「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」Q＆A
質問内容
1 県外在住者と県内在住者が一緒の場合はどうすれば良いか
キャンペーンの内容を教えてほしい
2

回答
使っ得！の割引は県内在住者のみに適用となります。精算を分けることが可能
であれば県内在住者に割引適用と地域クーポン券のお渡しをしていただき、県
外在住者は通常料金での精算（地域クーポン券も渡さない）としていただくようお
願いします。
①旅行会社が販売する旅行商品の代金、又は宿泊施設が販売する宿泊商品の
料金の半額又は一人泊当たり5,000円のいずれか小さい方の額を割引。（日帰り
旅行は一人あたり）※100円未満切捨
②①の割引を適用する対象者一人泊あたり2,000円の地域クーポン券を付与。
（日帰り旅行は一人あたり）

予約期間は

6月25日（金）～8月31日（火）で準備が整った宿泊施設、旅行会社から順次取扱
開始となります。ただし、今後、取扱が変更になる場合があります。最新情報は
使っ得！にいがた県民割キャンペーン公式ホームページをご確認下さい。
https://www.tukatoku-niigata.com/

対象の旅行期間・宿泊期間は

6月28日（月）出発分（6月28日チェックイン分）～12月31日（金）出発分（1月1日
チェックアウト分）となります。最新情報は使っ得！にいがた県民割キャンペーン
公式ホームページをご確認下さい。
https://www.tukatoku-niigata.com/

割引額の計算の仕方について詳しく知りたい

「個々の」かつ「1泊あたり（日帰り旅行は一人あたり）」の旅行代金を基準に計算
します。それぞれの代金の半額又は5,000円のいずれか小さい額を割引額として
適用し（100円未満切捨）、最後に合算して全体の割引額が決定となります。
なお割引額の計算に関しては別途「料金計算シート」をご用意しておりますので、
こちらを基に算出頂きますようお願いします。
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6 代金は税抜きでの計算か、税込みでの計算か
（主にOTA事業者・Web販売の旅行業者）システム上、100円未満切捨ではな
7 く、切捨分を自社負担で対応することは可能か
地域クーポン券の配布枚数の計算の仕方について詳しく知りたい
8

税込みでの計算となります。
可能です。請求の際には自社負担分を除き、正規の形で計算して下さい。
割引対象になるお客様1名あたり1泊につき2,000円のクーポン券を付与頂きま
す。「個々の」かつ「1泊あたりの」旅行代金が5,000円以上の場合が対象です。割
引対象とならない場合はクーポン券の対象にもなりません。

割引額の計算方法とクーポン券の付与枚数は手計算か

手計算は行わないで下さい。「料金計算シート」を用いた算出をお願いします。こ
ちらを基に旅行者に署名頂く「利用確認書」を作成頂きます。
※パソコンを用いた書面作成ができない場合は事務局へお問い合わせ下さい。

料金計算シートと利用確認書はどこから入手するのか

使っ得！にいがた県民割キャンペーン公式ホームページよりダウンロードできま
す。https://www.tukatoku-niigata.com/
※分からない場合は事務局へお問い合わせ下さい。
こちらは公開しておりません。「団体旅行登録申請書」を所定の手続きで事務局
へ提出頂いた後、事務局よりお送りします。
必要です。「団体旅行登録申請書」と共に広告の原案を事務局へお送り下さい。
なお、本キャンペーンを利用する場合、募集広告には①キャンペーン専用ロゴの
掲載、②新潟県民は本キャンペーンを利用できるが県外の方は利用できないこと
を誤解なきように伝達、③割引適用前の基本旅行代金の明示を必須とします。
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2021.07.06現在

団体旅行専用の料金計算シートと利用確認書はどこから入手するのか
団体旅行（募集型企画旅行）の募集広告は事務局の事前確認が必要か

12

旅行業者が主催する募集型企画旅行全て（パッケージ商品は除く）と21名以上の
受注型企画旅行とします。
不要です。
14 団体旅行の場合、事務局への名簿の提出は必要か
修学旅行も対象とのことだが、予約と手配は既に終了している。その場合適用 事業開始前から予約と手配が完了していても修学旅行については例外的に適用
15 外になるのか
対象とします。
その通りです。取扱料金も含め、宿泊代以外の項目は除外となります。
16 手配旅行の場合、割引対象は宿泊代のみか
手配旅行の場合、宿泊先で利用する飲物代や特注料理等を追加手配した場 宿泊先での利用が間違いないものであり、かつ事前手配されていれば宿泊代に
17 合、その分は割引対象になるか
この追加手配分を合算して割引適用の基本代金とすることができます。
不可です。あくまでも新潟県内完結の日帰り旅行に限ります。
18 新潟発着であれば、県をまたいでの日帰り旅行でも可能か
対象の宿泊施設は
対象の宿泊施設、及び取扱旅行会社は使っ得！にいがた県民割公式ホーム
19
ページをご確認下さい。https://www.tukatoku-niigata.com/
利用者が旅行を申し込む以外にすることはあるか
ありません。お客様は参画している宿泊施設又は旅行業者で予約をし、割引額の
（「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」の宿泊補助券のような申請や当 支払いを行うのみです。（支払時に宿泊施設・旅行業者から提示される「利用証
20 日の書面持参 等）
明書」の内容確認と署名欄への代表者署名をして頂きます）当日の身分証明書
持参だけは必要になりますので、お客様へ忘れずにお伝え下さい。
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団体旅行の定義は

新潟県民であることの確認はどうするのか
21

予約の受付をする旅行業者にて身分証明書（運転免許証や健康保険証など）に
より確認します。代表者及び同行者全員の身分確認を行います。
なお団体旅行に関しては当日、添乗員又はお客様代表者（添乗員なき場合）が同
行者全員の氏名及び居住地を再確認し宿泊施設に報告頂きます。

22 県外出身の県内在住者で免許証の住所変更を行っていない時の確認方法
OTA事業者（じゃらん、楽天トラベル）などでの販売は可能か
23

現住所宛の郵便物の提示で可とします。
可能です。ただし本マニュアルに記載のルールに則って販売できる事業者に限り
ます。特に地域クーポン券は紙クーポンだけのため、OTA事業者に代わって宿泊
施設から旅行者へ配布してもらう旨の承認を事前に得ることが必要です。
OTA事業者やWeb販売において、新潟県民であることの確認はどこまですれ 本キャンペーンに参画頂くOTA事業者及びWeb販売の旅行業者には、利用者全
員が新潟県民であることの何らかの仕組みを構築することを条件としています。こ
24 ば良いか
れができない場合は登録と取扱を停止させて頂きます。
予約は旅行業者受け、支払いは宿泊施設での現地精算の場合はどのような OTA事業者を中心にこのようなケースが想定されますが、現地精算の場合も含め
て「販売した旅行業者」の方で実績管理と事務局への請求業務ができるならば現
25 対応になるか
地精算も適用対象とします。
OTAではないが、Web商品をコールセンターで販売することがある。その場合 OTA事業者は物理的に対応ができないので宿泊施設での対応を例外的に認め
でも利用証明書の署名取り付けや地域クーポン券のお渡しは旅行業者での対 ていますが、旅行業者による販売は原則、旅行業者が利用者の身分確認と地域
26 応となるか
クーポン券のお渡しをすることとしています。これはコールセンターでも同様です。
郵送等を駆使して対応頂くようにお願いします。
既に販売（予約）している商品も割引が受けられるのか
27

本キャンペーンの開始前に購入（予約）した商品は割引対象外となります。なお、
キャンペーン適用のため一旦予約を取り消して新たに予約を取り直せば対象とす
ることは可能ですが、新たに予約を取り直しする際にかかった以前の予約の取消
料は事務局では負担いたしません。

28 利用回数の制限はあるか

回数制限は設けていないため、何度でも利用可能です。

29 企業の出張案件等のビジネス利用は適用可能か
30 企業の社員旅行等で会社経費を使う場合は適用可能か
市町村等が行っている割引制度との併用はできるか
31

可能です。企業名での領収書発行も可能です。
可能です。企業名での領収書発行も可能です。
可能です。本キャンペーンの割引額とクーポン券付与額を差し引いたお客様の
「実質負担額」から市町村等の割引を適用する形となりますが、これが「0円」にな
るまでは適用可、それ以下となる場合は適用外となります。
なお後日返金のキャッシュバックが生じる場合についても、実質負担額が「0円」を
下回る場合は「使っ得！」又は「市町村等の割引」いずれかを適用外とします。

OTA事業者が独自で行っている割引制度との併用はできるか

可能です。本キャンペーンの割引額とクーポン券付与額を差し引いたお客様の
「実質負担額」からOTA事業者の割引を適用する形となりますが、これが「0円」に
なるまでは適用可、それ以下となる場合は適用外となります。

「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」との併用はできるか

不可です。「泊まっ得！」の宿泊補助券を使って宿泊する場合は「使っ得！」の割
引適用外となります。もし「使っ得！」の割引適用を受けたい場合は「泊まっ得！」
の宿泊補助券は権利放棄して頂く旨、お客様の同意を得た上で取り扱いをお願
いします。
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他の割引との併用可否（どれを適用としどれを適用外とするか）は各事業者で 各事業者での判断となります。なお各市町村等が行っている割引制度は各市町
村に念のためご確認をお願いします。「使っ得！」については適用の優先順位を
34 の判断か
設けておりません。
本キャンペーン適用のために既存予約の取り直しが多数発生し、旅行業者に 原則、本キャンペーンは予約の取り直しを推奨するものではありません。あくまで
多くの負担が見込まれると想定されるが仕方のないことなのか
もキャンペーンによる新規需要の喚起が目的となります。そのため既存予約の取
り直しは受けないスタンスこそが正当です。ただどうしても利用者目線で受けざる
35
を得ない場合は旅行業者の判断にお任せします。その分の事務負担発生につい
ては申し訳ございませんがご容赦頂きたいと思います。
1泊（日帰り旅行は一人）あたり5,000円以上の旅行代金が設定されている子供、
幼児であれば対象となります。
2泊3日、3泊4日等で一つの旅行代金の場合、「1泊あたりの旅行代金」はどの 旅行代金÷泊数で「1泊あたりの旅行代金」を算出することとします。
ように計算するのか
【例】2泊3日で旅行代金：25,000円
37
⇒1泊あたりの旅行代金：25,000円÷2＝12,500円
⇒1泊あたり5,000円、2泊合計で10,000円の割引適用可
36

子供、幼児も対象となるのか

消費税・入湯税についての考え方

消費税込の金額を基準の旅行代金として計算します。入湯税は予め旅行代金に
含めている場合は対象としますが、宿泊施設で当日精算する場合は対象外で
38
す。
Quoカード等の商品券を盛り込んで設定した旅行商品は適用可能か
換金性の高いもの（Quoカードやギフトカード等）を組み込むことはできません。そ
39
の場合、当該金券の金額を除いた料金を基準の旅行代金として計算します。
キャンセルした場合はどうなるか
本キャンペーンの割引を受ける前の通常料金に対してキャンセル料がかかりま
40
す。なお、キャンセル料は旅行者の負担となります。
割引額の予算配分はあるのか
旅行業者ごとに予算配分しております。ただし状況により増減することもありま
41
す。詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
県外の旅行会社が宿泊施設と連携して商品を造成して販売することが可能か 不可です。今回はOTA事業者を除き、原則新潟県内に本店、支店、営業所があ
42
る旅行会社を対象事業者としています。
割引額の請求の際の報告書類は
「実績報告書 兼 請求書」及び「実績内訳シート」となります。
使っ得！にいがた県民割キャンペーン公式ホームページよりダウンロードできま
43
す。https://www.tukatoku-niigata.com/
※分からない場合は事務局へお問い合わせ下さい。
原則、データでのメール送信による提出とします。
送信先：toiawase＠tsukattku.com
報告書類の提出期限、振込時期は
各月1日から末日までの実績について翌月15日までに提出下さい。
提出後、事務局が内容を審査し適正な内容であると確認した日から30日以内に
45
振込をいたします。
地域クーポン券のお客様へのお渡しがどうしてもできない場合、宿泊施設保有 OTA事業者やWeb販売でない限りは原則、地域クーポン券を旅行業者からお客
のクーポン券を代用してお渡し頂くよう宿泊施設へ依頼することは可能か
様へお渡し頂きます。間際予約等でどうしても事前に旅行業者で地域クーポン券
のお渡しができず、宿泊施設に事前連絡をした場合に限っては例外的に認めま
す。ただし宿泊施設保有のクーポン券を代用することとなりますので、代用した
46
クーポン券番号を宿泊施設側で必ず控えて頂くと共に、後日代用した枚数分の
クーポン券を旅行業者から宿泊施設に送付し、宿泊施設保有のクーポン券の総
数が狂わないような管理をお願いいたします。
44

報告書類の提出先、提出方法は

地域クーポン券の開始日記入はスタンプ又は印刷等でも可能か

事務局ではスタンプは用意しておりませんので、旅行業者保有のスタンプ等があ
ればそれをご利用頂くことは問題ありません。なお間違って記入してしまった場合
は無効とし、新たに別のクーポン券をご利用下さい。日付を間違って記入したり修
正液等で書き直したりしたクーポン券は無効となります。

連泊の場合、地域クーポン券の旅行開始日はどのように記載するのか

1泊目分のクーポン券には1泊目の日付を、2泊目分のクーポン券には2泊目の日
付を記載下さい。
加盟店は随時参画募集としており、最新情報は使っ得！にいがた県民割キャン
ペーン公式ホームページより確認できます。
https://www.tukatoku-niigata.com/
※クーポン券裏面のQRコードからもご確認頂けます。
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地域クーポン券はどこで使えるのか
49

50 地域クーポン券は旅行代金の残額や次回旅行時の支払いに利用可能か
素泊まり予約で宿泊施設を予約・精算し、お客様が当日現地で追加した食事
51 代を地域クーポン券で支払うことは可能か
宿泊で付与された地域クーポン券を別途、日帰りの着地型オプショナルツアー
52 に利用することは可能か
地域クーポン券をお客様へ渡した後に急遽キャンセルが出た場合
53
54 お客様へ渡した地域クーポン券番号の管理方
地域クーポン券の枚数を間違ってお客様へ渡してしまった場合
55
地域クーポン券の旅行開始日を誤って記入してしまった場合
56
汚損・誤記入した地域クーポン券の取扱方は
57
58 地域クーポン券を紛失してしまった場合
地域クーポン券が足りなくなった場合
59
振込時の名義はどうなるか
60

不可です。
その宿泊施設が地域クーポン券取扱店舗としての登録もしていれば可能です。
不可です。
キャンセルとなった人泊分×2,000円の地域クーポン券をお客様より回収して下さ
い。
「利用確認書」にお渡し済のクーポン券番号を記載し、保管して下さい。
多く渡してしまった場合はお客様からの回収を、少なく渡していた場合は追加での
お渡しをお願いします。
当該クーポン券は無効となります。書き直してお客様に渡すことのないようにお願
いします。新たなクーポン券に正しい日付を記入の上、お客様にお渡し下さい。
事業終了まで、一旦事業者にて保管下さい。汚損・誤記入した地域クーポン券の
券番を控える必要はありませんが、間違ってお客様にお渡しすることのないように
お願いします。当該クーポン券や事業終了後に余った地域クーポン券の事務局
への返送方法等に関しては改めてご案内させて頂きます。
事務局へご連絡下さい。
事務局へご連絡下さい。追加で発送いたします。なお、ご連絡を頂いてから到着
までに日数を要しますので、在庫状況を見ながら早めにご連絡頂くようお願いしま
す。
「使っ得にいがた県民割キャンペーン事務局」名で振込いたします。

