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令和 5年 3月吉日 

 

「旅々やまぐち割プラス」クーポン登録店に関する概要 
～電子クーポン対応版～  

 

１．「旅々やまぐち割プラス」の概要 
（１） 目的 

新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ本県の観光関連産業の維持及び持続

的な需要回復を図るため、全国からの旅行需要及び旅行消費を喚起する山口県における全

国旅行支援「旅々やまぐち割プラス」を実施する。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況（緊急事態措置やまん延防止等）により、事業を一時

停止する場合があります。 

（２） 実施主体 

一般社団法人山口県観光連盟 

（３） 概要 

コロナ禍で落ち込んだ観光需要を喚起するため、本県への宿泊・旅行商品の割引を実施

するとともに、旅行者に対して地域限定クーポンを発行する。 

 

○割引額（１人１泊・回あたり） 

割引率 割引上限額 
地域限定クーポン 

(電子クーポン「regionPAY」) 

２０％上限 

宿泊旅行 
日帰り旅行 

交通付き 交通無し 

５,０００円 ３，０００円  ３，０００円 
平日 ２，０００円 

休日 １，０００円 

※ 詳細につきましては、公式ホームページ掲載のマニュアルをご参照ください。なお、

マニュアルは随時更新します。 

 

■旅々やまぐち割プラスクーポン（電子クーポン「regionPAY」） 

①発行内容  

 

旅行者に regionPAY（旅々やまぐち割プラス）(以下「regionPAY」と記

載。）のアプリケーションを活用して、対象期間内に山口県内の登録店で

のみ利用できる決済ポイントを付与する。 
※regionPAYとは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ケーション 

 

一人 1泊（日帰り旅行の場合は 1旅行）あたり 

平日 2,000円分 

休日 1,000 円分 

※ 大人・子ども一律です。 

※ 旅行代金一人 1泊（日帰り旅行の場合は 1旅行）あたり平日 3,000円

未満、休日は 2,000円未満の場合、配布の対象外です。 

 

②使用可能場所   山口県内の「旅々やまぐち割プラスクーポン登録店」として登録する店

舗。 

※ 土産物店や飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ及び交通関

連事業者等を含みます。 
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③有効期間  ○宿泊旅行の場合（登録宿泊施設が発行） 

チェックイン日からチェックアウト日まで使用可能です。 

○日帰り旅行の場合（登録旅行会社が発行） 

旅行催行日のみ使用可能です。 

※期間内に使用しなかったものは権利放棄扱いとなります。 

④使用制限等 ○１人あたりの使用制限はありません。 

○その他割引と併用可能です。 

※ただし各種割引適用後に本クーポンを適用します。 

 

２．クーポン登録店 

（１） 登録条件 

以下のすべてを満たす事業者等であること。 

① 山口県内の土産物店や飲食店、観光施設、アクティビティ及び交通関連事業者等であっ

て、国内口座を有していること。 

② 「山口県暴力団排除条例」（平成 22年 山口県条例第 37号）を遵守すること。 

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、業種別ガイドラインを遵守し、その旨店頭な

ど旅行者から見えやすい場所又は Webサイトで対外的に公表すること。 

※ 飲食店として登録する場合は、「やまぐち安心飲食店」の認証番号を様式 1-2別紙

『クーポン登録店参加店舗等一覧』の「飲食店確認」欄へ記入すること。 

（やまぐち安心飲食店認証の写しの添付でも可） 

または、別紙「やまぐち安心飲食店 認証制度認証基準チェックシート」(提出不

要)の記載内容について遵守すること 

※ 国の GoToトラベル事業における地域共通クーポン取扱店舗の場合は、申請書のチェ

ック欄にチェックを入れること。 

④ 行政からの要請（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号））の規

定に基づく営業自粛要請、時短営業要請等に従うこと。 

⑤ クーポン登録店において従業員に感染者が出た場合や、クーポン登録店を利用した旅行

者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく事務

局に報告を行うこと。 

⑥ 事務局が提供するクーポン登録店用マニュアルに基づき、クーポンと引換えに商品等の

提供を行うこと。また、取扱いに関する事務局の指示を遵守すること。 

⑦ クーポン登録店であることが明確になるよう、事務局が提供する販促ツール（ポスタ

ー、ポップ等）を旅行者から見えやすい場所に掲示すること。 

⑧ 旅々やまぐち割プラス公式ホームページ上に事業者名、所在地等の公開に同意すること。 

⑨ regionPAYの MPM方式が対応可能であること。また MPM方式での決済処理を行うことが

可能なスタッフを配置すること。MPM方式に加えて、CPM方式での決済もできる場合は、

事業者において QRコードが読み取れるカメラ機能が付いたスマートフォン、タブレット

端末又はそれに類する機材、及びインターネット環境を準備すること。 

⑩ 県内に複数の店舗等を所有する事業者等は、参加登録する店舗等を明確にし、登録申請

とともに次のいずれかの精算方法を選択すること。 

【精算方法】(1)「複数店舗一括振込（事業者代表に一括で振込）」、 

(2)「単独店舗振込（各店舗それぞれに振込）」 
・利用者の決済情報は、参加店登録後に送付するＩＤ・ＰＷを用いて、管理画面の 
売上一覧にて確認可能。 

・振込については参加店用マニュアルに記載のスケジュール（１か月に２回）、事務
局による確認を経て指定口座への振込を実施する。 

・決済手数料、換金手数料は事務局負担とする。 
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⑪ 事業者は、登録申請とともに次のいずれかのクーポン決済方式をあらかじめ選択するこ

と。 

【クーポン決済方式】  

(1) ＭＰＭ方式、ＣＰＭ方式いずれも対応可能 

(2) ＭＰＭ方式のみ対応可能 
※ＭＰＭ 方式はアプリ決済、ＣＰＭ方式は紙(ＱＲコード入り)決済のことを指します。 

⑫ 山口県観光連盟が必要と判断した場合に、参加申請書に記載した情報について山口県の

関係部署、事業所所在地の市町及び警察に提供することについて同意すること。 

⑬ その他関係法令や公序良俗に反しないこと。 

※上記内容に反する場合、登録を取消すことがあります。また、万一虚偽の決済等 

の悪質な事例が発生した場合は、法的措置を執らせていただく場合があります。 

※山口県観光連盟が登録にふさわしくない事業者として判断する場合があります。 

 

（２） クーポン換金条件 

① 事業が一時停止された場合、または事業の適用外期間が設けられた場合は、クーポンの

使用を停止します。 

② クーポンの盗難・紛失・滅失又は不正、又は改ざん等に対して、山口県観光連盟及び事

務局は責を負いません。クーポンの盗難・紛失・滅失等については、登録事業者等へ損

害賠償責任が発生する場合があります。 

③ 本事業に係る証拠書類等は、国及び県の監査対象となる可能性があることから、事業終

了の翌年度から起算して５年後の年度末まで、各クーポン登録店で保管してください。 

 

（３） 責務等 

以下のすべてを遵守する必要があります。 

① クーポンを用いた取引を行う場合は、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をも

って必ず確認すること。 
・提供する商品等が、旅々やまぐち割プラスで定めるクーポンの利用対象にならない 

 商品等に該当しないこと。 
・クーポンによる支払いで不足する分は現金等で収受すること。 

② クーポンを現金と交換、または第三者への売買、譲渡しないこと。 

③ クーポンを使用して購入した商品等の返品の際には現金で返金をしないこと。 

④ 電子クーポンの決済方法は、【ＭＰＭ・ＣＰＭ方式】又は【ＭＰＭ方式のみ】のいずれか

とする。 

⑤ クーポン登録店で独自にクーポンの使用対象外となる商品等を定める場合は、あらかじ

め旅行者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等でその旨を明示すること。 

⑥ 他の割引企画との併用を不可とする場合、ポイント加算対象外とする場合又はクーポン

の使用上限額を定める場合は、あらかじめ旅行者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等

にその旨を明示すること。 

⑦ クーポンの決済を拒否する、手数料を上乗せして請求する、現金で支払う場合と異なる

代金を請求する等、クーポン使用者に不利となる差別的扱いを行わないこと。 

⑧ 有効なクーポンを使用しようとする旅行者からクーポンの使用に関し苦情又は相談を受

けた場合、クーポン登録店と旅行者との間において紛議が生じた場合又は法令に違反す

る取引の指摘もしくは指導を受けた場合等には、クーポン登録店の費用と責任をもって

対処し、解決にあたること。 

⑨ クーポン登録店が旅行者の不正使用を知り得ながらクーポンを決済すること、旅行者に

不正を促すこと等によりクーポン登録店または旅行者が不正に利益を得た疑いがあると

事務局が認めた場合、調査が完了するまで当該クーポン登録店におけるクーポンの精算
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代金の支払いを保留することに同意すること。また、クーポン登録店又は旅行者が不正

に利益を得た場合、クーポン登録店は、決済したクーポンの金額について一切の責任を

負い、事務局へ当該金額を返還すること。 

⑩ 不正、又は改ざん等されたクーポンによる決済がなされ、事務局がクーポンの使用状況

等の調査の協力を求めた場合には、これに協力すること。またクーポン登録店は、事務

局から指示があった場合又はクーポン登録店が必要と判断した場合には、クーポン登録

店が所在する所轄警察署に被害届を提出すること。 
⑪ 登録の取消や登録情報の変更(店舗営業情報、経営者変更、連絡先等の変更)等が生じた

場合には、遅滞なく、報告、連絡すること。 
⑫ その他、事務局が必要に応じて報告や立入等の調査を求めた場合には、これに協力する

こと。 
 

（４） 不正利用等 

本事業においては、一切の不適切な行為及び不正な行為（以下「不正利用等」という。）

は許されない。万一、次の不正利用等が判明した場合、参加店の参加取消及び法的措置

の対象とする。 

・偽って対象施設として登録すること。 

・地域クーポンの不正利用（自己取引・架空取引等）を行うこと。 

・詐欺等の犯罪に結びつく行為。 

・その他、山口県または事務局が不適当と判断した行為。 
 

（５） 留意事項 

① クーポンの有効期間は、日帰り旅行の場合、旅行催行日のみです。宿泊旅行の場合、チ

ェックイン日からチェックアウト日までです。期間内に使用しなかったものは期間外に

使用できません。 

② 本事業を推進する際に不明な点や、判断に迷うことがある際には、事前に事務局に相談

してください。 

③ 振込手数料は事務局が負担します。 

④ 観光地における消費喚起をするという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については、クー

ポンの使用対象となりません。 

 

クーポンの使用対象とならない商品等 

【行政機関等への支払い】 

○所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課 

○社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等） 

○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）、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） 

○その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技競馬、競輪、競艇、オートレース等） 

【日常生活における継続的な支払い】 

○電気・ガス・水道・電話料金等 

○ＮＨＫ放送受信料 

○不動産賃料 

○駐車場の月極定期利用料 

○コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象 

○保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等） 

 

【換金性の高いものの購入】 
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○金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗

が独自に発行する商品券等） 

○プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等 

○金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等） 

【その他】 

○事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等 

○授業料、入学検定料、入学金等 

○アクティビティのガイド料等は対象旅行代金に含まれず別払いのものが対象 

○宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金、旅行代金 

○既存の債務の弁済 

○各種サービス、旅行代金のキャンセル料 

○電子商取引（regionPAYの決済を除く） 

○無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの 

○公序良俗に反するもの 

○社会通念上不適当とされるもの 

○その他各登録店舗が指定するもの 

 

３．参加申請方法 
本事業への参加（クーポン登録店への登録）を希望される事業者様は、以下の書類をクー

ポン登録店受付・提出先までメールに添付の上提出してください。申請書受理後 10営業日

程度で結果をメールにて通知します。なお、決定通知後、電子クーポン取り扱いに伴う作

業等で土日祝を除き 5～7営業日程度必要となりますのであらかじめご承知おきください。 

 

＜提出書類＞ 

① 「旅々やまぐち割プラス」クーポン登録店参加申請書（電子クーポン対応版） 
【様式１－２】 

② 事業等を営業する上で、必要な許可を得ていることを証する書類の写し 

※営業許可証、開業届、確定申告書、納税証明書、など事業に係る書類等（1点） 

③ 「旅々やまぐち割プラス」クーポン登録店参加店舗等一覧【様式１－２（別紙）】  

④ 口座番号を確認できる書類 

（通帳の表紙と中開きのページ（通帳を開いた最初のページ）のコピー）、口座証明

書、インターネットバンキング口座情報記載画面のコピー等、口座番号及び口座名

義、フリガナが分かるもの 

 

クーポン登録店受付・提出先 

メール：yamaguchi_plus@jbx.jtb.jp  

「旅々やまぐち割プラス」クーポン登録店受付センター 

（株式会社ＪＴＢビジネストランスフォーム内） 

 

※参加申請書をご記入の上、メールに添付の上お送りください。 

なお、メール以外での申請書の受付は行っておりません。 

 

お問合せ 

旅々やまぐち割プラス事務局（電子クーポンチーム） 

メール：y_tabitabiplus_006@35.tripwari.jp  

※メールでお問合せください。メール以外でのお問合せ対応は行っておりません。 

mailto:yamaguchi_plus@jbx.jtb.jp
mailto:y_tabitabiplus_006@35.tripwari.jp
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４．参画申請後のスケジュール ※不備がない場合 

 

・参加申請書到着 

・書類審査                         ＜所要日数＞ 

・必要書類（ポスター・ポップ等）発送               14～17営業日程度 

・電子クーポン取り扱いに伴うＩＤ・仮パスワードの付与         （土日祝を除く） 

                              

   ※電子クーポン(regionPAY)の ID・仮パスワード発行をもって登録完了（取扱い開始） 

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


