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※取扱マニュアルは今後、改定される場合がありますので、お手数ですが

各手続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。

※全国旅行支援「いざ、神奈川！」クーポン加盟店募集要綱も併せてご確認下さい。
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【本事業への参加にあたってのお願い】

○本事業は神奈川県と事務局、支援対象事業者の皆様が協働して実施するものです。

迅速に支援が行き渡り、神奈川県及び全国の皆様に楽しんでいただけるよう、

事業のスムーズな進捗にご協力下さい。

○本事業に関する情報は、全国旅行支援「いざ、神奈川！」特設ページ内の地域クーポン加

盟店舗専用ページへ掲載しておりますので、各種手続についてご確認下さい。

＜地域クーポン加盟店舗専用ページ＞

https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=439142&sbox=none

○制度の趣旨を踏まえ、全国旅行支援「いざ、神奈川！」地域クーポン発行事業実施要綱

（以下「要綱」という。）等で定めたルールに則った取り組みをお願いいたします。

○本事業支援金の適正かつ効果的な執行を図るため、販売実績等の進捗状況の報告について、

随時ご協力をお願いいたします。

○その他ご不明な点は地域クーポン担当事務局宛（表紙に記載）へお問い合わせ下さい。

※QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。



１．はじめに

（1）事業名 全国旅行支援 「いざ、神奈川！」
事業実施に際し、利用者に対して、販売する商品の性質を明確にするため、商品の名称は「いざ、神
奈川！」とします。

（2）事業目的
新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）により、落ち込んだ神奈川県内の観光需要の
喚起を促すため、神奈川県への来訪を目的とした旅行に対する割引などを行う。
当該支援事業に関わる運用、支援金の交付に関する規定は本マニュアルの他、要綱で定めています。
詳細は特設ウェブページをご確認ください。

（３）基本的な方針
①47都道府県に居住する者の神奈川への来訪を目的とした旅行を対象とする。
➁感染拡大により、落ち込んだ神奈川県内の需要の喚起を促進する。
③本事業に参加する事業者、利用者ともに国の求める感染症防止対策をとった上で参加する。
④感染症の感染状況に応じては、「いざ、神奈川！」（以下、「本事業」という。）の割引適用（地
域クーポン利用を含む）を停止する。

（４）本事業の実施にあたって
今後の感染状況や、政府、自治体の方針を踏まえつつ、実施時期、実施方法、対象範囲等につい
て神奈川県と事務局で、協議を行いながら、適切に実施します。

（５）マニュアルの改訂
本マニュアル及び、各様式については改訂をする場合があります。
各手続きの前に、最終版であるかをご確認ください。

（６）全国旅行支援「いざ、神奈川！」特設ウェブページ
（公社）神奈川県観光協会が運営する国内観光客向け観光情報サイト「観光かながわNOW」に
「いざ、神奈川！」特設ウェブページを設置しています。こちらよりご覧ください。

全国旅行支援「いざ、神奈川！」事業者専用ページURL
URL：https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=439142&sbox=none

３



２．事業スキーム

全国旅行支援「いざ、神奈川！」事業スキーム

事業者別 担当窓口一覧
本事業に関する手続きは、かながわ共同企業体（㈱日本旅行神奈川法人営業部、㈱JTB

横浜支店、東武トップツアーズ㈱横浜支店、近畿日本ツーリスト㈱ 横浜支店、神奈川県旅行業協

同組合の４社１組合）が、全国旅行支援「いざ、神奈川！」事務局（以下、「事務局」という。）

として行います。また、各事業者別に下記の通り業態別事務局を設け運営して参ります。

【旅行事業者担当】

㈱日本旅行
神奈川法人営業部

【ＯＴＡ担当】

東武トップツアーズ㈱
横浜支店

【宿泊事業者担当】

㈱ＪＴＢ
横浜支店

【鉄道・船舶事業者担当】

近畿日本ツ―リスト㈱
横浜支店

旅行事業者

OTA
（オンライン･トラベ
ル･エージェント）

宿泊事業者 鉄道・船舶事業者

旅行者

【全体事務局 】
近畿日本ツーリスト㈱横浜支店

統一旅行窓口
※ 統一窓口共同運営体のシステムを活用します。

対象商品を予約 サービス提供/地域クーポン発行

事
業
者
登
録
・
実
績
報
告

事
業
者
登
録
・
実
績
報
告

原
資
配
分

原
資
配
分

事
業
者
登
録

実
績
報
告

事
業
者
登
録

実
績
報
告

【地域クーポン事務局 】
㈱ＪＴＢ 横浜支店

地域クーポン加盟店

地域クーポン利用 サービス提供

神奈川県旅行業協同組合

加
盟
店
登
録

実
績
報
告

原
資
配
分

感
染
症
対
策

確
認

業
務
サ
ポ
ー

ト

※全体事務局との連携協力

神奈川県国際文化観光局観光課

原
資
配
分

原
資
配
分

参
画
申
請

補
助
金
申
請

承
認
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（1）全国旅行支援「いざ、神奈川！」概要

名称 全国旅行支援「いざ、神奈川！」

事業期間 予約開始日
令和4年10月11日（火）正午

・宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品
令和４年10月11日（火）宿泊 ～ 令和４年12月20日（火）宿泊
※12月21日（水）チェックアウト

・日帰り旅行商品
令和４年10月11日（火） ～ 令和４年12月20日（火）

旅行代金割引補
助額
（補助による割
引）

旅行代金の40％
但し、次の上限を超える場合は上限額までの補助となります
① 宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品 ：5,000円/泊
但し、宿泊を伴う旅行商品(交通付）場合は8,000円/泊
② 日帰り旅行商品 ：5,000円
※最低旅行代金：平日5,000円、休日2,000円 （１人１泊あたり）

地域クーポン 平日 ：3,000円
休日 ：1,000円

補助対象となる商
品の販売者

(1) 旅行事業者

(2) OTA事業者

(3) 宿泊事業者

(4) 鉄道・船舶事業者

※（1）旅行事業者、（2）OTA事業者は統一窓口共同運営体が運営する「全国

旅行支援統一窓口」にて事業者登録が必要になります。

感染症対策
神奈川県感染拡大予防ガイドラインを遵守
https://kanagawa-tabiwari-coupon.com/cms/wp-
content/themes/kanagawa-tabiwari/support-book.pdf

５

３．事業概要



３．事業概要

【旅行代金割引補助額の上限額】（税込）
・宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品
上記のうち、宿泊を伴う旅行商品（交通付）
・日帰り旅行商品

旅行代金（100%）

旅行者支払額

60%

旅行代金割引支援金

40% ＋
地域クーポン

：1人1泊あたり 5,000円
：1人1泊あたり 8,000円
：1人1日あたり 5,000円

〇 旅行代金割引補助額（以下「割引補助額」という。）の上限は次の通りとします。

・宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品は、1人1泊あたり5,000円を上限額とします。

※但し、宿泊を伴う旅行商品（交通付）は上限額を1人1泊あたり8,000円へと引き上げます。

・日帰り旅行商品は、1人1日あたり5,000円を上限額とします。

※最低旅行代金：平日5,000円、休日2,000円 （１人１泊あたり）

〇 割引補助額は旅行代金の40%に相当する額か、上項の上限額のいずれか低い方とします。

※端数処理は1円未満端数切捨てとなります。

〇 補助金の対象となる商品の購入回数に上限はありませんが、1旅行当たりの補助対象泊数は

旅行期間によらず7泊分までとします。（連泊か否かを問わず１旅行７泊まで）

平日 3,000円
休日 1,000円

支援金

参考資料

（2）利用者の回数制限
支援金の対象となる商品の購入回数は上限を定めません。

（3）支援金額の明示
支援対象商品の販売に際しては、本事業であることを明らかにするため、本来の販売価格と支援を受
けた後の販売価格を明示し、その差額に対し支援があることを利用者が明確に認知できるようにしてく
ださい。

６

（旅行代金割引支援金と地域クーポンが１セット)



３．事業概要
（４）支援金の交付の対象となる者（以下「支援対象事業者」という）
本事務局との間に生じる必要なすべての手続きについて、日本語で対応が可能であり、日本国内に

銀行口座を有し、要綱第9条及び各業態別要綱に定める者かつ以下の全てを遵守するものとします。

※要綱第9条抜粋

(1) 神奈川県内にある宿泊施設を運営する者であり、かつ自らの商品のうち当該事業の対象となる
商品を直接利用者に販売する者

(2) 旅行業法に基づき旅行業の登録を受けている者
※ 旅行業法第23条に基づく旅行サービス手配業は対象外

(3) 旅行業法に基づき旅行業の登録を受けているＯＴＡ

(4) 鉄道事業法により鉄道事業の経営を許可された者又は軌道法により軌道事業を経営する特許
を受けた者で、神奈川県内に路線、駅を持つ者

(5) 海上運送法に基づき船舶運航事業の登録を受け、神奈川県内に営業航路があり、かつ旅行事
業者との契約を締結している者

(6) 支援対象事業者として事務局が適当と認めた者

７

３．事業概要



8

【遵守事項】
①本事業により宿泊及びサービスを利用しようとする者に対して、事前に厚生労働省のホームページ内
の「新型コロナウイルス感染症について」等により確認し、行動するように周知すること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
②各種業界が定める新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン等に沿った感染防止対策を徹
底すること。

③神奈川県が実施する他のプロモーション事業に協力すること。
④不正利用防止のため、事務局（又は県）による上記取組に係る確認に協力すること。
⑤自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

A 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３ 年法律第 77 号）
第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

B 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴
力団員をいう。以下同じ。）

C 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
D 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、
暴力団又は暴力団員を利用している者

E 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に
暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者

F 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
G 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

⑥前号のBからGまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で
あってはならない。

⑦その他感染症の状況等により県が必要とする対応に関する事項について、遵守すること。

３．事業概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


支援対象事業は次の（ア）から（オ）となります。
※詳細は要綱第10条及び各業態別要綱をご確認下さい。
（ア）宿泊商品

神奈川県内における旅館業法第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）を営む
施設又は住宅宿泊事業法第３条第１項の届出に係る住宅で提供される宿泊サービスを含む
商品。
※要綱第9条第１号に定める宿泊事業者が販売する場合は、ホテル・旅館の施設を日帰り利
用するデイユース等を含める。

（イ）宿泊を伴う旅行商品
神奈川県内の旅行又は神奈川県内及び他都道府県への往訪を目的とした商品（募集型企
画旅行、受注型企画旅行、手配旅行）
・宿泊サービスのみを提供する旅行商品。
・交通付きの旅行商品で全国旅行支援統一窓口の基準を満たすもの（ただし発着地が同一の
もの、特定の利用者のみに提供されるもの、送迎のために無料で行われものは対象外）。

（ウ）日帰り旅行商品の割引
【日帰り旅行商品とは】 県内における移動を目的とした交通手段（電車、バス、タクシー、レンタ
カー、等）に加え、 飲食、観光、体験いずれかのうち有料施設を組み入れて、県内観光地を訪
れ、その地域での消費行動を目的とした商品と定義します。（募集型企画旅行、受注型企画
旅行、手配旅行）

（エ）鉄道事業者券類
神奈川県内における周遊を目的とした鉄道券（きっぷ）等を用いて、神奈川県内観光地をめぐ
り、その地域での消費行動を目的とした商品

（オ）船舶事業者券類
神奈川県内の船舶事業者が造成した乗船券等を用いて、神奈川県内観光地をめぐり、その地
域での消費行動を目的とした商品。

※ただし、次の①から⑭は、支援対象外となりますのでご注意ください。
①感染症の状況の悪化等により、本事業を停止又は中止した場合における当該停止又は中止期間
の商品。

②国、神奈川県が事業を実施する際に宿泊費等の直接経費の全部又は一部を負担して実施する
もの。例：モニターツアー、招待旅行、研修旅行など

③国又は県若しくは地方自治体が他の団体に業務を委託して前号と同様に実施するもの
④業種別ガイドラインを基準に新型コロナウイルス感染のリスクが高いと判断されるイベント等への参加
ツアー。

⑤施設を予約したが、実際には利用しないいわゆる「無断キャンセル」と呼ばれる行為。
⑥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５項に規定する性風俗関連特殊営業を伴う商品。

⑦換金目的または換金性の高いものを含む商品
⑧物品やサービスの内容が当該旅行目的地に不相応なものが含まれる商品
⑨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ている商品
⑩旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものでないものが含まれている商品
⑪行程に国外の地域が含まれている商品
⑫ライセンスや資格の取得を目的とする商品
⑬旅行会社及びＯＴＡが取扱う次に定める特定大会への出場およびその補佐を目的とした旅行商
品（予選大会、ブロック大会等の名称如何は問わない。ただし、参加者の応援をするための商品は
除く。）

⑭その他、事務局が不適当と認めるもの。

（5）支援対象商品と注意

９

３．事業概要



３．事業概要

（11）地域クーポンの発行について

本事業では旅行商品の割引と地域クーポンの配付を実施します。 「いざ、神奈川！」商品を販売す
る事業者は地域クーポン発行の対応をお願いします。

※二次元コードを紙に出力して印刷が必要となる為、後日設定するサイトでの地域クーポン発行と印
刷が必須となります。(パソコン/タブレット及び複合機は各事業者にてご用意いただきます。)

詳細は後日ご案内させて頂くマニュアル並びに説明動画をご確認ください。

（9）住所確認

割引を適用できるのは、日本国内の居住者（在留外国人を含む）となります。

※公的な書類により居住地確認ができる者

本事業の支援対象商品を販売する事業者は申込者から運転免許証など身分証明証の提示を受
け、チェックイン時に確認の徹底をお願いします。団体・グループ手配の場合、申込代表者から身分証
明書の提示を受けるとともに、他の参加者についても代表者の責任のもと居住地確認を行ってください。

基本的に①居住地 ②ワクチン接種 ③陰性証明の確認は旅行当日に行いますが、要件を満た
さず、事前予約をされ、当日、対象外であることが判明するなど混乱を防ぐため、事前販売の場合に
は、販売時に確認させていただくことがあります。そのため、本事業の利用者に対しては、旅行日当日
に居住地の確認を行います。 本事業の支援対象商品を販売する事業者は、旅行日当日に、参加
要件を満たしていることを確認できるものが必要となる旨を周知してください。

（10）ワクチン接種履歴・検査結果について

本事業の利用者は、旅行当日にワクチン接種済証又は陰性証明の確認を行います。詳細は、事業
者専用ページ内に記載している「ワクチン接種履歴・検査結果確認について」をご確認ください。

ワクチン接種済証又は陰性証明についても旅行日当日に証明証類の確認を行います。本事業の支
援対象商品を販売する事業者は、旅行日当日に、確認できる証明証を持参する必要がある旨を周
知してください。

10

（７）支援対象事業者登録及び支援金交付の審査基準

「いざ、神奈川！」の支援対象事業者の登録認定, 及び支援金配分については、P８に示した
遵守事項を満たしていることを条件とし、且つ、各事業者より「いざ、神奈川！」実施事業への参加
登録及び、登録に必要な書類一式（本マニュアルの申請手続きに関しての事項に記載）の内容を
基に、担当事務局が総合的に判断し、決定いたします。 (決定に対する異議申し立ては受け付けま
せん。)

（６）他の国・自治体が実施する割引事業との併用の可否

今回のキャンペーンを幅広く利用する機会を創出し、 観光需要を拡大するため、本事業の支援
対象商品は、 国のGoToトラベルキャンペーンや他の地方自治体の割引制度との併用を不可とする。
ただし、各自治体において発行する観光クーポン券・金券などを代金の一部として利用することは可
能とする。

（８）支援金の交付決定取消と返還

支援対象事業者が要綱の規定に違反した場合や不正な申請を行った場合は、支援金の交付決
定の全部又は一部を取り消す場合がございます。支援金を交付した後においても適用になります。

また、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援対象事業の取消しに係る部分に関し、
その返還を命じる場合がございます。命令を受けた支援対象事業者は、事務局が指定する期日まで
に、支援金を返還してください。
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（15）その他留意事項
①本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。
②本事務局（または県）による支援対象事業者への立ち入り検査や実績確認を行う場合がありま
す。

③事業者は、「いざ、神奈川！」事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、売り上げ実績の売り込
みを受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

（14）感染症対策に関して

（ア）神奈川県に本店、支店又は営業所のある事業者については、神奈川県における「感染防止対

策取組書・LINEコロナお知らせシステム」を実施すること。

《 参考 》

【事業者の方向け】感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム 案内ページ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/corona/lineosirase.html

（イ） 神奈川県が別途提示する「感染しない！させない！旅行者のための感染防止サポートブック」
を認知、 閲覧できるよう、HPへリンクを貼りつけるなどのご対応や、工夫をお願いします。
また旅行商品の購入者に（2次元コード）を付与し閲覧をしていただけるような工夫をお願い
します。
例）ご案内をお渡しする際の書面に、（2次元コード）を印刷し利用者へ閲覧を促す。

（ウ）飲食を伴う場合には、神奈川県の示す「マスク飲食実施店」の認証を受け、「マスク飲食実施
店認証書」を掲示すること。申請中である場合も本事業への参加登録を可能としますが、商品
販売開始までに認証を受けてください。 その場合、申請書の写しを事務局に提出してください。

（13）事業者の費用負担について

本事業に登録する為に必要な費用（説明会参加の為の通信費や、書類印刷費用）や、支援の対
象外となる商品の割引、ツアー造成や商品のプロモーションにかかる費用については、各社でご負担くだ
さい。

３．事業概要

なお、上記（ア）、（イ）、（ウ）がない神奈川県外の事業者についてはこれらと所在する各自
治体が定める同等の取組の実施をお願いします。

（12）支援事業の停止又は中止
感染症の感染状況が悪化した場合や、感染防止対策のために特別な措置を講じる必要が生じた場
合は、本事業を実施しない可能性があります。また、販売開始後も、感染状況が悪化した場合には、
本事業を停止又は中止する可能性があります。その際、利用に係るキャンセル料を商品の購入者には
求めないものとする。
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（16）緊急時連絡体制

緊急連絡先 ０４５－２７７－０７７３ (土日祝対応）

※上記電話番号は緊急時の連絡先となります。
事業についてのご質問は、表紙に記載の電話番号へお問い合わせください。

神奈川県

かながわ共同企業体
代表 近畿日本ツーリスト（株）

横浜支店 下河 浩

日本旅行 神奈川法人営業部
管理者 部長 野田 史郎

旅行事業者社員、又は
旅行参加者
緊急時

かながわ共同企業体事務局
事務局長 青野 和也

本社

業務担当者 熱田 咲季

対策取組確認

報告

報告

旅行事業者担当

東武トップツアーズ 横浜支店
管理者 支店長 清成 敦彦

本社

業務担当者 係長 冨田 菜美

報告

OTA事業者担当

株式会社ＪＴＢ 横浜支店
管理者 支店長 高橋 伸明

本社

業務担当者 那須 可奈子

報告

宿泊事業者担当

近畿日本ツーリスト 横浜支店
管理者 支店長 下河 浩

本社

業務担当者 西澤 淳

報告

鉄道・船舶事業者担当報告 報告

OTA経由での宿泊者
緊急時

対策取組確認

宿泊事業者社員、又は
宿泊利用者
緊急時

対策取組確認

鉄道・船舶事業者社
員、又は乗客
緊急時

対策取組確認

報告 報告 報告

報告報告 報告

報告

報告報告

【地域クーポン事務局 】
㈱ＪＴＢ 横浜支店

神奈川県旅行業協同組合報告

報告

クーポン加盟店社員、
又は

旅行参加者
緊急時

報告

３．事業概要
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３．事業概要

【かながわ共同企業体】制度全体に関する問い合わせ
℡０４５－２７７－０７７３
※対応可能日（10月3日より）
受付時間：１０：００～１７：００（土・日・祝日含む）※年末年始休業

旅行事業者（旅行会社・OTA）
【統一窓口】
●「事業者登録・補助金管理・精算関連対応に関して」℡０３－６６３５－３６５５
●「統一窓口基本ルール・ツアー創成対応に関して」 ℡０３－６６３５―３６６９
受付時間：１０：００～１７：００（月曜～金曜日）
休日 ：土・日・祝日・年末年始

【宿泊事業者向け問い合わせ先】
℡０３－６６３６－８３６４
受付時間：１０：００～１７：００（月曜～金曜日）
休日 ：土・日・祝日・年末年始

【鉄道・船舶事業者向け問い合わせ先】
℡０４５－２７７－０７７１
受付時間：１０：００～１７：００（月曜～金曜日）
休日 ：土・日・祝日・年末年始

【クーポンに関する問い合わせ】
●加盟店舗用
℡０５０－３５３７－３６０６
●利用者用
℡０１２０－１２０―５６４ ／ ０５０－３５３７－３６５０
対応可能日（０５０－３５３７－３６５０ は１０月６日より）
受付時間：１０：００～１８：００（土・日・祝日含む）※年末年始休業

●発行元事業者用
℡０５０－８８８２－０３３７
受付時間：１０：００～１８：００（土・日・祝日含む）※年末年始休業
※１１月以降、土・日・祝日・年末年始は休日となります

（17）コールセンター電話番号一覧
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１．地域クーポン加盟店舗の参加資格

（１）該当する事業者
本事業の地域クーポン加盟店舗は①～③のいずれも満たす事を要件とする。
①神奈川県の「感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム」を実施していること。
②「感染防止対策取組書」・「LINEコロナお知らせシステム用二次元コード」を提示していること。
③飲食を提供する事業者（部屋食のみを提供する宿泊事業者を除く）にあっては、
マスク飲食実施店認証済（認証申請中の事業者も含む）であること。

業種 例示

飲食店 レストラン、喫茶、ファーストフード、居酒屋、フードコートなど

小売店 道の駅、サービスエリアの売店、土産物店、弁当屋、フードデリバリー、持ち帰り専門店など
※イートインが併設の場合、地域クーポン券利用は持ち帰りに限る

鉄道 鉄道、路線バス、空港リムジンバスなど

海上運送 観光船、遊覧船など

航空運送 遊覧飛行など

レンタカー レンタカーなど

観光施設 テーマパーク、遊園地、動物園、水族館、温泉施設、観光農園、キャンプ場など

体験型アクティビティ 乗馬、アスレチック、カヌー、カヤック、パラグライダー、レンタサイクル、陶芸など

スポーツ観戦 野球、サッカー、ラグビーなど

劇場、観覧場、映画館、演劇場 伝統芸能公演など

文化施設 美術館、博物館など

タクシー タクシー、ハイヤーなど

旅館・ホテル・旅行事業者 宿泊施設におけるオプショナルツアー、アクティビティ、追加お食事・飲み物代など

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける神奈川県内観光関連事業者に関する詳
細は下記（1）及び（2）を参照

（２）対象外の事業者

① 日常使いとなり得る業態の店舗
（コンビニ、スーパー、遊興施設、物流、フィットネス、スポーツ場、薬局、アパレル販売、駐車場など）
※一部の業態（コンビニ、遊興施設、フィットネス、スポーツ場など）は宿泊施設内の店舗ならば対象

② 風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律の許可・届けの対象となる営業を営む店舗
（例：カラオケ、ダーツバー、キャバレー、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブ、ネットカフェ、漫画喫茶、ライブハウス)

③ 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者

④ 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団
（以下「暴力団」という。）または同法第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が役員として
または実質的に経営に関与している事業者

⑤ 自己もしくは自己の関係者の利益を図り、または特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用している
事業者

⑥ 暴力団または暴力団員に対して金品その他の財産上の利益の供与を行っている事業者

⑦ 暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる事業者

⑧ その他、本事業の目的に照らして不適当と事務局が判断する事業者

※「いざ、神奈川！」の対象となる旅行代金及び宿泊代金に関するお支払いは全て除く
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２．地域クーポンの使用対象とならないもの

①出資や税金、振込料金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金など
債務の支払い

②有価証券、金券、その他商品券（図書券、切手、印紙、プリペイドカード等）など
換金性の高いものの購入

③土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料などの不動産に関する支払い

④現金との換金、金融機関への預け入れ

⑤風俗営業等の規則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条に規定する営業に関する支払い

⑥特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

⑦全国旅行支援「いざ、神奈川！」の対象となる旅行代金及び宿泊代金に関する支払い

⑧地域クーポンを利用するサービスなどが神奈川県内で完結しないもの

⑨その他、事務局が全国旅行支援「いざ、神奈川！」地域クーポンの使用対象として
適当と認めないもの

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける神奈川県内の観光関連事業者への支援と
いう制度趣旨に鑑み、以下の商品・サービスなどについてはいざ、神奈川！地域クーポ
ンの使用対象としない。

地域クーポンの加盟店舗であっても
上記品目の決済については使用対象外となります
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３．いざ、神奈川！地域クーポンについて

【いざ、神奈川！
地域クーポン】

region PAY（※）のアプリを活用し、
旅行期間内（旅行開始日～旅行最終
日の翌日から起算して7日後の間）に加
盟店舗のみで使えるキャッシュレスポイント。

※region PAY（リージョンペイ）
→各自治体の消費活動に寄与できる独
自ポイントを付与・使用するために開発さ
れた決済用アプリ。

※ただしクーポン利用終期は、旅行最終
日の翌日から起算して7日後又は実施
期間最終日翌日(令和4年12月21
日）のいずれか早い日付まで

region PAY
（親アプリ）

いざ、神奈川！地域クーポン
（ミニアプリ）

ブラウザ対応

【地域クーポン加盟店舗（管理者）】
WEBブラウザから管理画面へアクセス、

管理機能が利用可能

【地域クーポン利用者（旅行者）】
付与された地域クーポン（二次元コード）を

アプリで読み取って決済を行う事が可能

アプリ対応
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３．いざ、神奈川！地域クーポンについて

電話番号 　    00-0000-0000     受付時間　 10時～18時  (土日祝は休業）

HP 　    h ttp s://XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

備考

●注意事項  

・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となり ます。）

 ・ チャージ後のかながわ旅割クーポンの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となり ます。）

 ・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）

 ・ かながわ旅割クーポンをアプリ にチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。

 ・ かながわ旅割クーポンで購入した品物に関しての返品及び返金は一切できません。

 ・ 折れ曲がりや水濡れ等により QRコード が読み込めなく なる場合があります。 

・ 当クーポンの盗難・紛失・減失によるト ラブルに対して当キャンペーン事務局は一切の責任は負いません。 

●禁止事項 

・ 当クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他当事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご利用者様

クーポン金額  

有効期間

チャージコ ード

この度はご利用いただき、ありがと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRコード を読み取ってく ださい。

アプリ でチャージ金額を確認

「 かながわ旅割クーポン」のクーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャージする金額を確認し 、チャージボタンを押してく ださい。

※QRコード が読み取れない場合は、アプリ より チャージコード を入力してチャージしてく ださい。

※店舗様へ QRコード が読み取れない場合は、チャージコード を管理画面より入力して決済してく ださい。

お店のQRコード を読み取って決済を行ってく ださい。

※クーポン加盟店舗はアプリ内もし く はキャンペーンHPでご確認く ださい。

「 reg i o n  PAY」アプリ をダウンロード し て、「 かながわ旅割クーポン 」にチャ ージし てご利用く ださ い。

かながわ旅割クーポン事務局コールセンター  お問い合わせ番号

reg ion PAYのアプリは下記QRコード を

読み取ってダウンロード してく ださい。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

〇〇ホテル

山田 太郎 様　（ 摘要）

3000円

2021年●月●日 23 :59まで

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

ログインについて

2. アプリダウンロード

3. ログイン
4. いざ、神奈川！
地域クーポン選択

5. 二次元コード読取
（もしくはチャージコード入力）

6. チャージ完了

利用者

●いざ、神奈川！地域クーポン利用イメージ（利用者）

（アプリダウンロードから地域クーポンチャージまで）

※初回は新規登録

1. 旅行・宿泊当日までに地域クーポンを受取

region PAYアプリ
ダウンロード用二次元コード

いざ、神奈川！地域クーポン
読込用二次元コード
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４．スターターキット配送物一覧

①地域クーポン加盟店舗用マニュアル
（当冊子）

③二次元コード用スタンドPOP台紙

地域クーポン加盟店舗様にはスターターキットとして下記一式を発送します。
（ご申請の承認後、4営業日以内に到着予定）

②地域クーポン加盟店舗用
region PAY管理画面マニュアル

④二次元コード貼付用シール台紙

各台紙中央部にregion PAYの管理
画面から印刷した二次元コードを貼
り付けていただき、地域クーポンご
利用者に読み取っていただきます。
なお、③・④のどちらかをご利用い
ただければ問題ございません。
※region PAY管理画面内の
「ショップ二次元コード表示」参照

⑤店舗掲出用ステッカー

地域クーポンご利用可能店舗
である事を示すステッカーで
すので、お客様に見え易い場
所へ掲示して下さい。

⑥店舗掲出用ポスター

お客様に地域クーポンの
ご利用条件が分かるよう、
見え易い場所へ掲示して
下さい。
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５．地域クーポン加盟店舗の対応手順（region PAY情報通知後）

・基本情報が申請時の内容にて入力されているか確認
・営業時間、定休日、店舗の紹介コメントなどを編集
・店舗画像の設定
・マップ情報の修正 など

region PAY管理画面へログイン

詳細情報の確認

STEP 1

STEP 2

STEP 3
region PAY管理画面から二次元コードを印刷し、
スタンドPOP台紙またはシール台紙に貼り付け

STEP 4
二次元コードを貼付したスタンドPOP
またはシールを地域クーポン利用者が

見え易い会計付近の場所に掲示

・印刷した二次元コードに不鮮明な箇所が無いかなどご確認下さい。

申請時に登録されたご担当者のメールアドレスへ
region PAYのID・仮パスワード・ログイン用URLが届きます。
※かながわ旅割事業から継続参画いただける店舗様につきましては、
同じregion PAYのID・パスワード・ログイン用URLをご利用可能です。

詳細につきましては、「地域クーポン加盟店舗用region PAY管理画面マニュアル」を
ご参照下さい。
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５．地域クーポン加盟店舗の対応手順（お客様による実際の地域クーポン利用時）

お客様からいざ、神奈川！地域クーポンご利用のお申し出STEP 1

お客様ご利用から精算までの流れ

アプリでの決済
（P.22）

STEP 2

STEP 3

STEP 4

決済金額の詳細についてはregion PAY管理画面内の売上一覧よりご確認いただけます。

申請はご不要です。
事務局にて地域クーポン決済実績を確認の上、各加盟店舗様へ該当金額をお支払いいたし
ます。

決済後は原則返金不可のため、金額の入力間違いなどが無いようご注意下さい。
止むを得ない場合の操作方法などにつきましては「地域クーポン加盟店舗用region 

PAY管理画面マニュアル」をご参照下さい。

地域クーポン券面での
決済

（P.23）

売上実績確認

事務局からの入金（P.22）
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５．地域クーポン加盟店舗の対応手順（アプリでの決済）

各加盟店舗に掲示されている二次元コードを
地域クーポン利用者が読み取って決済を行う（MPM方式）

利 用 者
地域クーポン加盟店舗

いざ、神奈川！地域クーポン
で決済したい旨をお申し出

1

region PAYアプリ内で
いざ、神奈川！地域クーポンの画
面を表示

2

利用者のスマート
フォン画面にて決
済金額と店舗名が
一致している事を
確認

決済完了画面にて、
決済金額・利用店舗名・決済時間を
確認し、問題が無ければ決済完了
※左図は1,800円分決済の場合

地域クーポン加盟店舗で掲示して
いる二次元コードを利用者に読み
取ってもらう

7

3

決済金額・店舗名の確認

決済確認8

6
5

アプリ画面で店舗の二次元コードを
読み取り、店舗名を確認

決済完了

決済金額入力

二次元コード読み取り4

アプリ上で決済金額を入力後、
「確認する」を押して店舗へ提示

加盟店舗での確認後、
「決済する」を押す

region PAYアプリを
ダウンロード済の方

・region PAYアプリ操作
・店舗の二次元コード読み込み
・決済金額入力
・決済確認画面提示

アプリでの決済

地域クーポン利用申し出

アプリ立ち上げ

店舗が二次元コードを掲示
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５．地域クーポン加盟店舗の対応手順（地域クーポン券面を利用した決済）

地域クーポン利用者が地域クーポン券面の二次元コー
ドを提示して決済を行う（CPM方式）

利 用 者
地域クーポン加盟店舗

いざ、神奈川！地域クー
ポン券面を利用して決済
したい旨をお申し出

1

店舗側の端末にてregion PAY管理画
面にログインし、二次元コードをリー
ダーで読み込む

2

店舗側で利用者の地域クーポン
残高を確認し、取引金額を入力

region PAY管理画面にログイン

取引金額を入力

確認画面提示

決済完了

4

3

必ず利用者へこの画面を
見せて金額を確認して下さい。

5

・region PAY管理画面の操作
・利用者が持参した地域クーポン券面の二次元コード読込
・決済金額入力
・決済確認画面提示

地域クーポン券面を
利用しての決済

←スマートフォンやタブレッ
トの既存の二次元コード
リーダーを使用して下さい

地域クーポン利用
申し出

二次元コードが読み取れない場合

※スマートフォンなどをお持ちでな
い方については、紙地域クーポン
のままでも決済可能です。

電話番号 　    00-0000-0000     受付時間　 10時～18時  (土日祝は休業）

HP 　    h ttp s://XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

備考

●注意事項  

・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となり ます。）

 ・ チャージ後のかながわ旅割クーポンの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となり ます。）

 ・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）

 ・ かながわ旅割クーポンをアプリ にチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。

 ・ かながわ旅割クーポンで購入した品物に関しての返品及び返金は一切できません。

 ・ 折れ曲がりや水濡れ等により QRコード が読み込めなく なる場合があります。 

・ 当クーポンの盗難・紛失・減失によるト ラブルに対して当キャンペーン事務局は一切の責任は負いません。 

●禁止事項 

・ 当クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他当事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご利用者様

クーポン金額  

有効期間

チャージコ ード

この度はご利用いただき、ありがと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRコード を読み取ってく ださい。

アプリ でチャージ金額を確認

「 かながわ旅割クーポン」のクーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャージする金額を確認し 、チャージボタンを押してく ださい。

※QRコード が読み取れない場合は、アプリ より チャージコード を入力してチャージしてく ださい。

※店舗様へ QRコード が読み取れない場合は、チャージコード を管理画面より入力して決済してく ださい。

お店のQRコード を読み取って決済を行ってく ださい。

※クーポン加盟店舗はアプリ内もし く はキャンペーンHPでご確認く ださい。

「 reg i o n  PAY」アプリ をダウンロード し て、「 かながわ旅割クーポン 」にチャ ージし てご利用く ださ い。

かながわ旅割クーポン事務局コールセンター  お問い合わせ番号

reg ion PAYのアプリは下記QRコード を

読み取ってダウンロード してく ださい。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

〇〇ホテル

山田 太郎 様　（ 摘要）

3000円

2021年●月●日 23 :59まで

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

こちらのチャージコード（20桁）をご入
力すれば決済が可能となります。

こちらは利用者のアプリダウンロード
用二次元コードのため、加盟店舗
様が読み込む事は有りません。
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６．地域クーポン加盟店舗における取扱注意事項

「いざ、神奈川！」地域クーポンの使用対象とならないもの
※本マニュアルP.16参照

加盟店舗の責務
（１）本マニュアルに基づき、商品・サービスなどの提供を行う。

その他必要な事務局の指示を遵守すること。
（２）承認後にお送りする決済用POP・ステッカー等を消費者に分かり易く、

見易い場所に掲示すること。
（３）取引において「いざ、神奈川！」地域クーポンでの決済を拒否しないこと。

利用者の地域クーポン残高不足時の際は地域クーポンと現金合算にて対応を行う
こと。
ただし、加盟店側の事情により上記の各対応が取れない場合は、店舗入口等利用者
が入店をする前にそのことが分かるよう、書面などによる利用者へ明示することで断ること
も可とする。

（４）決済時においては店舗が二次元コードを掲示する方式（MPM方式）及び
利用者が二次元コードを提示する方式（CPM方式）双方での対応を原則とする。
※利用者の利便性向上の観点から、MPM方式及びCPM方式双方の決済対応を

原則とするが、止むを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可とする。
（５）「いざ、神奈川！」地域クーポンで購入した商品の返品及び返金は原則不可とする。
（６）「いざ、神奈川！」地域クーポンを用いた取引を行う場合は不正利用防止の観点

から善良な管理者の注意義務をもって必ず確認すること。
（７）「いざ、神奈川！」地域クーポンでの決済方法含め、当事業に関わる従業員に

本マニュアルの記載内容を周知すること。
（８）事業終了後、事務局よりアンケートへの協力依頼が有る際には応じること。
（９）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、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すること。
また、業種別ガイドラインが定められていない分野については、類似する
業種別ガイドラインを準拠すること。（内閣官房 業種ごとガイドライン一覧）

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210909

不正利用等
本事業においては一切の不正な行為は許されない。
万一不正利用を行った場合、加盟店舗としての登録取消及び法的措置の対象とする。

（１）偽って対象施設として登録する行為。
（２）「いざ、神奈川！」地域クーポンの不正利用（自己取引・架空取引等）を行う行為。
（３）詐欺などの犯罪に結びつく行為。
（４）要綱やこの地域クーポン発行事業実施要綱、マニュアルに違反した行為。
（５）その他、当事務局が不適当と判断した行為。

その他
（１）本マニュアル及び別に定める「いざ、神奈川！」地域クーポン発行事業実施要綱に

記載の無い事項に関しては、神奈川県と事務局が協議の上、対応を決定する。
（２）加盟店舗の情報（名称、所在地、電話番号等）は「いざ、神奈川！」の

特設ウェブページで公表する。
（３）国や神奈川県の方針などにより、本マニュアルの内容が変更される場合がある。
（４）加盟申請の際に取得した個人情報については下記以外の目的では使用しない。

①本事業に関すること
②今後、神奈川県が同種の事業（消費喚起、観光産業活性化）を検討または実施

する場合の情報提供

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210909
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７．地域クーポン決済金額の振込スケジュール

振込スケジュール

●地域クーポン加盟店舗申請時にご登録された銀行口座へ振込いたします。

※振込名は『イザカナガワクーポン』です。

●ご登録いただいた口座情報に誤りが有り、振込エラーとなった際には

事務局よりご連絡いたします。

●振込手数料は事務局が負担いたします。

●振込金額に相違がある場合には、上記の振込予定日から2週間以内に

地域クーポン担当事務局コールセンターまでお問い合わせ下さい。

日程
実績確認

（地域クーポン担当事務局で対応）

指定口座への振込予定日
（事務局→各加盟店舗）

①
令和4年10月11日（火）

～
令和4年10月31日（月）

令和4年11月21日（月）

②
令和4年11月1日（火）

～
令和4年11月30日（水）

令和4年12月20日（火）

③
令和4年12月1日（木）

～
令和4年12月21日（水）

令和5年1月20日（金）
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８．Q&A

（1）region PAYシステムについて

（2）地域クーポン決済について

A1-1 region PAY管理画面の対応バージョンは以下となっております。
Windows10：Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox
Mac OS Version11.4以上：Safari / Google Chrome / Firefox
iOS Version14.6以上：Safari（最新）
Android OS Version8以上：Google Chrome（最新）

Q1-1 region PAYシステムの利用に当たりブラウザなどのバージョンに指定はありますか？

Q1-2 地域クーポン加盟店舗参画に当たり、システム導入などの費用はかかりますか。

A1-2 費用はかかりませんが、二次元コードを読み取るためにiOSまたはAndroid OSが有効であり、
カメラ機能付きの通信可能なデバイス（スマートフォン・タブレットなど）をご準備いただく
必要が有ります。
また、region PAY管理画面からの二次元コード印刷時などにプリンターが必要となります。

Q2-1 一度決済した地域クーポンはキャンセル出来ますか？
（金額変更や止むを得ない場合の返金方法について）

A2-1 原則キャンセルは出来ませんが、止むを得ない場合には、「地域クーポン加盟店舗用
region PAY管理画面マニュアル」をご参照ください。

Q2-2 地域クーポンを使用しようとすると「使用済」となってしまうのですがどうすれば良いですか？

A2-2 region PAY管理画面より、売上一覧から該当分の処理がされていないかをご確認ください。
また、アプリ利用の場合はアプリ内の取引履歴より該当地域クーポンに関して使用履歴が
無いかどうかを利用者へご確認いただいて下さい。

Q2-3 クーポン残高500円の利用者が、当店で400円の品物を購入し決済をするにあたり、
残高を０円にするため100円をお釣りとしてほしいといわれた場合、どうすれば良いですか？

A2-3 クーポンは400円分の利用となり、残高として100円が残ります。
お釣りの対応はできない旨、お伝えください。
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８．Q&A

（3) その他

Q3-1 利用後の地域クーポン券面を利用者から渡されましたが、どのように扱えば良いでしょうか？

A3-1 原則、利用者へお返しください。

Q3-2 他県の割引事業で発行されたクーポンの使用は可能かと聞かれた場合、どのように扱えば
良いでしょうか？

A3-2 使用することはできない旨、お伝えください。

Q3-3 本事業への参画を取り下げたい場合はどうすれば良いでしょうか？

A3-3 至急地域クーポン担当事務局コールセンターまでその旨をお知らせください。
事業参画時に付与されたアカウントは自動で停止となり、決済金額については実績に
基づいてお支払いいたします。
なお、事務局での加盟店削除の処理が終了するまでは、利用者からの決済の申し出を
断らないでください。

Q3-4 12月19日にチェックインで発行されたクーポンが12月21日までしか使えないのかと、
利用者から聞かれましたが、どうすれば良いでしょうか？

A3-4 事業期間内での利用となるため、21日までの利用となりますとお伝えください。

Q3-5 CPM方式（地域クーポン券面を利用しての決済）をやめて
MPM方式（アプリ決済）だけにしたいのですが可能ですか？

A3-5 至急地域クーポン担当事務局コールセンターまでその旨をお知らせください。
なお、事務局での処理が終了するまでは、利用者からのCPM方式の決済の申し出を
断らないでください。


