
「福岡の避密の旅」（第２弾） 

県民向け前売り宿泊券・旅行券観光応援キャンペーン参加募集要項（旅行事業者用） 

令和３年８月１９日更新 

福岡県商工部観光局観光振興課 

１ 目的 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の観光業は深刻な影響を受けており、一刻も早く

県内の観光業の回復を図る必要がある。 

  この深刻な状況を改善するため、県民が前もって利用したい県内の旅行事業者を選んで、外出自

粛要請終了後から利用できる前売り割引旅行券を販売するとともに、その売上を速やかに県内旅行

事業者にお渡しし、事業継続の一助とすることを目的とする。 

 

２ 前売り旅行券の発行主体 

 福岡県 

 

３ 前売り旅行券の概要 

  ①名  称 「福岡の避密の旅」（第２弾）県民向け前売り割引旅行券（以下「前売り旅行券」） 

  ②販売期間 6月 30日（水）～7月 20日（火）まで（予定） 

  ③販売場所 「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーン公式サイト 

  ④販売枚数 100,000枚 （1事業者あたりの上限枚数 1,000枚） 

        ※県内に複数店舗がある場合でも、上限枚数は 1,000枚となります。 

  ⑤券  種 電子クーポン 

※原則は電子クーポンですが、スマホ未利用のお客様に対しては紙クーポンを発行

する予定です 

        ※電子クーポンを利用するための設備を旅行事業者側で用意する必要はございません 

⑥額  面 1枚あたり額面 1,000円（販売額 500円、県助成 500円） 

⑦購入制限 1人あたりの購入枚数は 1事業者あたり額面 50,000円を上限とする 

  ⑧対 象 事 業 者 クーポンの購入者が利用先として指定した福岡県内の旅行事業者 

⑨利用期間 宿 泊：7月 12日（月）～令和 4年 1月 1日（土）チェックアウトまで（予定） 

       日帰り：7月 12日（月）～12月 31日（金） 

        ※ただし、10 月 31 日までに販売した旅行商品が助成の対象となります。（11 月 1

日以降に販売した旅行商品は助成の対象となりません。） 

        ※また、キャンペーン期間中に緊急事態措置やまん延防止等重点措置が県内に適用

されている期間、また、県民に外出自粛要請や飲食店等の時短要請等が行われて

いる期間中の、本キャンペーンの利用を停止します。 

⑩主な利用条件 

   ・前売り旅行券の利用は、県内在住者の方に限る。 

   ・旅行会社の窓口で旅行代金を精算する際の利用に限る。 

   ・現金との引き換えやつり銭の支払いは不可とする。 



   ・前売り旅行券の対象となる旅行商品は、旅行の範囲が県内に限定される企画旅行商品（日帰

り旅行含む）及び手配旅行（宿泊を伴うものに限る）とする。 

     ※企画旅行商品：募集型企画旅行、受注型企画旅行 

     ※日帰り旅行：同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含み、旅行先で

「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含

むこと。 

   ・前売り旅行券の利用上限については次のとおり 

①宿泊を伴う旅行商品 

１人１泊につき額面 10,000円までを利用の上限とする。（例：2泊の場合は 20,000円まで） 

    ②日帰り旅行商品 

     １人につき額面 6,000円までを利用の上限とする。 

   ・前売り旅行券と県が行う他の助成制度（今後発売予定の「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向

け観光キャンペーン等）及びＧｏＴｏトラベルとの併用は不可とする。ただし、県内の市町

村が行う助成制度との併用は妨げない。 

 

４ 取扱事業者募集 

（１）登録条件 

福岡県内において、対象となる旅行商品を販売する旅行事業者のうち、以下の条件を全て満たす

必要があります。登録後に条件を満たさないことが発覚した場合、直ちに登録を取り消します。 

① 旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）に基づき観光庁長官又は都道府県知事の登録を受けた

国内口座を有する旅行業者又は旅行業者代理業者のうち、福岡県内に本社・支店または営業所

を有するものであること。 

② 業種別の感染拡大予防ガイドラインを遵守した新型コロナウイルス感染症対策（消毒設備の設

置、旅行者を把握するための旅行者名簿への正確な記載等）を講じており、福岡県の「感染防

止宣言ステッカー」を掲示していること。 

 

○「感染防止宣言ステッカー」申請は、下記 URLから行うことができます。 

https://act-against-covid-19.pref.fukuoka.lg.jp/form/ 

※感染防止対策チェック項目のうち、「業種/旅行代理店」（１０頁）をご確認ください。 

※感染症対策の防止措置が宣言通りに実施されているか現地確認に伺う場合があります。 

（参考） 

感染拡大防止ガイドライン 

・一般社団法人 日本旅行業協会 

・一般社団法人 全国旅行業協会 

https://www.jata-net.or.jp/virus/200514_crrspndncguideline.html 

 

③ 「福岡県暴力団排除条例」（平成 21年福岡県条例第 59条）を遵守すること。 

④ 旅行事業者自ら（従業員含む）が前売り旅行券を購入して販売しないこと。 

https://act-against-covid-19.pref.fukuoka.lg.jp/form/
https://www.jata-net.or.jp/virus/200514_crrspndncguideline.html


⑤ その他公序良俗に反しないこと。 

⑥ 以下（２）に示す留意事項（ルール）を遵守できる施設であること。 

 

（２）留意事項（ルール） 

① 前売り旅行券の取扱に関し、旅行者とトラブルにならないよう努めること。 

（例）旅行者が、県が行う他の助成制度（「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向け観光キャンペ

ーン等）やＧｏＴｏトラベルを利用している場合に、本前売り旅行券との併用ができな

い旨を旅行者に伝えること。 

   新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本キャンペーンの利用を停止した際に、本前

売り旅行券の利用ができない旨を事前に旅行者に伝えること（電子クーポンの購入者に

対しては、事務局からも利用停止の旨をメールで連絡を行います）。 

② 前売り旅行券の利用は、県内在住者に限られていることから、旅行商品の申込みの際に、必ず

県内在住者であることの確認を確実に行うこと。また、旅行者名簿の管理を確実に行うこと。 

③ 前売り旅行券精算業務が適切に実施できること。 

④ 本キャンペーンの取扱事業者登録申請や精算業務は店舗ごとでなく事業者ごとに行うこと。 

⑤ 商品購入者に「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーン地域クーポン券を適切に配布する

等、「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーンの円滑な運営を目的とした付随業務に協力

できること 

⑥ 取扱事業者名の告知は、本キャンペーンの特設サイト（準備中）等で行いますが、各事業者で

ホームページ等を運営している場合は、そちらでも積極的な発信に協力すること。 

⑦ 事務局が支給するツール（取扱施設表示ツール等）の管理のほか、個人情報等を適切に管理で

きること（5年間保存）。 

⑧ 本キャンペーン期間中、履行不能を含む債務不履行を生じさせないこと。仮に債務不履行が発

生した場合は、既に支払われた前売り旅行券の販売金額について県に対して返還するものとす

る。 

 

５ 前売り旅行券の販売金額の支払い 

  前売り旅行券の発行期間後（7月 20日以降（予定））、前売り旅行券の販売金額に応じすみやかに、

消費者が購入した金額を振り込みます。振込手数料は県が負担します。 

  但し、取扱事業者の責に関わらず、本キャンペーンの一時利用停止に伴い未利用の前売り旅行券が

発生した場合には、未利用部分に係る販売金額を返金していただきます（前売り旅行券購入者の自己

都合による未利用についてはこの限りではない）。 

  福岡県の助成分については、旅行券利用後に所定の手続きで振り込みます。振込手数料は県が負担

します。 

 

※後日、事務局設立後、精算に関する手続き等について、詳細なマニュアルを事務局からお送りします。 

 

 



６ 取扱事業者登録申請方法 

  前売り旅行券の取扱いを希望する旅行事業者は、以下の書類を原則 eメールにてご提出ください。 

ＦＡＸまたは郵送にて提出する場合は、その旨お知らせください。 

（提出書類） 

① 「福岡の避密の旅」（第 2 弾）県民向け前売り宿泊券・旅行券観光応援キャンペーン取扱

旅行事業者登録申請書（様式 1） 

② 感染防止宣言ステッカーを貼り出していることがわかる写真 

③ 暴力団排除の誓約書（様式 2） 

④ 所定の Webフォームによる、販売に際して必要な情報の入力 

Webフォーム URL https://forms.office.com/r/BdNjv9FQYi 

⑤ 当該施設を運営する上で必要な許可を得ていることを証する書類（営業許可証等） 

 

  （申請期間） 

    申請期間：6月 7日（月）から 7月 2日（金）まで 

         ※申請期間中は随時申請可能です。 

 

＜取扱施設登録に関するお問い合わせ及び登録申請書類提出先＞ 

 「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーン取扱施設登録窓口 

電話番号 0570-002-512（平日 10～17時・土日祝日休業） 

FAX番号 092-751-4098 

   メールアドレス fukuoka-himitsu-travel00@jtb.com 

住所 〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBCビル 5階  

JTBビジネストランスフォーム内 

 

＜キャンペーン全般に関するお問い合わせ及び精算書類提出先＞ 

 「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーン事務局 

電話番号 092-285-8788（平日 10～17時・土日祝日休業） 

FAX番号 092-285-8744 

メールアドレス fukuoka-himitsu-travel03@jtb.com 

住所 〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBCビル 4階 

  

  

https://forms.office.com/r/BdNjv9FQYi
https://forms.office.com/r/BdNjv9FQYi


 【地域クーポン券について】 

「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーンでは、本キャンペーンの宿泊助成等を利用した旅行 

者に、旅行期間中に旅行先の飲食店や土産物店、観光施設などで利用できる地域クーポン券を配付し、観光

業の需要喚起を図ることとしています。 

本キャンペーンの宿泊助成等を利用した旅行者の方に対して、次のとおり地域クーポン券の配付等につい

てご協力をお願いします。 

○ ＯＴＡ以外の旅行事業者の場合 

 宿泊商品（１人１泊あたり） 

地域クーポン券 
前売り旅行券 

（第２弾） 

旅行商品割引 

（第３弾） 

配付しない 額面 5,000円未満 割引額 2,500円未満 

1枚（1,000 円） 
額面 5,000円以上 

額面 10,000円未満 

割引額 2,500円以上 

割引額 5,000円未満 

2枚（2,000 円） 額面 10,000円 割引額 5,000円 

日帰り旅行商品（1人あたり） 

地域クーポン券 
前売り旅行券 

（第２弾） 

旅行商品割引 

（第３弾） 

配付しない 額面 5,000円未満 割引額 2,500円未満 

1枚（1,000 円） 
額面 5,000円以上 

額面 6,000円以内 

割引額 2,500円以上 

割引額 3,000円以内 

 

○ ＯＴＡの宿泊割引クーポンの場合 

地域クーポン券 宿泊割引クーポン（宿泊予約サイト） 

配付しない － 

1枚（1,000円） 1名以上で使える 2,500円クーポン 

2枚（2,000円） 1名以上で使える 5,000円クーポン 

4枚（4,000円） 2名以上で使える 10,000円クーポン 

6枚（6,000円） 3名以上で使える 15,000円クーポン 

 

＜前売り旅行券、旅行商品割引を利用し旅行商品を購入する場合＞ 

・旅行商品の販売店頭において、旅行事業者が旅行商品の販売時に旅行者に地域クーポン券を配付する。 

 なお、非対面販売の場合においても、旅行事業者の責任のもと、確実に旅行者の地域クーポン券を配 

布できるように対策を講じること。 

 ・旅行の申込がキャンセルされた場合又は旅行助成額が減額変更された場合には、旅行事業者の責任 

において旅行者から地域クーポン券の返還を求めること。 

＜ＯＴＡ（宿泊予約サイト）の宿泊割引クーポンを利用し宿泊する場合＞ 

・契約宿泊施設がチェックイン時に宿泊者に地域クーポン券を配付する。 

 ・チェックイン後に宿泊内容の変更等により地域クーポン券の配付枚数が減少する場合には、契約宿泊 

施設の責任において宿泊者から地域クーポン券の返還を求めること。 

 

※事務局は、本キャンペーン登録済みの旅行事業者に対して、あらかじめ一定数の地域クーポン券を配送 

する。不足が見込まれる場合には、旅行事業者からの事前連絡に基づき、事務局から追加配付を行う。 

※旅行事業者は、地域クーポン券を配付する際に、地域クーポン券に旅行事業者のスタンプを押印等する 

とともに有効期間を記載したうえで、旅行予約を特定する番号や契約者名等とともに、配付する地域 

クーポン券の番号を記録・保管する必要がある。 

 


