
「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向け観光キャンペーンコンビニ宿泊券 

取扱施設募集要項 

 

令和３年１０月１５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、県民の県内旅行を対象にした「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向

け観光キャンペーン（以下「本キャンペーン」という。）を実施することとしており、その一環として、

県内の宿泊施設で利用できるコンビニ宿泊券を割引価格で販売することにより、観光業の需要喚起を促すこ

とを目的とする。 

 

２ コンビニ宿泊券の発行主体 

  福岡県 

 

３ コンビニ宿泊券の概要 

（１） 名  称  

「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向け観光キャンペーンコンビニ宿泊券（以下、「コンビニ宿泊券」） 

（２） 販売期間 

令和 3年 7月 26日（月）～令和 4年 2月 14日（月） ※売り切れ次第終了 

※7月 29日から 10月 14日までの間は、「福岡コロナ警報」、「緊急事態措置」等を受け、販売を

一時停止 

（３） 販売場所  

県内のコンビニエンスストア（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ） 

  （４） 券  種 

      紙クーポン 

（５） 額  面  

5,000円券（販売額 2,500 円、県助成 2,500円） 

1,000円券（販売額 500 円、県助成 500円）     

500円券（販売額 250 円、県助成 250円） の３種類の紙クーポン 

（６） 販売総額（県助成総額） 

18.5億円 ※販売状況等により変更することがあります。 

（７） 対象施設 

取扱施設として登録された県内の宿泊施設 

（８） 利用期間  

令和 3年 7月 26日（月）～令和 4年 2月 15日（火）チェックアウトまで（予定） 

※8 月 1 日から 10 月 14 日までの間は、「福岡コロナ警報」、「緊急事態措置」等を受け、利用を

一時停止 

     ※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、県民の外出自粛要請

や飲食店等の時短要請が行われている期間中は、本キャンペーンの利用を停止します。 

（９） 主な利用条件 

   ・コンビニ宿泊券の利用は、県内在住者の方に限る。 

・宿泊料金をフロントで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は不可とする。 

・１人１泊につき額面 10,000円までを上限とする。ただし、泊数の上限は構えない。 

・本キャンペーンのコンビニ宿泊券と、「福岡の避密の旅」（第２弾）県民向け前売り宿泊券・旅行券

及び「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向け観光キャンペーン宿泊割引クーポン、ＧｏＴｏトラベ



ルとの併用・同時利用※は不可とする。 

また、「福岡の避密の旅」観光キャンペーン（第１弾）コンビニ宿泊券（令和 2 年 11 月販売分）

については、併用※は不可であるが、本キャンペーンコンビニ宿泊券と合算で額面 10,000円まで

の同時利用※は可能とする。 

なお、県内の市町村が行う助成制度との併用・同時利用※は妨げない。 

      ※併用：利用上限金額に上乗せする形で他のキャンペーンと組み合わせて利用すること 

      ※同時利用：利用上限金額内で他のキャンペーンと組み合わせて利用すること 

 

４ 取扱施設募集 

（１） 登録条件 

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 福岡県内に所在し、観光客に宿泊のサービスを提供する宿泊施設であること。 

② ①の宿泊施設とは、「旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可を受けて行う同

法第２条第２項から第３項の営業に係る施設」とします。 

③ 「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）」の第２条第６

項第４号に規定される施設ではないこと。 

④ 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、

宿泊者を把握するための宿泊客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/宿泊施設、ホテル宴会場」（６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） 

感染拡大予防ガイドライン 

・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 

・一般社団法人 日本旅館協会 

・一般社団法人 全日本シティホテル連盟 

http://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/298 

 

・一般社団法人 日本ホテル協会 

https://www.j-hotel.or.jp/association/pressroom/association/66801 

 

⑤ 「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。 

⑥ 宿泊事業者自ら（従業員含む）がコンビニ宿泊券を購入して販売しないこと。 

⑦ その他公序良俗に反しないこと。 

⑧ 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 コンビニ宿泊券の取扱に関し、宿泊客とトラブルにならないよう努めること 

（例）宿泊客が、「福岡の避密の旅」（第２弾）県民向け前売り宿泊券・旅行券や、「福岡の避密の旅」

（第３弾）県民向け観光キャンペーン宿泊割引クーポン、ＧｏＴｏトラベルを利用している場

合に、本キャンペーンコンビニ宿泊券との併用・同時利用ができない旨を宿泊客に伝える

こと。 

https://act-against-covid-19.pref.fukuoka.lg.jp/form/
http://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/298
https://www.j-hotel.or.jp/association/pressroom/association/66801


ただし、「福岡の避密の旅」観光キャンペーン（第１弾）コンビニ宿泊券（令和 2年 11月販

売分）については、併用は不可であるが、本キャンペーンコンビニ宿泊券と合算で額面

10,000円まで同時利用は可能です。 

※併用：利用上限金額に上乗せする形で他のキャンペーンと組み合わせて利用すること 

※同時利用：利用上限金額内で他のキャンペーンと組み合わせて利用すること 

 （例）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、コンビ

ニ宿泊券の利用ができない旨を事前に宿泊者に伝えること 

② コンビニ宿泊券の利用は、県内在住者に限られていることから、チェックインの際に、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、宿泊者名簿の管理を確実に行うこと。 

③ コンビニ宿泊券精算業務が適切に実施できること。 

④ 宿泊客に「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付する等、

「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。（５ページ「地域クーポン券について」参照） 

⑤ 取扱施設名の告知は、本キャンペーン特設サイト等で行いますが、各施設でホームページ等

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。 

⑥ 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）。 

⑦ 「福岡の避密の旅」観光キャンペーン（第 1弾）コンビニ宿泊券（令和 2年 11月販売分）と異な

る宿泊券のため、それぞれのルールのもとに区別して管理・精算すること。 

（例）「福岡の避密の旅」観光キャンペーン（第 1 弾）コンビニ宿泊券（令和 2 年 11 月販売分）と本

キャンペーンコンビニ宿泊券をそれぞれ分けて精算申請すること 

 

５ コンビニ宿泊券の精算について 

（１）コンビニ宿泊券の精算は、事務局到着日を基準として、原則月 2 回集計を行います。提出書類に不備

がない場合は、原則 2週間程度で取扱施設が指定した銀行口座に振込を行います。振込手数料は福岡

県が負担します。 

（２）精算手続きの最終期限は、令和 4年 3月 1日（火）必着となります。 

   ※最終期限に間に合わない場合、支払に応じることができない場合があります 

（３）精算手続きは取扱施設のみが行うことができることとし、それ以外の個人・団体からの申し出による

換金には応じません。 

※精算に必要な書類に関しては、登録後に事務局より別途ご案内致します。 

 

６ 取扱施設登録申請方法 

コンビニ宿泊券の取扱を希望する施設は、以下の書類を原則 eメールにてご提出下さい。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。 

ただし、「福岡の避密の旅」観光キャンペーン（第 1 弾）コンビニ宿泊券（令和 2 年 11 月販売分）及び

「福岡の避密の旅」県民向け前売り宿泊券・旅行券の登録宿泊施設である場合は、引き続き利用可能施設

とみなすため書類提出は不要です。（本キャンペーンの登録が不要な場合は、その旨事務局までご連絡くだ

さい） 

※本キャンペーンの取扱施設として登録した宿泊施設は、「福岡の避密の旅」観光キャンペーン（第１弾）

コンビニ宿泊券（令和 2年 11月販売分）の取扱施設としても登録させていただきます。 

 

（提出書類） 

① 「福岡の避密の旅」（第３弾）県民向け観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｺﾝﾋﾞﾆ宿泊券取扱施設登録申請書（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 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） 

※福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合に加入している施設は提出不要 



 

  （申請期間） 

    第 1期 6月 10日（木）から 9月 30日（木）まで 

    第 2期 10月 15日（金）から 12月 29日（木）まで 

※申請期間中は随時申請可能です。 

※但し、利用開始日（7月 26日）から取扱可能とするためには、6月 28日（月）までの提出が 

必須です。 

 

＜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（10～17時受付） FAX番号 092-285-8744 

メールアドレス fukuoka-himitsu-travel01@jtb.com 

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

 

  



 

【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。 

 

○宿泊施設の場合 

 前売り宿泊券、コンビニ宿泊券（１人１泊あたり） 

地域クーポン券 
前売り宿泊券 

（第２弾） 

コンビニ宿泊券 

（第３弾） 

配付しない 額面 5,000円未満 額面 5,000円未満 

1枚（1,000円） 
額面 5,000円以上 

額面 10,000円未満 

額面 5,000円以上 

額面 10,000円未満 

2枚（2,000円） 額面 10,000円 額面 10,000円 

 

 ＯＴＡ（宿泊予約サイト）の宿泊割引クーポン 

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 

 

＜前売り宿泊券、コンビニ宿泊券、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＞ 

・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、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宿泊施設に対して、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、宿泊施設からの事前連絡に基づき、事務局から追加配付を行う。 

 

※宿泊施設は、地域クーポン券を配付する際に、地域クーポン券に宿泊施設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、宿泊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。 

 


