
取扱注意

交通クーポン利用可能期間交通クーポン利用可能期間

2023.1.26更新版

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

「信州割SPECIAL」交通クーポン

令和4年10月１日～令和5年2月7日（予定）

※令和4年12月29日～令和5年1月9日は利用可能期間から除く
※終了期限については、全国旅行支援の制度変更により、変更となる場合があります。
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参考：信州割SPECIAL（全国旅行支援）の概要

商品券名称 「信州割SPECIAL」交通クーポン

対象者 信州割SPECIALを利用して県内に宿泊旅行する方

綴り構成 500円券×2枚綴/合計1,000円（額面）
※「交通クーポン」は信州割SPECIAL「観光クーポン」とは別に付与されます。

利用期間
令和４年10月１日（土）～令和5年2月7日（火）（予定）
※令和4年12月29日～令和5年1月9日は利用期間から除く

※終了期限については、全国旅行支援の制度変更により、変更となる場合があります。

交通クーポン 概要

事業概要
● 事前に参加登録された宿泊事業者及び旅⾏会社（OTAを含む）にて宿泊・旅⾏代⾦に応

じた割引を⾏い、利⽤実績に応じて割引分を⻑野県が⽀援。
● さらに、対象観光施設で使える観光クーポンをセットで提供。
● さらに、対象公共交通事業者で使える交通クーポンをセットで提供（宿泊のみ）。

宿泊・旅⾏代⾦の割引について
（１）実施期間 令和４年10月11日（火）〜 令和5年3月31日（⾦）（予定）
（２）割引率  20％（全国⼀律）
（３）割引上限額 交通付旅⾏商品︓5,000円（一泊あたり）

上記以外   ︓3,000円
（４）割引対象者  全国(ただし、以下の利⽤者に限る）

・新型コロナワクチンを３回接種済又は検査結果が陰性であること
・「安心旅人宣言カード」の提示など、感染拡⼤防⽌の協⼒が得られる⽅

（５）割引⽅法 全国の旅⾏会社（OTAも含む）又は県内の宿泊事業者で割引

観光クーポンについて
■提供枚数︓一人一泊あたり平日︓2,000円 休日1,000円
■提供⽅法︓チェックイン時に宿泊施設から提供
■利⽤対象施設︓県内のアクティビティ・体験施設、⼟産物店、飲⾷店、交通機関等(登録施設のみ）
■利⽤対象期間︓取得⽇〜8⽇間有効

交通クーポンについて
■提供枚数︓一人一泊あたり1,000円(配布枚数上限あり)
■提供⽅法︓チェックイン時に宿泊施設から提供
■利⽤対象施設︓公共交通機関等(登録施設のみ）
■利⽤対象期間︓チェックイン⽇〜8⽇間有効
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＜支援対象＞

■交通クーポン交付対象期間
・交通クーポン対象期間は、チェックイン日から8日間とする。
・対象期間については、宿泊事業者において交通クーポンに記載するものとし、対象期間の
記載がないクーポン券については、無効とする。

■利⽤対象者
・信州割SPECIALを利⽤して⻑野県内に宿泊する者

■クーポン対象事業者（「実施要綱」抜粋）
・県内に事業所⼜は営業所がある公共交通事業者で、観光目的での利⽤に対して交通
クーポンで精算ができる者。

・支援⾦の交付の対象となる対象事業者は、事務局との間に⽣じるすべての⼿続きにおいて
日本語で対応することができ、登録完了後に速やかに事業実施が可能であること。

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、「新型コロナ対策推進宣言」として宣言書
を店内・店頭に掲示すること。

・申込事業者の代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が⻑野県暴
⼒団排除条例第2条に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員等に該当せず、かつ将来にわたっ
ても該当しないこと。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員及び暴⼒団等の反社会的勢⼒が、
申込事業者の経営に事実上参画していないこと。

・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条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
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＜支援対象＞
■交通クーポン対象商品
(1) 共通

・払戻しが出来ないもの
・換⾦性が低いもの
・現状、払戻可能なサービスや商品については、払戻不可の制約を設けられるもの

(2)鉄道
・企画乗⾞券 等のおとくなきっぷやフリーパス 等
（払戻不可の制約を設ける）
・グッズ等の商品（窓⼝および⾞内販売 等）

(3)バス
・バスの乗⾞運賃（対応している事業者、路線のみ）
・企画乗⾞券 等のおとくなきっぷやフリーパス 等
（払戻不可の制約を設ける）
・定期観光バス（払戻不可の制約を設ける）
・グッズ等の商品（窓⼝および⾞内販売 等）

(4)タクシー
・通常タクシー運賃
・ガイドタクシー
・定額運賃タクシー

※クーポンの使⽤は登録事業者の登録商品に限ります。利⽤者向けに、「交通クーポン券」
対象商品一覧を信州割SPECIAL公式ホームページに掲載します。

（事業者名、サービス名や商品名が掲載されます）

※交通クーポン対象商品には、観光クーポンを併⽤することが可能です。交通クーポン券で
取扱い可能として登録されたサービスや商品は、観光クーポンでも利⽤可能として登録さ
れます。期間途中で交通クーポン券数が上限に達した場合でも、観光クーポンの使⽤は
継続となります。

以下の商品は、「交通クーポン券」で取扱いできません
・払戻しが出来るもの
・換⾦性が⾼いもの
・鉄道の普通乗⾞券・特急券（指定席券含む）
・回数券
・ICカードへのチャージ等
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交通クーポン取扱時の注意事項

●クーポン券の有効期限について
※この交通クーポンには有効期限があります。
（有効期限はチェックイン日〜8日間になります。）
・交通クーポンに押印または手書きにて有効期限の記入があるか必ずご確認ください。
・有効期限の記入がないもしくは有効期限切れの交通クーポンは無効となります。
詳細は下の表をご参照ください。

対象クーポン券種

期間

令和4年10月1日（土）～
令和5年2月7日（火）
※令和4年12月29日
～令和5年1月9日は除く

令和5年2月7日（火）

最終利用期限

〈交通クーポン：券面見本〉
オモテ面

ウラ面

見本

見本
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＜交通クーポン取扱いについて①＞

お客様（消費者）への対応

②お客様（消費者）が交通クーポン利用の意思表示

・利用対象外の商品購入・サービス提供（当マニュアルP７）への利用は、お断り
ください。

・本券は現金との引き換えや返金・おつりが出せないことをお伝えください。
・交通クーポンで購入した商品の返品はできない旨を事前にお伝えください。

③偽造されたものでないかご確認ください。

①お会計（支払い額の提示）

④お客様（消費者）から交通クーポンをお受け取りください。

不足分は、現金等で受領してください。

受取った交通クーポンと本マニュアル掲載の見本を比較してください。
偽造と判別できた場合は交通クーポンの受け取りを拒否し、速やかに警察・事務局へ
ご連絡ください。
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＜交通クーポン取扱い注意事項 ※必ずお読みください＞

○有効期間
クーポン券の有効期間は旅行期間中のみに限ります。
クーポン券面の有効期間を必ずご確認ください。
（有効期間が空白のクーポン券はご利用いただけません。）

○交通クーポンは交通サービス(役務)の提供の対価として、利用できます。
クーポン券と現金の交換・売買は禁止されています。また、釣り銭は出さないでください。

○交通クーポンは以下のものは利用対象になりません。
・出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話

料金・NHK放送受信料等）
・有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行

する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性
の高いものの購入 、電子マネーへのチャージ等

・たばこ事業法（昭和５９年８月１０日法律第６８号）第２条第１項第３号に規定する
製造たばこの購入（電子たばこを含む）

・医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）
・介護保険の対象となるサービス費用の支払い
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び商品等
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・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

条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営
業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い

・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・自治体指定のゴミ袋
・宝くじ（当せん金付証票法（昭和 23年法律第144号）に基づくもの（ジャンボ宝くじ、

全国通常宝くじ、ブロック宝くじ、ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ロト7、ビンゴ5 等））、
スポーツ振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10年法律第63号）に
基づくもの（toto、BIG 等））

・公営競技（競馬、競輪、競艇、オ ートレース）等
・県内でサービスが完結しないもの（宅配等の配送サービスは対象））
・授業料、入学検定料、入学金等
・宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
・各種サービスのキャンセル料
・電子商取引
・無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
・社会通念上不適当とされるもの
・その他、各取扱店舗が指定するもの

※上記の禁止行為、利用対象にならないものによる交通クーポンの利用が発覚すれば、損害賠償、
登録の取消、換金の拒否その他の処分が生じる場合があります。

※交通クーポンの利用できないものを独自に決める場合は、商品の陳列棚、店頭への掲示、
その他の方法により、消費者が予め認識できるように明示してください。

○交通クーポンの見本により、利用される交通クーポンが偽造でないか確認してください。
「色合いが明らかに違う」など偽造された交通クーポンと判別できる場合は、交通クーポンの

受け取りを拒否し速やかに警察へ通報するとともに、コールセンター（TEL：026-263-
0056）へ連絡してください。
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＜「信州割SPECIAL」交通クーポンの換金について＞

入金額について

使用済み交通クーポンの発送可能期間は下記のとおりです。

額面総額（振込手数料は長野県にて負担いたします）

※入金額に異議がある場合は、入金日から2週間以内に限って受付いたしますので、
入金額を各自でご確認ください。2週間を過ぎてからの異議お申し立てには一切
応じられませんのでご注意ください。

交通クーポン 発送受付期間

入金処理期間及び入金について

各月締日以降事務局にてデータ処理をして、締日から1か月以内の入金を予定しております。
※できるだけ速やかに支払いを行いますが内容に不備がある場合は遅延することがあります。
※「信州割SPECIAL」交通クーポンの精算は下記の口座からお振込み致します。

・「信州割SPECIAL」交通クーポン（緑色）：振込名義人名「信州割スペシャル」

入金口座

店舗登録申請時に登録された口座に振込を行います。
口座情報にご変更がある場合は速やかに事務局までご連絡ください。

精算回 第1回 第2回 第4回
第4回

（最終締切）

クーポン券
精算センター
到着日（締日）

11/18（金）
到着分まで

12/16（金）
到着分まで

1/20（金）
到着分まで

2/17（金）
必着

〈精算スケジュール〉
利用開始日～令和5年2月17日（金）必着
※最終締切を過ぎてからのクーポン券の精算には一切応じられませんので、
令和5年2月17日（金）（必着）までに申請してください。

対象クーポン券種
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※「信州割SPECIAL」交通クーポンは、最終精
算締切が2/17（金）必着です。
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＜交通クーポンの換金方法＞

専用封筒に入りきらない場合は、下記住所へ段ボール等で着払いにて郵送ください。
発送に必要な段ボール等はお手数ですが各店舗様にてご用意をお願い致します。

事務局からお送りさせていただく「換金用封筒」にて郵送ください。

※着払いでお送りいただく場合の郵送先（お間違いにご注意ください。）
〒338-0836

埼玉県さいたま市桜区町谷1-4-1 BPOセンター

「信州版 新たな旅のすゝめ」係 宛

同封物
①利用済みクーポン券（原券）
※クーポン券は必ず1枚1枚切り離した状態で
お送りください。
➁換金用伝票（センター送付用）
※換金用伝票の記入方法は次のページ(P10）
をご参照ください。

記入日 21 年  月  日                         （1 枚目︓センター送付⽤） 
換⾦⽤伝票 

事業名  地域観光緊急支援事業                 

店舗名  ○                               
電話番号  地                               

 
□「信州の宿 県⺠応援前売券事業」  500 円券 〇      枚 
□「信州割 special」    500 円券 〇      枚 
合計       500 円券 〇      枚 

記入日 21 年  月  日                           （2 枚目︓店舗控え） 
換⾦⽤伝票 

事業名  地域観光緊急支援事業                  

店舗名  地                                

電話番号  地                                

 
□「信州の宿 県⺠応援前売券事業」  500 円券 〇      枚 
□「信州割 special」    500 円券 〇      枚 
合計       500 円券 〇      枚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------✂切り取り線-------------------------------------------------------------- 

見
本

■換金用封筒について
換金用封筒にはご利用有効期限がございます。
封筒記載の有効期限をご確認いただき、お間違えの無い様ご注意ください。
※換金用封筒は改めて事務局より発送させていただきます。

観光クーポンと分けて郵送してください
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1．申請日
2．店舗コード ホームページに各事業者様の店舗コードが掲載されておりますの
で、そちらに記載の店舗コードを必ず記入してください。

3．店舗名（事業者名） 必ず記入して下さい。
4．電話番号 必ず記入して下さい。
※枚数等に不備があった場合、こちらに記載された番号にご連絡致します。

5～6．ｸｰﾎﾟﾝの枚数・金額を記入して下さい。

〈換金用伝票の記入方法について〉
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3．店舗名（事業者名）

2．店舗コード

1．申請日

【注意】
換金用伝票はセンター送付用と店舗控えのそれぞれ同じ内容を記入し、
①「事務局送付用」は原券と共にセンターへ、
②「店舗控え」は各自保管頂きますようお願いします。

4．電話番号

5．交通ｸｰﾎﾟﾝ枚数

6．交通ｸｰﾎﾟﾝ金額

換金用伝票はホームページ内の事業者向けページよりダウンロードしてください。
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＜問い合わせ先＞

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
交通クーポン係

受 付 時 間
10:00～17:00
・月～金（土日、祝日、年末年始は、受け付けておりません）

・対応時間外は、自動音声によるご案内になります

事 務 局
所 在 地

〒381-0038
長野県長野市東和田857-1
信州名鉄長野ビル3F
※精算時のクーポン券の送付先はこちらではござい
ませんのでご注意ください。（P9参照）

Ｔ Ｅ Ｌ 026-263-0056（登録事業者専用）

Ｆ Ａ Ｘ 026-263-0076

E - m a i l tabi-susume@media-ps.co.jp

ホームページ https://shinshu-wari.com/


