掲示されるQRコードを、スマホ等のカメラで読み取ることで、お支払い

（=電子クーポンの利用）が可能です。

カメラで
QRコードを読み取り

お客さまのスマホ画面

店頭レジ付近に設置いただく
QRコード

1 2 3 4 5 6



６．電子決済の流れについて
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電子決済（全てのクーポン取扱店が対象）

QRコード読み取り時の注意点

カメラにQRコード全体が写るよう、お客様に操作いただきます。

うまく読み取りができない場合は、スマホ等をQRコードに近づけたり、

遠ざけたりしてもらってください。

QRコードが

画面に収まる

近すぎる

遠すぎる

※イメージです。実際の画面と異なります。

1 2 3 4 5 6

123 4 5 6

1 2 3 4 5 6

決済操作の流れ

①お客様が

「コード読み取り」

ボタンをタップ

②カメラ起動を許可

QRコードを読み取り、

自動で画面③へ

③お客様が

利用金額を入力し

「支払う」ボタンをタップ

④取扱店舗が完了

画面の店舗・金額・

日時を目視で確認

カメラに写すものがここに
表示されます

カメラに写すものがここに
表示されます



６．電子決済の流れについて
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電子決済（全てのクーポン取扱店が対象）

お支払い履歴の確認

お客様の電子クーポンTOP画面もしくはお支払い完了画面にある

ボタンから、お客様自身での【お支払い履歴の確認】が可能です。

電子クーポンTOP画面 お支払い完了画面

お支払い履歴

(利用履歴)

※イメージです。実際の画面と異なります。

または

カメラの起動許可

iPhoneであればSafari、AndroidスマートフォンであればGoogle Chrome

の設定で、カメラの使用許可が必要です。

設定でお困りのお客様には、電子クーポンTOP画面の「ヘルプ」をご案内

ください。

電子クーポンTOP画面 読み取り画面



６．電子決済の流れについて
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電子決済（全てのクーポン取扱店が対象）

QRコードの読み取りができない場合

前出の注意点/設定でもQRコードをうまく読み取れない場合は、

配布されるQRコードの真下にある、パスコード（6桁の数字）をお客様に

お伝えし、お支払い画面上に入力いただきます。

※イメージです。実際の画面と異なります。

読み取り画面 パスコード入力画面 金額入力画面

パスコード

（6桁の数字）

パスコードを

入力して支払う

※支払いボタンを押す前に必ず、
画面に表示された取扱店舗名に間違いがないか確認してください。



７．紙代理決済の流れについて
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紙代理決済（希望するクーポン取扱店のみが対象）

STEP ２ STEP 3

紙代理決済の流れ

STEP 1

お
客
様

電子版おもてな
しクーポン案内
書を開かずに取
扱店に持ち込む

取
扱
店

クーポンを受
け取り、使用
されていないこ
とを確認する

自店舗の
QRコードを
読み込む

STEP 4

取扱店が
利用金額を入力

STEP 5

お
客
様

決済完了

取
扱
店

STEP 6

電子版おもてなしクーポン有効化の手順

①電子版おもてなしクーポン案内書の圧着面を開く
②開いた面に記載されているQRコードを読み取り、クーポン受取専用サイトへ入る
③開いた面に記載されているクーポン有効化コードを入力する
④電子クーポンを有効化する
⑤利用金額を入力し電子決済する



８．取扱店舗向け管理画面について
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推奨環境

Safari/Chromeブラウザで管理画面URLにアクセスしてください。

※Internet Explorerでは正常に動作しない場合があり、推奨環境外です。

ログイン
管理画面URLにアクセスいただき、

ログインID、初期パスワードを入力してログインしてください。

（取扱店舗向け管理画面URL：https://kochi.emachi-gift.jp/login）

ご利用いただけます ご利用いただけません

Chrome / Safari Internet Explorer

管理画面URL、ログインID、初期パスワードは別途お知らせいたします。

※初期パスワードは初回ログイン後に必ず変更をお願いいたします。

ログイン画面

ログインパスワードを忘れた場合

パスワードを忘れてしまった場合など、管理画面へログインできなくなった場合

は、事務局までご連絡ください。

https://kochi.emachi-gift.jp/login


８．取扱店舗向け管理画面について

14

パスワード変更 ～ 1/2 ～
画面右上の加盟店名をクリックするとメニューが表示されます。

メニュー内「パスワード変更」をクリックします。

パスワード変更 ～ 2/2 ～

変更するパスワードを2箇所に入力してください。

※パスワードは8文字以上で、数字、アルファベット大文字、小文字

のすべてを含む必要があります

右上の店舗名を
クリック



８．取扱店舗向け管理画面について
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利用実績確認 ～ 1/2 ～

利用(お支払い)単位での実績をご確認いただけます。

アクセスした当日の実績が表示されます。

当日以外の実績は利用日を指定することで表示できます。

データは決済後に即時反映されます。

利用実績確認 ～ 2/2 ～

月単位や日単位で集計した利用実績もご確認いただけます。

画面左側のサブメニューの、該当する部分を選択してください。

利用実績が表示されます

当日以外を見るときは
対象期間を指定して検索

月や日の単位での

利用件数や金額の

合計を見たい場合は

こちらをクリック



８．取扱店舗向け管理画面について
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支払いの取り消し ～ 1/2 ～

万が一お客様が支払いを誤ってしまった場合には、管理画面から支払い

の取り消しが可能です（取消可能なのは利用から24時間以内）。

対象の利用実績を確認の上、取り消しを実施してください。

利用実績画面

取り消し後は、
再度正しい内
容でお客様にお
支払いしていた
だく必要があり
ます。

取り消し理由を記入（任意）し、
【はい】で取り消しを確定

取り消したい決済（利用実績）の【取
消】ボタンを選択



８．取扱店舗向け管理画面について
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支払いの取り消し ～ 2/2 ～

取り消し完了後は、お客様の電子クーポンの残高・利用履歴や、日別や

月別の集計に取り消しが反映されます。また取消可能期間（利用から

24時間以内）外は「取消」ボタンが表示されません。

利用実績画面

該当決済が「取消済」に

利用から24時間を過ぎると「取消」不可

（「取消」ボタンが表示されません）

電子クーポンの利用履歴
⇄【取消済】と表示されます



９．電子版おもてなしクーポンの精算・入金について
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精算・入金について

電子クーポンの利用期間に応じて、振込日が決まっています。

毎週月曜日から日曜日に利用されたクーポン分を、

次の金曜日に着金するようにお振込みします。

（例）

１月16日（月）～１月22日（日）利用分→１月27日（金）着金

例外的に以下の週は着金日が異なります。

①２月13日（月）～２月19日（日）利用分→２月27日（月）着金

②３月13日（月）～３月19日（日）利用分→３月27日（月）着金

③４月24日（月）～４月30日（日）利用分→５月10日（水）着金

精算管理 > 支払一覧より、入金される金額を確認することができます。

金額内訳については、利用実績ページにて対象期間で検索してください。

※イメージです

精算対象期間ごとの入金予定日と金額が表示されます

※内訳は「利用実績」へ

銀行および事務局では換金できません

精算最終予定日：令和５年７月31日（月）精算分まで
※この日以降は全てのクーポンが無効になります。

電子決済・紙代理決済ともに、この日までに必ず決済を済ませてください。
※有効期間が過ぎたクーポンに関して、事務局は換金請求に応じられません。



１０．クーポン取扱店舗の適用について

１．感染拡大防止策

（１）本キャンペーンにおける感染拡大防止策等（令和５年５月８日（月）以降は確認不要）

本事業の参加にあたって、以下の条件を付すこととします。

① 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守し、その旨を店頭での掲示等で

対外的に公表すること。

② 新型ウイルス等対策特別措置法（平成24年法律第31号）の規定に基づく営業自粛要請、時短営業

要請等、行政からの要請に従うこと。

① 事業休止となった日以前の旅行や宿泊の予約に関しては、「割引」と「おもてなしクーポン」配布も対象とします。

② 有効期限内のクーポンはご利用頂けます。

２．本キャンペーンを休止した場合の取扱
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本キャンペーンを利用した不正防止対応

（１）他県において、県独自の観光キャンペーンを利用した不正が発覚し、宿泊施設の経営者が逮捕される事案

が発生しています。

（２）それを踏まえ、本キャンペーンの実施にあたって、事業者の不正を防止する観点から、事前に高知県警（生

活安全企画課、捜査第二課）と協議しています。

（３）県（キャンペーン事務局含む）では、書類審査を厳格化し、クーポンに関して、仮に不正受給が判明した際

には、返還請求・法人名の公開・捜査機関への通報を行います。

（４）なお、本キャンペーンにかかる書類等は、事業終了後5年間保存するようお願いします。

１１．高知観光トク割キャンペーンの不正防止対応
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１２．事前準備（ポスター・ステッカー・三角POP）

事務局から送付するスターターキットに「おもてなしクーポン取扱店舗ポスター・ステッカー・三角POP」が

入っています。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。

「おもてなしクーポン取扱店舗ポスター」に店舗名と責任者名を油性ペンで記入

対応する決済方法にチェックを入れる

（例）食堂、レストラン、喫茶店等の場合
「外食業の事業継続の為のガイドライン」をご確認下さい

■責任者の方が必ず自署してください。
・確認したガイドライン名
（令和５年５月８日以降記載不要）

・店舗名
・責任者名

ステッカーポスター

対応する決済方法に
チェックを入れてください

三角POP

取扱店舗用
QRコードを貼付してください
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キャンペーンへの参画、支援金の申請に必要な書類、ロゴ等を入手できます。

マニュアルも随時更新し、掲載しますので、ご確認ください。

https://www.kochi-tokuwari.com

１４．「高知観光トク割キャンペーン」公式HPについて

１５.  連絡先

高知観光トク割キャンペーン事務局

住 所／ 〒780-0834 高知市堺町１－２１ JTBビル1階

電 話／ 088-820-7401

F Ａ Ｘ ／ 088-823-2311

Ｅｰmail／ info@kochi-tokuwari.com

営業時間／ 9：30～18：00

営 業 日／ 期間中無休

１３．「高知観光トク割キャンペーン」キャンペーンロゴおよびバナーデータについて

「高知観光トク割キャンペーン」のキャンペンロゴおよびバナーデータを作成し、次ページの公式HPよりダウンロード

できるようにしております。

各販促ツールなどで自由にご活用ください。

キャンペーンロゴ



【参考】電子版おもてなしクーポンで取引が出来ない品目例（実施要領より抜粋）
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