
予約からの流れ

〉 〉

〉

クーポン配布期間 : 2022年5月9日～2022年9月30日まで ※配布状況に伴い期間調整あり（除外日なし）
クーポン利用期間 :  2022年5月9日～2022年12月31日まで ※利用状況に伴い期間調整あり
対 象: 高知県東部9市町村内にある宿で、本企画に参加してくださる宿へ宿泊されたお客様
内 容: 開催期間中に対象の宿へ「クーポン付き宿泊プラン（設定3,500円(税込)以上）」で宿泊すると、お一人様あたり3,000円分のクーポン（1冊:500円×6

枚つづり）がもらえるキャンペーン。このクーポン券は、ひがしこうちエリア内の観光施設、体験施設、飲食店など幅広く利用が可能で、1プランで６枚使用も、６
プラン で1枚ずつ利用することも可能、但しお釣りは出ない設定（利用施設は、各市町村がとりまとめる施設で本企画に参加いただける事業者）

請 求: 市町村指定窓口が窓口となり、クーポン券の利用があった施設が月締めで窓口へ請求し、窓口から東部観へ請求する 。
支 払: 東部観から各利用施設へ支払

【 クーポン券 】
●クーポン券は、500円×6枚つづり（表紙・裏表

紙付き）
●複製を防止するためナンバリングなどで管 理する。
●どの宿泊施設に宿泊したか、また、どこでクーポン

券を使用したか統計をとり、人の流れを可視化す
る。

---宿泊施設へのお願い---
・クーポン券裏面に自社名を記入
（ゴム印可）
---クーポン券利用施設へのお願い---
・上記宿泊施設名の確認後、自社名を記入

（ゴム印可）
・クーポン券利用日を記入
※詳しくは次ページ 仕様（案）のとおり

旅 前 旅 中

検索

予約

●旅先検索者
メディア等から発信するPR広告や公
式アカウントから情報を収集し旅先を
決める。

●宿泊客
チェックインの際、アンケートを受取り、アン
ケート記入後、提出時にクーポン券を受
け取る

■宿泊施設
クーポン付き宿泊プランで予約のお客様一人様あ
たり3,000円分のクーポン券(1冊:500円×6枚つ
づり)をお渡しする。但し、お渡しするのは、宿泊プラ
ンをご利用の大人(中学生以上)のお客様のみ。
小人や幼児にクーポン券は付きません。
※アンケートは、6・8・10月初旬に東部観が回収
します

クーポン券を利用して様々な場面で

割引サービスを受け取ることができる。

クーポン券を利用して様々な場面で

割引サービスを受け取ることができる。

体 験

給 油

買 物

飲 食

旅後の口コミや、旅中の
SNS等による発信が誰
かの旅前情報につなが
りサイクルしていく仕組み
が重要。そのためにも地
域が一丸となって来訪者
をお出迎えする姿勢を見
せなくてはならない。

旅 後

旅中、旅後の口コミやSNS等による情報が「誰かの旅前情報」になる循環を作る

東部観から指定口座への
振込があるので、請求した
金額と相違ないか確認する。

月末締めで利用のあったクー
ポン券を取りまとめ請求書を
発行する。
請求書はクーポン券とセッ ト
にして市町村指定窓口へ持
参する。

各窓口から集まった請求書を
取りまとめ、20日までに支払手
続きを行う。

（キャンペーン期間の12/31まで有効）

【お客様】

① 宿泊施設へ対象の宿泊プランで予約
② チェックイン時に、宿泊施設のフロントにてア

ンケートを受け取る。アンケート記入後提出
時に、アンケートと引き換えに「クーポン券」を
受け取る。

③ 対象の施設でクーポン券を利用して割引の
サービスを受ける。

【施設】
※クーポン券は、原則としてアンケートにご協力いただ

いたお客様が対象。
※クーポン券の裏面すべてに宿泊施設名を記入又は

ゴム印を押して、どの宿が発行したものなのかを明
確にする。

※ クーポン券の数量に限りがあり、より多くのお客様に
利用していただきたいため、連泊の場合は1泊のみ
を対象とする。

プラン利用の流れ

精算の流れ

※請求金額とクーポン券の枚
数が同じでないものは無効とな
りますのでご注意ください。

■宿泊施設
自社の宿泊プランの中に、「クーポン
付き宿泊プラン」を事前に用意してお
く。

■利用対象施設
各市町村とりまとめ施設とし、 観光施設のみ
ならず幅広く利用できるよう設定する。ただし、
飲食店については、高知県が実施する「高知
家あんしん会食推進の店認証制度」の認定を
受けている施設であること

クーポン券利用施設 市町村指定窓口 東部観

各施設から集まった請求書と
クーポン券を、月末締めで取り
まとめ、1週間以内に東部観
へ請求する。 〉

クーポン券利用施設
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ひがしこうち誘客促進キャンペーン

おでかけクーポン券



注意事項
①クーポン券の使用対象とならないもの

・出資や債務の支払い。（税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など）
・たばこ、有価証券、商品券（ビール券、図書券、独自発行する券など）、旅行券、切手、印紙、プリペイドカード
等の換金性の高いものの購入。

・現金との換金、金融機関への預け入れ。
・その他このクーポン券の発行趣旨にそぐわないもの。

②その他クーポン券の取扱いについては次に掲げるものとする
・クーポン券取扱施設においてキャンペーン期間内に限り使用可能とする。
・購入後の返品はできない、現金との引換えはしない支払わない、釣り銭は支払わない。
・盗難、紛失、滅失、偽造等に対して発行者は責を負わない。

注意事項

宿泊施設名 宿泊施設が記入（ゴム印可）

クーポン券
利用施設名 クーポン券利用施設が記入（ゴム印可）

クーポン券
利用日 令和 年 月 日

クーポン券表

表紙

表２は白紙

裏表紙

表３は白紙

クーポン券裏

0001   コロナに負けるな 0001
コロナに負けるな 泊まって使える!クーポン券
泊まって使える!クーポン券

500 円 500 円
有効期限: 2022年1月31日まで
発行:（一社）土佐れいほく観光協議会

ひがしこうちでGO!GO!!おでかけクーポン券の仕様

表２

※総額 49,800千円（16,600名分）

構 成: 1冊500円券×6枚、表紙、裏表紙付
サイズ: 54×170ｍｍ
色 数: ミシン目1本、ナンバリング１ヵ所
用 紙: 上質110ｋ
その他:デザイン等は委託業者と協議する

予算により発行部数に限りがあるため、シングルは1、
ツインは２とカウントして案分したもの
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0001

ひがしこうちおでかけクーポン券

500円
クーポン利用期限:2022年12月31日まで

発行元: 一般社団法人高知県東部観光協議会

デザイン等は委託業者と協議

・注意事項
・問い合せ先

※各宿泊施設へのお願い
●このキャンペーンは、各宿泊施設にて設定した「クーポン付き宿泊プラン」を利用して宿泊した方を対象とし、自社

のホームページ等から誘客を図ってください。なお、ホームページ等のない宿泊施設様は、（一社）
高知県東部観光協議会特設サイトから情報発信をさせていただきますので、電話予約を受ける際に、宿泊プラ
ンへの誘導をお願いします。また、「クーポン付き宿泊プラン」の設定は一人あたり3,500円(税込)以上とし、内
容及び料金設定は自由としますが、必ずお一人様あたりの料金を設定するようお願いします。クーポン券が付い
てお得であることが伝わるように準備をお願いします。 （※注1）

●6枚つづりの裏面すべてに宿泊施設名を記入（ゴム印可）してください。
●クーポン券の数量に限りがあり、より多くのお客様に利用していただきたいため、
連泊の場合は1泊のみを対象とします。

※注1 クーポンをお渡しするのは宿泊プランをご利用の大人（中学生以上）のお客様のみで、小人や幼児にクーポン券は
付きません。連泊の場合は1泊のみを対象とし、クーポン券は１人1冊までとします。
また、利用状況を把握するため、このプランを利用されるお客様には、チェックインの際、アンケートにお答えいただく条件と
併せてクーポン券が付いてお得であることが伝わるようご周知ください。

※クーポン券利用施設へのお願い
●クーポン券裏面の宿泊施設名を確認してください。（宿泊施設名の記載のない券は使用できません）
●月末締めで、使用枚数分の請求書を発行し市町村指定窓口へ提出してください。（※紛失分は無効）
●請求書に添付するクーポン券の裏面すべてにクーポン券利用施設名を記入（ゴム印可）してください。
●クーポン券は、宿泊施設内では使用できません。
●クーポン券の利用日を記入してください。
●翌月の指定された日までに入金があることを確認してください。
※飲食店については、高知県が実施する「高知家あんしん会食推進の店認証制度」の認定を受けている施設
であること

0001

ひがしこうちおでかけクーポン券

500円
クーポン利用期限:2022年12月31日まで

発行元: 一般社団法人高知県東部観光協議会



宿 泊 施 設
クーポン券
利用施設

ひがしこうち地域誘客促進キャンペーン（ひがしこうちでGO!GO!!おでかけクーポン券の仕様）
目的・事業費・調整・精算業務等の流れ

高 知 県 東 部 9 市 町 村

事業の流れ

事務費
手数料

▶担当者会の開催（準備段階）
▶各種ツールの受け渡し

・クーポン券
・ポスター
・ステッカー
・のぼり など

▶各種ツールの受け渡し
・クーポン券
・ポスター
・ステッカー
・のぼり など

▶内容や料金は自由に設定
※クーポンが付いてお得である

ことを伝え誘客促進を図る。
※クーポン券の裏面すべてに宿泊

施設名を記入(ゴム印)したもの
をチェックイン時にお客様へ渡す

月末締めでクーポン券利用施設
より集まった請求書とクーポン券を
取りまとめ、一週間以内に東部
観へ請求する。

翌月20日まで
に各クーポン券
利用施設の指
定口座に請求
金額分を入金
する。

月末締めで集まったクーポ
ン券を取りまとめ請求書を
発行し市町村指定窓口
へ提出する。

※注意点
クーポン券の裏面に宿泊
施設名・クーポン券利用
施設名が記入されている
か確認する。請求書にク
ーポン券を添えて窓口へ提
出する。(クーポン券の紛
失は無効)

【目的】
新型コロナウイルスの感染拡大により失われた旅行
需要の回復や旅行中における地域の観光関連消
費の喚起を図るため、国が行う「GoToキャンペーン」
や県が行う「高知観光トク割キャンペーン」等による
誘客促進事業が展開されているが、このようなキャ
ンペーンなどによるひがしこうちへの来訪者に対して、
高知県東部９市町村が連携して実施する誘客促
進キャンペーン（広域観光組織誘客促進事業）
を展開し、更に高知県東部エリアの観光施設のみ
ならず、様々な商業施設等を利用してもらい、地域
経済の活性化を促進することを目的とする。

一般社団法人高知県東部観光協議会

DMO

市 町 村 指 定 窓 口

請求

負担金

⑦提出説明会等
⑧支払

説明等 ⑥請求

お 客 様

➀宿泊

②アンケート用紙

⑤クーポン券

【説明会の開催】

【説明会の開催】

【宿泊プランの準備】
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③アンケート用紙

④クーポン券

▶お客様からアンケート用紙回収
※アンケートは、6・8・10月初旬
に東部観が回収し集計します。

【アンケート用紙の回収】

飲食店については、高知県が実施
する「高知家あんしん会食推進の店
認証制度」の認定を受けている施設
であることが条件となっております。

ご注意ください



クーポン券の使用例

宿泊施設

宿泊施設

チェックイン時にお渡しするアンケートに
お答えいただいた方が対象となります。
※大人のみ（中学生以上）

クーポン券は
宿泊施設内では
使用できません

クーポン券の使用対象とならないもの
■出資や債務の支払い。（税金・振込み手数料、電気・ガス・水道
料金など）
■たばこ、有価証券、商品券（ビール券、図書券、独自発行する
券など）、旅行券、切手、印紙、
プリペイドカード等、換金性の高い物の購入。
■現金との換金、金融機関への預け入れ。
■その他このクーポン券の発行趣旨にそぐわないもの。

※飲食店については、高知県が実施する「高知家あんしん会食
推進の店認証制度」の認定を受けている施設であることが条件となって
おります。

使用OKのパターン

クーポン券利用施設

キャンペーン加盟店全店でクーポン券の使用が可能です。
（店頭ののぼりや、ポスターやステッカーが目印）

※取扱店舗は特にご注意ください

体 験注意

使用NGのパターン

クーポン券裏面

クーポン裏面に
宿泊施設名の
記載（ゴム印）
がない券は
使用できません

注意事項
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宿泊施設名 未記入
クーポン券

利用施設名 クーポン券利用施設が記入（ゴム印可）

クーポン券
利用日 令和 年 月 日



クーポン券の受け取り(お客様）と精算業務(クーポン利用施設）の流れ

旅 前

検索

予約

旅 中

メディア等から発信するPR広
告や公式アカウントから情報を
収集し旅先を決め、「クーポン
付き宿泊プラン」を予約する。

出発

チェックインの際、アンケートを受け取り、記
入後提出時に、アンケートと引き換えに「クー
ポン券」を受け取る。

ひがしこうちエリア内の様々な施設で割引サービス
を受けることができ、観光施設のみならず幅広い
業種で利用することができる。

月末～７日まで 11～13日まで 20日頃まで

請求書は、クーポン券とセッ
トにして市町村指定窓口へ
持参する

※クーポン券に宿泊施設名の記入がある
か確認する。

※クーポン券を利用した施設にどの宿泊
施設から来たものか一覧にまとめる。

クーポン券利用施設 ➡
市町村指定窓口

市町村指定窓口 ➡ 東部観

※請求書と明細書の様式は東部観で用意します。

高知県東部観光協議会市町村指定窓口

東部観 ➡

精
算
請
求
の
最
終
締
切
日

１
月

日(

火)

高知県東部観光協議会

利用施設

クーポン券配布期間は
5/9～9/30まで

クーポン券の利用があった施設は、原則として精算業務を毎月行ってください
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※宿泊プランをご利用の大人(中学生以
上)のお客様のみ。小人や幼児にクーポン
券は付きません。

※クーポン券利用施設は、利用されたクーポン
券は大切に保管し精算業務を行ってください。

クーポン券の受取～利用

クーポン券の精算業務

●月末締めで、利用のあったクー
ポン券を取りまとめ請求書を発
行する。

※請求金額とクーポン券の枚数が
同じでないものは無効となりま
すのでご注意ください。

■各施設より集まった請求書とクーポン券
の取りまとめ
■前月分の｢請求書｣と｢明細書｣を東部
観へ提出

クーポン券利用施設は、請求した
金額と相違ないか確認する。

クーポン券利用施設
指定口座にお振込み

クーポン券利用期限は
5/9～12/31まで

10

※飲食店については、高知県が実施する「高知家
あんしん会食推進の店認証制度」の認定を受けて
いる施設であることが条件となっております。


