
全国旅行支援群馬県事務局

取扱注意

令和４年10月11日（火）～令和４年12月20日（火）

事業実施期間

《お問合せ》
クーポン加盟店様コールセンター
ＴＥＬ：０２７ー３８６ー３０５７

平日 ９：3０～１７：００
※ただし10/23まで土日祝を含め開設
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はじめに

日帰り旅行・宿泊代金の４０％割引の実施と地域限定クーポン券（平日3千円分、休日１千円分）を

配布する「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」に御参加いただき誠にありがとうございます。

このキャンペーンは、コロナ収束後の旅行需要喚起を図ることで、群馬県内の観光関連事業者を

支援するものです。

利用者はこのキャンペーンを利用して、群馬県内をお得に旅行することができるようになります。

「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」により宿泊代金や日帰り旅行代金４０％割引(上限あり）

の実施や地域限定クーポン券（平日3千円分、休日１千円分）を配布します。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」

についてはワクチン・検査パッケージの適用を条件といたします。

このマニュアルは、キャンペーンの制度や手続き内容をまとめたものです。
御一読いただくとともに、御不明点がございましたら、事務局までお気軽にお問合せください。

全国旅行支援群馬県事務局各種お問い合わせ先

【宿泊施設様コールセンター】027-386-3027（平日9:30~17:00）

【愛郷ぐんま全国割ステイナビサポートセンター】050-3174-1879（平日10:00～17:00）

【クーポン加盟店様コールセンター】027-386-3057（平日9:30~17:00）

【旅行者様コールセンター】050-5527-8582（平日10:00~17:30）

【ホームページ】（事業者用）https://premium-gift.jp/gunmatripwari/

（旅行者用）https://www.gunma-trip.jp/

令和4年10月吉日
全国旅行支援群馬県事務局
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実施概要

（１）実施時期：令和４年１０月１１日（火）～令和４年１２月２０日（火）
※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、中止または期間の変更等を行う場合があります。

（２）予約受付開始日：令和４年１０月１１日（火）
※予約済の方は予約した手段によって追加の手続が必要です。

詳細は以下「（５）利用方法」を御覧ください。

（３）割引対象となる方：日本国内居住者で旅行開始日に以下に該当する方
① 新型コロナウイルスワクチン３回接種済
② PCR検査等による陰性 ※1
③ 年齢１１歳以下 ※2
※１ PCR検査・抗原定量検査 宿泊開始日・催行日の３日前以内に検体採取したもの

抗 原 定 性 検 査 宿泊開始日・催行日の１日前以内に検体採取したもの
※２ 同行の同居家族全員が①または②の場合に限る

（４）割引内容（旅行代金の４０％上限）

（５）利用方法 ※事前予約が必要です

区分 割引額 クーポン※
１人（泊）あたり

最低旅行金額

① 交通付宿泊旅行商品 最大8,000円/人泊

② 上記以外の旅行商品

（交通なし宿泊、日帰り）
最大5,000円/人（泊）

平日5,000円

休日2,000円

平日3,000円

休日1,000円

※日帰り旅行商品の場合、クーポン付与に条件がありますので旅行会社に御確認ください。

※既に予約されている旅行商品等が自動的に割引適用になることはありません。
※各旅行会社等に配分した支援額が終了次第、販売終了となります。

その場合でも追加配分をする場合がありますので、一度予約できなかった場合でも改めて御確認ください。

予約手段 利用方法
予約済みの場合の手続き

（令和4年10月11日（火）以降、手続きが必要）

①旅行会社からの予約 割引適用となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い

旅行会社にご確認ください。

②宿泊施設への直接予約 宿泊施設に予約
⇒STAYNAVIに登録し、割引クーポンを取得
⇒チェックイン時に割引クーポンを提示
⇒割引後代金を支払い

STAYNAVIに登録し、割引クーポンを取得
⇒チェックイン時に割引クーポンを提示
⇒割引後代金を支払い

③OTAからの予約 割引適用となる商品を予約
⇒宿泊施設にて割引後代金を支払い

OTAサイト等をご確認ください。
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・クーポン券が切り離されていないか確認してください。半
券から切り離されたクーポ

ン券は原則使用できません。切り離されている場合はその
クーポン券と半券の両方を

ご提示いただき、管理番号を照合のうえ、確認してくださ
い。
・使用対象外の商品購入・サービス提供への使用は、お断り
ください。
・おつりは出せないことをお伝えください。
・商品券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。
・前払い方式で、その後精算が必要な商品購入・サービス提
供（例：レンタカーの前払

い金）にクーポン券を使用した場合現金・商品券いずれで
も精算出来ないことを必ず

事前にお伝えください。

実施概要

お客様へクーポンお渡し

宿泊施設・旅行会社

クーポン加盟店

お客様より半券の切っていないクーポン券を受け取り、換金時に半券を切り取って下さい。
必ず表面の使用期間を確認し、期日を過ぎているクーポンは使えない旨をお伝えする。
不足分は、現金等で受領してください。
すでに半券が切り取られている商品券は、使用済みのものであり、使用できない旨をお伝えく
ださい。（詳細後述）

全体の大まかな流れ

※宿泊施設・旅行会社はクーポン表面にある使用期間の欄に必ず期日を記入しお客様に
お渡しする。

クーポン本券 控え

集計後換金のため郵送。（詳細後述） 入金を確認するまで
確実に保管すること。

受け取ったクーポン
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お客様への対応

②お客様（消費者）がクーポン券使用の意思表示

・クーポン券が切り離されていないか確認してください。半券から切り離されたクーポ
ン券は原則使用できません。切り離されている場合はそのクーポン券と半券の両方を
ご提示いただき、管理番号を照合のうえ、確認してください。

・使用対象外の商品購入・サービス提供（詳細後述）への使用は、お断りください。
・おつりは出せないことをお伝えください。
・商品券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。
・前払い方式で、その後精算が必要な商品購入・サービス提供（例：レンタカーの前払

い金）にクーポン券を使用した場合現金・商品券いずれでも精算出来ないことを必ず
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）よりクーポン券をお受け取りください。

お客様より半券の切っていないクーポン券を受け取り、換金時に半券を切り取って下
さい。
不足分は、現金等で受領してください。
すでに半券が切り取られている商品券は、使用済みのものであり、使用できない旨を
お伝えください。

クーポン券の見本券と比較してください。（偽造防止加工、色合いなど）
偽造と判別できた場合はクーポン券の受け取りを拒否し、速やかに警察と事務局コー
ルセンター（027-386-3057）へご連絡ください。

お客様（消費者）への対応フロー
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ミシン目に沿ってクーポン（大小）を切り離して、
加盟店舗控え（小）を保管してください。本券（大）は換金
の際に使用いたします。

加盟店舗控え（小） クーポン本券（大）

振込金額に異議がある場合に必要です。
（控券がなければ、異議申し立てができません。）

換金に使用します。
店舗印の捺印は不要です。

（換金方法は後述）

※商品券の換金はこの片の管理番号を機械で読取ります。
お客様（消費者）に返却してしまわないようご注意ください。

（加盟店舗控えでは換金できません。）

裏面

※ 裏面に店舗印等の

スタンプは不要です

管理番号 ：機械で読み取るため、この番号が識別（読める）状態かを確認してください。
加盟店舗控え ：加盟店舗控え用の半券が切り取られていないことを確認してください。

切り離し用ミシン目で本券と
控えが切り離されていないこ
とを確認してください。

表面

管理番号

管理番号

ホログラムが用紙に織り
込まれていることを確認
してください。

管理番号

管理番号

※ 必ず利用可能日の記載を確認して下さい。

クーポン券の詳細
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ア 行政機関等への支払い
① 所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
② 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）
③ 宝くじ（ジャンボ宝くじ、toto、BIG等）
④ 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）

※運送サービスの料金、博物館・美術館の入館料等、行政機関が運営する現業の対価は対象
イ 日常生活における継続的な支払い

① 電気、ガス、水道、電話料金等
② NHK放送受信料
③ 不動産賃料
④ 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
⑤ 保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

ウ 換金性の高いものの購入
① 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）
② プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
③ 金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

エ その他
① クーポン券の利用エリア内でサービスが完結しないもの

※利用者が利用エリア外に出なければ可（宅配等の配送サービスは対象）
② 事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
③ 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
④ 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
⑤ 既存の債務の弁済
⑥ 各種サービスのキャンセル料
⑦ 電子商取引
⑧ 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
⑨ 公序良俗に反するもの
⑩ 社会通念上不適当とされるもの
⑪ その他各取扱店舗が指定するもの

※上記の禁止行為、使用対象にならないものによるクーポン券の使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。

※クーポン券の使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。

使用可能期間（クーポン券面に記載）を過ぎた場合、商品券は
使用できません。

商品券は商品の売買、サービス(役務)の提供の対価として、使用
できます。

商品券と現金の交換・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。

クーポン券は以下のものは利用対象になりません。

クーポン券取扱い注意事項１
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「偽造防止ホログラムがない」「印字が明らかに違う」など偽造されたクーポン券と判別できる場
合は、クーポン券の受け取りを拒否し速やかに警察へ通報するとともに、
事務局（TEL：027－386ー3057）へ連絡してください。

使用済みクーポン券を換金するにあたり万一入金額に差異があった場合、加盟店舗控え（半券）に
よる照合が必要となる為、入金確認を完了するまで大切に保管してください。

クーポン券使用に関するトラブル等については、原則としてマニュアル等を参考に各店舗にてご対
応をお願い致します。
※お困りの場合は、コールセンター（TEL：027-386-3057）にご相談ください。

お店独自でクーポン券が使えない商品を決める場合、予め消費者が認識できるようにしてください。

また、他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、クーポン券使用上限額などを定める場合も同

様に、予め消費者が認識できるようにしてください（レジ、陳列棚、チラシなど）。

クーポン券の見本により、使用される商品券が偽造されたもので
ないか確認してください。

取引によりクーポン券を受け取ったときは、
半券（加盟店舗控え）を切り取り下さい。

クーポン券使用に関するトラブルについて。

クーポン券使用店舗独自の使用ルールがある場合の対応。

クーポン券取扱い注意事項２
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「群馬県地域限定旅行クー

ポン券使用可能加盟店舗ス

テッカー・ポスター」は、

必ず店頭の消費者の見やす

い場所へ貼ってください。

使用可能店舗 ステッカー・ポスター

商品券見本

換金用ツール

回収票

配布物
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（回収票）

<クーポン券の利用> <クーポン券のもぎり> <換金伝票の記入及び発送>
<印刷会社工場等で

枚数確認・精算用データ作成>
<事務局より指定口座へ入金>

（郵送用）

（店舗控）

・枚数確認
・データ入力
・入金データ作成
・問い合わせ対応

＜クーポン券利用～半券回収・枚数確認～精算スケジュール>（1月まで）

クーポン券の精算方法（クーポン券利用～半券回収フロー）

①使用済みクーポン券 （本券）

②換金用封筒

表

裏

換金に必要なもの

③回収票

【群馬】回収スケジュール 引取は営業日ベース、日次・朝９時 振込に3営業日

締日

12月29日（木）5 12月1日（木） ～ 12月14日（水） 12月14日（水）

12月15日（木）4 11月16日（水） ～ 11月30日（水） 11月30日（水）

12月1日（木）3 11月1日（火） ～ 11月15日（火） 11月15日（火）

11月16日（水）2 10月18日（火） ～ 10月31日（月） 10月31日（月）

振込日
紙引取期間

11月1日（火）1 10月3日（月） ～ 10月17日（月） 10月17日（月）

6 12月15日（木） ～

回数
紙商品券回収

1月23日（月）1月5日（水） 1月5日（木）

商品券の精算について１

１ 10月11日（火）～10月30日（日） 10月30(日) 11月21日(月)

２ 10月31日（月）～11月14日（月） 11月14日(月) 12月6日(火)

３ 11月15日（火）～11月29日（火） 11月29日(火) 12月21日(水)

４ 11月30日（水）～12月13日（火） 12月13日(火) 1月6日（金）

５ 12月14日（水）～12月31日（土） 12月31日(土) 1月27日(金)

締日とはその日の朝までに届いているものを回収し清算になります。
到着日を過ぎた券に関しまして次回の清算になります。
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〒 ３５２ - ８７９０

日本郵便株式会社 新座郵便局留

凸版印刷内群馬県地域限定旅行クーポン

読取事務局行き

皆様の郵送先は

回収票の「名称」「取扱店舗コード」「取扱店舗名」
は、あらかじめ印字されています。

内容に誤りがないかをご確認ください。

「記入日」「電話番号」「クーポン合計枚数」
（黄色いマーク部分）をご記入ください。

回収票 使用済みクーポン本券

輪ゴム
※輪ゴムは、店舗様がご用意ください。

①回収票に必要事項を記入してください

②使用済み商品券を①の回収票を表紙にして輪ゴムで束ねてください

③セットした回収票と使用済みクーポン本券を換金用封筒に入れてください

封緘前にご確認ください。

※クーポン券 換金用封筒への封入時のご注意事項

・クーポン券の向き（表裏・天地）を揃えて専用封筒にいれてください。
・見本券を誤って封入されないようご注意ください。
・裏面の「番号部分」を機械で読み取る為、この部分に記入等のないようにお願いし ます。
・回収票にクーポン券の合計枚数を正確に記入してください。
・必ず「群馬県地域限定旅行クーポン」の専用封筒に入れてください。
・他自治体発行のクーポン券を入れられても換金できません。

取扱店舗
コード

取扱店舗名

取扱店住所

必ずご記入
下さい。

換金の手順

商品券の精算について２

回収票は冊子綴りになっているので使用する部分を
複写部分と共に切り離して1枚目を送付ください。
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その他、お困りの場合は「全国旅行支援群馬県事務局」へお問い合わせください。
027-386-3057

換金の明細はもらえますかますか？

事務局では換金明細の発行はいたしません。クーポン券管理画面からご覧になれる情
報がすべてです。

使用者が誤って商品券を洗濯したことなどにより、クー
ポン券が毀損されている場合。

基本的に、偽造防止ホログラムが判別できた上で、商品券裏面の管理番号が読めなけ
れば使用できません。
次に記載している内容であれ使用可能です。
・管理番号かつ連番が確認できるもの
・券面の面積が５分の４以上のもの
それでも、判断できなければ事務局へお問い合わせください。

同封した回収票と実際の振込額が異なっていた場合はど
のようにすればよろしいですか？Q1

OCR精算読取り機で読み取った金額に差異が生じた場合は、入金日から2週間以内に限って受
付いたします。受付後、OCR機にて読み取った数字を正として一旦入金処理を実施いたします。
疑義が生じた部分については、調査（半券のOCR番号の照合等）を実施し、後日の精算となり
ます。換金用伝票の控えとご入金額は、必ず精算サイクルの都度ご確認頂きますようお願い致
します。連絡先は、事務局へお問い合わせください。

Q２

Q３

控えのみを収受し本券を返してしまった、もしくは本
券のみを受け取り控えを渡してしまった

控えのみ、本券のみでは絶対に受け取らないでください。換金することができません。

Q4

Q＆A「こんな場合、どう対応するか？」
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全国旅行支援群馬県事務局
群馬県地域限定旅行クーポン担当

ＴＥＬ：027-386-3057

受 付 時 間
09:30～17:00
・平日

事 務 局
所 在 地

〒370-0841 
群馬県高崎市栄町22－29
ペヤングビル８階

Ｆ Ａ Ｘ 027-386-3570

E - m a i l gunma-office_03@10.tripwari.jp

問い合わせ先


