
宿泊事業者マニュアル

Ver. 1.8 (2022.11.28)

・本マニュアルは随時アップデートを行います。
お読みになる前に最新版であるかご確認ください。
改定履歴は最終ページをご確認ください。



©おきなわ彩発見NEXT事務局

おきなわ彩発見NEXT マニュアル 目次

2

1. おきなわ彩発見NEXTについて

（１）はじめに

（２）おきなわ彩発見NEXTの概要

２．参加方法・申し込み

（１）参加条件

（２）参加・申し込みの種類

（３）直接販売するには（宿直）

（４）宿直の参加登録・申し込み

３．運用方法

（１）販売前の準備

（２）チェックイン時の対応

４．精算について

（１）精算について

５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認

（１）ワクチン接種済証明・陰性証明について

（２）ワクチン接種・検査確認について

６．宿泊事業者の責務

（１）宿泊事業者の責務について

（２）不正行為について

（３）その他

７．商品造成・販売

（１）割引額について

（２）宿泊商品について

（３）利用者に求める条件

・・・・・・・・・・・・・・１～９

・・・・・・・・・・・・・・４

・・・・・・・・・・・・・・５－９

・・・・・・・・・・・・・・10～16

・・・・・・・・・・・・・・11

・・・・・・・・・・・・・・12

・・・・・・・・・・・・・・13

・・・・・・・・・・・・・・14－16

・・・・・・・・・・・・・・17～23

・・・・・・・・・・・・・・18－19

・・・・・・・・・・・・・・20－23

・・・・・・・・・・・・・・24～26

・・・・・・・・・・・・・・25－26

・・・・・・・・・・・・27～34

・・・・・・・・・28

・・・・・・・・・・・・・・29－34

・・・・・・・・・・・・・・35～39

・・・・・・・・・・・・・・36－37

・・・・・・・・・・・・・・38

・・・・・・・・・・・・・・39

・・・・・・・・・・・・・・40～47

・・・・・・・・・・・・・・41－42

・・・・・・・・・・・・・・43－46

・・・・・・・・・・・・・・47



©おきなわ彩発見NEXT事務局

１．おきなわ彩発見ＮＥＸＴについて
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■おきなわ彩発見NEXTとは

本事業は、観光庁の「地域観光事業支援（全国旅行支援）」を活用して実施する全国を対象とし

た観光需要喚起策で、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ旅行需要の回復を図り、

深刻な影響を受けている県内観光関連事業者を支援することを目的として、以下のキャンペーンを

実施します。

①旅行・宿泊代金の割引（沖縄県を目的地とする旅行・宿泊サービス（県民の県内旅行を含む））

②地域クーポンの付与（県内の観光施設・観光体験、土産品店、飲食店等にて利用できる地域限定

のお買い物券）

はじめに

おきなわ彩発見NEXT取扱マニュアル（以下「本マニュアル」）は、国の「地域観光事業支援

（全国旅行支援）」にかかる補助金交付要綱、おきなわ彩発見NEXT実施要領等に基づき作成する

もので、おきなわ彩発見NEXT（以下「本事業」）の実施に必要な事項を定めるものです。

本事業の参加や実施にあたっては、本マニュアルを熟読いただき、不明な点等がございましたら、

おきなわ彩発見NEXT事務局（以下「事務局」）までお問合せください。

<留意事項>

国の交付要綱の改正等があった場合には、本事業の制度や取扱いも変更となる場合がございます。

変更等が生じた場合は、参加事業者様へ直接ご案内及びホームーページにて公表を行った上で、本

マニュアルの改訂を行いますので、適宜ご確認くださいますようお願いいたします。

■全国旅行支援とは

全国旅行支援とは、旅行代金の割引と地域クーポンを付与する全国を対象とした観光需要喚起策で

す。

（１）はじめに
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（２）おきなわ彩発見NEXTの概要

名称 おきなわ彩発見NEXT

実施期間

2022年10月11日（火）～ 12月27日（火）
12月28日チェックアウトまで

実施期間中であっても予算がなくなり次第終了となります。

※国の運用等の見直しにより対象期間が延長になる場合もございます。
※新型コロナウイルス感染症拡大により、本事業を一時停止または停止になる場
合もございます。
※除外日を設ける場合がございます。

利用対象 日本在住者（沖縄県内在住者を含む）

利用要件
ワクチン3回接種 または 検査の陰性証明
学校行事等ワクチン検査の適用除外となる場合もございます。詳細P34 を
ご参照ください。

利用日数の制限
1回の予約または申込につき、7泊まで

一度の旅行での宿泊日数は同一施設の連泊、異なる施設の宿泊を問わず７

泊までが対象

旅行割引

割引率：旅行・宿泊代金の40％

割引上限額（1人一泊あたり）
交通付旅行商品 ：8,000円
交通付旅行商品以外（宿泊商品）：5,000円

日帰り旅行 ：5,000円

地域クーポン
条件に沿った地域クーポンの配付
平日：3,000円（1,000円×3枚）
休日：1,000円（1,000円×1枚）

割引対象となる
販売方法

おきなわ彩発見NEXTに承認された
① 旅行代理店・OTA での販売
② 宿泊施設の直接予約・販売 ※詳細はＰ32参照

（STAYNAVIなど、指定の第三者機関を経由した場合に限る）

感染症対策
沖縄県及び各業界団体等が定める業種別感染拡大防止ガイド
ラインを遵守

おきなわ彩発見NEXTの概要
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本事業の販売スキーム

（２）おきなわ彩発見NEXTの概要

地域クーポン加盟店

(3) 地域クーポンの利用
（旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など）

(1) 宿泊予約

（旅行者は、本事業に参加する旅行代理店経由、OTA経由、宿泊施設への直接予約の３

つの方法で本事業を利用します。）

旅行者（旅マエ）

6

閲覧・検索

おきなわ彩発見NEXT事務局

おきなわ彩発見
NEXT

特設ウェブサイト

宿泊事業者 《 チェックイン時の対応 》
・ワクチン接種・陰性結果・身分証を確認

・旅行代金の40%を割引 (宿直の場合)
（宿泊商品：上限5,000円）
（交通付商品：上限8,000円）

・地域クーポン配付
（平日3,000円、休日1,000円）

(2) チェックイン

旅行者（旅ナカ）

② 旅行代理店 ③ OTA
(Online Travel Agent)

① 宿泊施設に直接予約（宿直）

(A) HP(WEB）または
電話等で宿泊施設
へ直接予約する。

(B) 第三者機関のウェ
ブサイトで(Ａ)の割
引利用申請を行う。
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（２）おきなわ彩発見NEXTの概要

割引額について

支払い額

総額の 60%

旅行代金割引額

総額の 40%
(割引額には上限があります)

地域
クーポン

平日：3,000円
休日：1,000円

旅行代金の対象日数

割引対象となる商品の購入回数の上限はありませんが、1旅行あたりの割引対象泊数は1泊2

日～7泊8日までの旅行が対象となります。

※宿泊日数制限に関する詳細は［P8］をご参照ください。

旅行代金割引額の上限（1人一泊あたり）

旅行代金割引額の上限は次の通りとします。

交通付旅行商品：8,000円 ／ 交通付旅行商品以外：5,000円

割引額は、旅行代金の40%に相当する額か、上記の上限額のいずれか低い方とします。

※割引額に関する詳細は［P40～P42］をご参照ください。

沖縄県への旅行需要を喚起するため、以下の旅行代金及び宿泊代金の割引及び、地

域クーポンを発行いたします。

旅行代金の割引

１人一泊あたりの旅行代金を下記の通り割引いたします。

※こども料金や無料幼児も１人として計算可能。

① 旅行代金の40% （割引額には上限があります。）

② 条件に沿った地域クーポンの配付 ※条件は下記参照

地域クーポン（1人一泊あたり）

地域クーポン券の配付金額

平日：3,000円（1,000円×3枚）／ 休日：1,000円（1,000円×1枚）

※地域クーポンの取扱いに関する詳細は［P20～P23］及び別冊の地域クーポン加盟店マニュ

アルをご参照ください。

おきなわ彩発見ＮＥＸＴ対象
(割引額と地域クーポンで１セット)

旅行代金の総額（税込）（100％）

7

既存予約の取扱い

現在予約されている宿泊は、原則対象と致しております。

但し、対象条件がありますので、詳しくは［P8］をご確認ください。
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（２）おきなわ彩発見NEXTの概要

一度の旅行での宿泊日数は同一施設の連泊、異なる施設の宿泊を問わず７泊までが対

象です。

1回の予約または申込で7泊を超える場合は、「初泊～7泊目の合計宿泊料金」を対象とします。

1泊目 2泊目 3泊目 4泊目 5泊目 6泊目 7泊目 8泊目 9泊目 帰着日
（航空機利用）

宿泊料金 2万円 1万円 1万円 1万円 8千円 7千円 5千円 2万円 4万円 ー

【宿泊を伴う旅行商品 ／１人】 旅行代金：130,000円／9泊10日

《手順》
① 1泊目～7泊目の連続した宿泊料金を足します。（今回の例の場合は 70,000円）
② ①に割引額40％を乗じます。

本事業においては対象外（日程外）とみなす。

70,000円 × 40% = 28,000円

旅行割引額 28.000円 ＜ 上限額5,000円×7泊 35,000円

【交通付旅行商品以外の場合】

※高額な宿泊のみ（1,2,3,4,5,6,8泊目）を合計した場合の 85,000円を算出根拠額とできません。
※ 1泊目～7泊目に含まれる物品やサービスのみが対象となります。

宿泊数の制限・既存予約の取扱い・平日、休日の取扱い

8

すでに予約されている旅行の取扱いについては、利用者の間で混乱が生じないように、原則として
割引対象とすることとします。事業者ごとに、既存予約への割引を受け付ける期限を定めたうえで、
旅行開始日までに次の対応を行ってください。

利用者が割引を受けられるようにできる限りの対応を行うことを前提とした上で、次のような合理
的な理由があり「事実上対応ができない場合」は、対象とする既存予約の範囲を限定することもで
きます。

＜既存予約とするための条件＞
・利用者が新制度を利用するかを確認する。
・利用者の支払済み代金から販売割引額分を払い戻す
・宿泊施設等との間で地域クーポン券配付の準備をする。

＜対応が困難な例＞
・予約システム等の関係で対応ができない場合
・事業者毎に定める期限までに、利用者が新制度を利用するかどうか確認できない場合
・利用者の出発前までに、地域クーポンの配付対応等が行えない場合

【既存の予約の取扱いについて】

平日と休日の定義は次の通りです。
① 宿泊旅行については、宿泊日とその翌日が、ともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合には、その宿泊は「休日」とし

て取扱い、それ以外を「平日」として扱います。
② 日帰り旅行については、土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

金 土 日 月 火 水 (祝) 木 金 土

宿泊 平日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

日帰り 平日 休日 休日 平日 平日 休日 平日 平日 休日

【平日と休日の取扱いについて】
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（２）おきなわ彩発見NEXTの概要

本事業の全体流れ

9

STEP1
登録申請

おきなわ彩発見NEXTに参加申し込み
［P10 参照］

STEP2
事前準備 スターターキット到着

［P18 参照］

チェックイン対応
［P20 参照］

STEP3
接客対応

精算
［P25～ 参照］STEP4

精算

マイページの登録

～ 事務局審査 ～

クーポン配付対応
［P21～ 参照］

第三者機関への登録・
申請［P13 参照］

※宿直割引にご参加される場合

ワクチン接種済・陰性結果確認
［P28～ 参照］

宿泊商品の設定

～おきなわ彩発見NEXT対象商品の予約・割引販売～
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２．参加方法・申し込み
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（１）参加条件

10の参加規程について

① 旅館業法(昭和 23年法律第138号)における旅館業者、住宅宿泊事業法(平成29
年法律第65号)における住宅宿泊事業者

※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）
第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設は除きます。

⇒ラブホテルなどの登録不可

② 沖縄県内の施設であり、上記「①」の要件を満たす施設

③ 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沖縄県
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
勢力が申込事業者の経営に事実上参加していないこと。

④ 本事業を適切に実施すると共に、公序良俗に反しないこと等を誓約し、これ
を遵守すること。

⑤ 本事業の割引を適用する利用者に対し、要件（全員分のワクチン３回目接種証明、
または検査による陰性証明の確認を行うこと等）の確認を適正におこなうこと。

⑥ チェックイン時に、上記「⑤」の要件を満たさない場合、本事業の割引を適用し
ないこと。

⑦ 本事業の割引を適用する利用者に対し、地域クーポンの配付を行うこと。

⑧ 沖縄県感染防止対策認証制度、または沖縄県感染防止徹底宣言ステッカー
（RICCAQR コード付）を取得している宿泊施設であり、感染拡大防止の徹底に
協力ができること。

⑧ 本事業の実施にあたり必要となる事務・経理手続を適正に実施すると共に、必要
な証憑書類の提出・提示、その他必要となる事項について沖縄県及び事務局の依
頼に誠実に対応すること。

観光庁の補助金（地域観光事業支援）を活用して実施する国庫事業となりますので、
経理書類等は5年間保存・保管する必要があります。

11

⑨ 地域クーポン管理アプリを使用し地域クーポンを適切に配付し、本事業の適正な
運営に協力できること。

参加条件：本事業に参加される場合は、① ～ ⑩の参加規定 及び、宿泊施設が直接販売する
場合は、おきなわ彩発見NEXT事務局が指定する第三者機関への登録が条件となっ
ております。

※シーサーステッカーについては、今後、制度の見直しにより新規登録を停止する予定
のため、2022年9月22日（木）以降に宿泊事業者として、新規登録を行う施設について
は、シーサーステッカー及び沖縄県感染防止対策認証制度（沖認証）の取得は不要とな
ります。

⑩ 利用者に対し、同意確認書への記入を依頼し、回収対応を行うこと。

・電話予約、代理予約の場合は、書面または、メールにて同意確認をおこなってください。
事務局の同意書面をそのままご利用頂くか、事務局の同意書例に作成ください。

・インターネット経由からの予約は、予約時に同意確認のチェック入力が可能な場合、同意確認書
の回収をおこなう必要はございません。

・旅行事業者、OTAからの新規予約の場合は、同意書の記入・回収は必要ありません。
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３つの販売方法

③ OTAで予約

販売方法は、以下の、①～③のいずれかとなります。
本事業に参加していない、OTA・旅行代理店・宿泊施設は利用できません

② 旅行代理店で予約

① 宿泊施設の自社サイト等による宿直予約

※ STAYNAVIの詳しい操作マニュアルは、
STAYNAVI宿直用取扱いマニュアル（宿泊施設用）をご参照ください。

（２）参加・申し込みの種類

12

A) 本事業の利用条件を満たしていることを確認の上、おきなわ彩発見NEXT事務局が指定する
第三者機関の宿泊検索サービスにご登録ください。

B) 当事務局では、宿泊公式検索サービス「STAYNAVI」を利用することにより、公式サイト等
での宿直予約も割引対象となります。

C) 宿泊施設公式サイト等で予約した後、STAYNAVIにて利用者登録と必要事項を入力の上、割
引の利用申請を行っていただきます。
STAYNAVIより発行された「STAYNAVI宿泊割引クーポン」をチェックイン時に宿泊施設へ
提示し、旅行代金の割引額を引いた代金をお支払いただきます。

D) チェックイン時には、現住所のわかる身分証、ワクチン接種済または検査での陰性結果等を
確認致します。

E) 本事業の利用条件を満たしていない事実が発覚した場合は、旅行代金の割引した金額を追加
でお支払いただき、地域クーポンを返却いただきます。

F) 宿泊施設により、スキームが異なりますので事前にご確認の上ご利用ください。

②、③の販売等に関する詳細は、各旅行代理店・OTAへお問い合
わせください。

販売方法は、以下の、①～③のいずれかとなります。
本事業に参加していない、OTA・旅行代理店・宿泊施設は利用できません

参加方法 クーポン配付 担当窓口

旅行代理店経由 チェックイン時 統一窓口

OTA経由 チェックイン時 統一窓口

宿直 チェックイン時 事務局

宿泊事業者における本事業での販売方法は右記
の３つがあります。

① 旅行代理店経由での予約

② OTA経由での予約

③ 宿泊施設へ直接予約
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（３）直接販売するには（宿直）

第三者機関の概要（宿直販売について）

➢ 第三者機関について
第三者機関とは宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理で
きるシステムや団体

✓ 宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できること

✓ 宿泊記録の“事実を裏付けるもの”を事務局に提出できること

✓ 宿泊事業者に代わり、”給付申請”を行えること

※宿泊事業者が、利用者からの直接予約を割引対象とする場合、第三者機関への登録が
必要です。

参加条件：本事業に参加される場合は、① ～ ⑩の参加規定 及び、宿泊施設が直接販売する
場合は、おきなわ彩発見NEXT事務局が指定する第三者機関への登録が条件となっ
ております。

➢ 第三者機関の条件について
※以下の条件を有している機関となる

➢ 第三者機関を通した全体のスキーム
※イメージ

13
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参加登録の手順

（４）宿直の参加登録・申し込み

Step１：登録・審査・承認
■おきなわ彩発見NEXT事業への参加登録が必要です。
■登録フローの詳細については「次頁」をご参照ください。

宿泊事業者 様

登録

NEXT事務局

審査

NEXT事務局

承認

Step２：第三者機関の登録について
■［P13］で説明している通り、宿泊事業者が直接販売する際は「第三者

機関登録」が必要

≪第三者機関：STAYNAVI未登録の場合≫

≪第三者機関：STAYNAVI登録済の場合≫

■下記のURLから「ネットで完結」できます！
https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVer
tification

※審査には1週間程度かかります

※審査には1週間程度かかります

Step３：稼働設定について
■STAYNAVI登録完了後は「稼働設定」

※詳細は「キャンペーン参加申請 宿泊施設用」を確認

※既に、おきなわ彩発見キャンペーン（第四弾）から事業継続及び登
録完了している場合は「Step２」をご確認ください。

Step１：登録・審査・承認

Step２：第三者機関の登録について

次
頁
以
降

参
照

別
冊
「S

T
A

Y
N

A
V

I
 

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
参
照

Step３：稼働設定について

14

https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification
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（４）宿直の参加登録・申し込み

① 指定URLより参加申し込み
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nerb-lfqisd-44f4775221fe5f4dc8816943a0b0a9ad

※必要書類等詳細本マニュアル［P16］参照

② 事務局から確認メールの送信
（申込内容に間違いがないか再度ご確認ください）

④ 申請完了
（事務局からの連絡をお待ちください）

修正なし

⑤ 事務局から参加決定通知メールの送信

⑧ スターターキットの到着をお待ちください

【申請期間】
令和４年７月８日（金） ～ 随時登録受付中
※飲食店は令和４年８月１日（月） ～ 随時登録受付中

おきなわ彩発見キャンペーン
（第四弾）からの継続事業者
様へは以前のID、パスワー
ドを継続利用していただきま
すので本メールはお送りいた
しません。

参加登録手順 Step１ の詳細

STEP１：登録・審査・承認

15

⑥ おきなわ彩発見NEXT 事業者用マイページをご案内

⑦ 事務局よりクーポン管理アプリ
ID等のお知らせメールの送信

③ 確認メール記載のURLより
該当箇所を修正の上で事務へ連絡

修正あり

登録情報に誤りや不足があり
ましたら再度修正となります。
必要書類等はお忘れ無いよう
お願い致します。

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nerb-lfqisd-44f4775221fe5f4dc8816943a0b0a9ad


©おきなわ彩発見NEXT事務局

（４）宿直の参加登録・申し込み

① 営業許可証またはそれに代わるもの
沖縄県内で事業を行っていることを公的に証明できる書類

（旅館業営業許可証、住居宿泊事業法に基づく標識）

② 振込先口座通帳の写し
口座名義（カナ）口座名義（漢字）・口座番号・支店名・支店番号・銀行
名の確認できるページ（通帳の表紙及び１ページ目）の写し。（ネット銀
行の場合は全ての情報が分かるページのスクリーンショットでも可）。

③ 誓約書 ※実印の押印が必要

④ シーサーステッカー（QRコード付き）の写し、または
沖縄県感染防止対策認証制度認証（沖認証）の写し

※沖認証の場合は、沖縄県感染防止対策認証制度認証番号が確認できるもの

● 誓約書データの入手先
彩発見NEXT事業者向けホームページ
https://okinawasaihakkennext.com/document/

必要な提出書類

以下の提出書類が“必須”となっております。
提出がない施設様の登録は出来ませんので、ご注意ください。

16

本事業の参加を取りやめる場合

本事業への参加を取りやめる場合は、事務局までご連絡ください。

沖縄県感染防止対策認証制度（沖認証）申請手続きはこちら
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/taisaku/okininsho.html

シーサーステッカーの登録･発行方法はこちら
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/marketing/new_corona/index.html

※シーサーステッカーについては、今後、制度の見直しにより新規登録を停止する予定
のため、2022年9月22日（木）以降に宿泊事業者として、新規登録を行う施設について
は、シーサーステッカー及び沖縄県感染防止対策認証制度（沖認証）の取得は不要とな
ります。

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/taisaku/okininsho.html
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/marketing/new_corona/index.html


©おきなわ彩発見NEXT事務局

３．運用方法

17
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地域クーポン見本

（原寸大×1枚）

地域クーポン取扱の手引き

宿泊事業者向け

（A4×１枚）

地域クーポン取扱の手引き

地域クーポン加盟店向け

（A5×１枚）

見本としてご参考ください。

※原本は宿泊施設で配付されます。

地域クーポン加盟店向けの

簡易マニュアル

※参考資料としてご一読ください。

宿泊事業者向けの簡易マニュア

ルとなります。

※掲示用としてフロント等にてご

活用ください

掲示物

参考資料

（１）販売前の準備

スターターキット 宿泊事業者用（事前郵送物）

おきなわ彩発見NEXT

マニュアルについて

（QRコード）

（A4×１枚）

マニュアルは更新されていきま

す。最新版をご確認ください

地域クーポン加盟店の

ご案内（QRコード）

（A4×１枚）

地域クーポン利用施設ページへ

の案内となります。

※フロント対応時に活用

18

登録頂いたあと、ポスターやチェックイン時に対応する際の手順などを記載した

資料が同封された「スターターキット」をお送り致します。
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「地域クーポン利用可能店舗 こちらから検索」POP （2枚）

➢ POPはフロントの

「お客様の見えやすい場所」に

掲示ください。

（１）スターターキット（事前準備）

（１）販売前の準備

➢ 事業開始日は本事業ホームページにてご確認ください。

※事業開始に合わせ掲示のご協力をお願いいたします。

（２）スターターキット（掲示開始日）

みほん

19
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（２）チェックイン時の対応

接客対応（チェックイン対応／地域クーポン配付）

■ワクチン３回接種または検査による陰性証明の確認

［P28～P31］「ワクチン接種・検査確認方法」をご確認ください。

条件に満たない場合は［P32～P33］をご確認ください。

・本事業の割引を適用する利用者に対し、要件（全員

分のワクチン３回目接種証明、または検査による陰

性証明の確認を行うこと等）の確認を適正におこな

うこと。

・チェックイン時に、上記の要件を満たさない場合、

本事業の割引を適用しないこと。

・本事業の割引を適用する利用者に対し、地域クー

ポンの配付を行うこと。

参加条件

■地域クーポン配付

［P21～P23］「チェックイン時の対応」をご確認ください。

宿泊事業者様

対応業務

20

※P11参加規定⑤～⑦にも同様の記載がございます。ご確認ください。
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宿泊事業者は、宿泊されるお客様のチェックイン時に地域クーポンをお渡しすることが義務付けら

れております。

また、地域クーポンを利用者へお渡しする前、下記①～③の順で、①～③の手順で、「チェックア

ウト日の記入」、「貴社（配付宿泊施設）の社判の押印」、「専用スマートフォンアプリでのQR

コードの読み取り処理」を行ってください。（適正に処理できていない場合は、利用者が地域クーポンを利用

できないため、利用者に迷惑がかかります）

① 「有効期限」欄にチェックアウト日を"記入"

・ボールペンでの記入、または日付スタンプの押印をお願いします。

・日付の訂正は、間違えた箇所に二重線をひき、宿泊施設様の印鑑

を押印ください。（担当者様の個人印の押印は不可とします）

② 「配付宿泊施設」押印欄に“押印"

・施設名の押印、または、施設様名のご記入お願いいたします。

・ボールペンでの記入、または押印が有効となります。

③ 「QRコード」のアプリでの"読み取り"

・事業者アプリで裏面のQRコードを読み取ってください。

QRコードの読み取りがされていない地域クーポンは無効となり、加盟店様でご利

用いただくことはできません。

必ず読み取り処理をおこなってください。

・QRコードはシステム上、事前に読み取りは出来ますが、ご予約キャンセル、日付

変更、日程変更となった場合は、必ず取り消しを行い、再度読み込みをおこなっ

ていただきます。できるだけチェックイン時に読み取り処理をおこなってください。

②①

③

要注意 日付の無い地域クーポンは無効です。

要注意 押印または施設様名の記載が無いクーポン券は無効です。

要注意 QRコードを読み取っていないクーポンは無効です。

（２）チェックイン時の対応

接客対応（地域クーポン取扱について）

21

要注意
12月28日チェックアウトの場合、12月28日までが期限となります
ので、クーポンには「翌日まで」と印字されているため、お渡しの
際に口頭にてご注意するようお伝えください。

★
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（２）チェックイン時の対応

地域クーポンの留意事項

宿泊事業者は、おきなわ彩発見NEXTを利用した利用者に対し、地域クーポンを適切に

処理し、お渡しください。この地域クーポンは観光客の減少により深刻な影響を受け

ている地域クーポン加盟店で利用できるものとなっております。

発行券種は、1,000円券1種類（紙クーポン）のみとなっており、電子クーポンはござ

いません。

① クーポン額

1人一泊あたり

平日 3,000円

休日 1,000円

地域クーポンの配付額は平日と休日によって異なります。

下記、クーポン配付額をご確認ください。

※ OTAや旅行代理店からの予約に関しては、おきなわ彩発見NEXTの予約（利用

者）に対してのみ配付ください。

また、予約・配付枚数の通知に関してはOTA・旅行代理店により、異なりますの

で事前にご確認ください。

※ 宿直の予約に関しては「STAYNAVI割引クーポン」を提示できる場合のみ配付く

ださい。事前に通知のない場合（ゴーショー）や「STAYNAVI割引クーポン」を

提示できない場合は、配付対象外となります。

② 地域クーポンの有効期限

地域クーポンの利用期限は、チェックイン時（地域クーポン受取時）から、

チェックアウト日の翌日までとなります。

22

要注意 無料幼児を旅行割引対象としない方がお得な場合もあります。👉［P41］参照

要注意 地域クーポンは配付前に専用APPでの登録等が必要になります。👉［P23］参照

・1人泊あたり１枚（1,000円×１枚）

または、3枚（1,000円×3枚）

・大人、子供、幼児、全て配付対象

※ 無料幼児を旅行割引対象とする場合、

地域クーポンも配付対象となります。

③ 地域クーポンの追加依頼

予約数と調整しながら追加申請してください。

追加依頼方法はおきなわ彩発見NEXT事業者向けホームページをご確認ください。
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（２）チェックイン時の対応

① 精算処理には、専用アプリのダウンロードが必要です。

② 地域クーポン加盟店として承認を受けた後は、クーポン管理ア
プリをインストールしてください。（アプリでクーポンの使用・管理・精

算を行いますので、アプリの使用に同意いただけない場合は、本事業に参加できませ
ん。）

③ アプリのインストール、使用方法等については、おきなわ彩発
見NEXT HP内掲載のマニュアルをご覧ください。

地域クーポン管理アプリについて

23
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４．精算について

24
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宿直販売精算フローとスケジュール例

おきなわ彩
発見NEXT

事務局

HOTEL
宿泊施設

利用者

第三者機関

① ネットで
割引を申請

① 電話・ネット
で予約

② 利用者からの割引申請を通知

③ 宿泊

⑥ 第三者機関を通じて給付金の支払い

⑤ 事務局から第三者機関へ給付金の支払い

④ 宿泊履歴の照合・調査結果の連絡、精算請求

① 第三者機関を経由した宿泊～精算までの流れ

宿泊料金の精算は、第三者機関を通して、宿泊事業者様へお支払い致します。

その際には、宿泊履歴の照合など確認させて頂き、精算処理を行います。

〇月〇月

チェックアウト分

▲1日 ▲末日 ▲５日 ▲10日 ▲20日 ▲末日

承認申請 審査 ※1

承認申
請締切 着金完了

【 第三者機関を経由した精算スケジュール 】
参考例：STAYNAVI

※１ 審査にて不正利用が発覚した場合は給付金の支払を停止する場合もございます。
また、清算後であっても、不正利用が発覚した場合は、返金のご対応及び、場合により法的処置の対応を致します。

【 第三者機関を経由した宿泊～精算までの流れのフロー図 】

（１）精算について

25

※2 上記精算フローは宿直販売時の一例となります。旅行代理店、OTAご利用時の精算フローは各旅行代理店また
はOTAまでお問合せください。
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宿直の精算方法

（１）精算について

① 宿直（第三者機関）の場合

第三者機関の支払いスキームに準じて、第三者機関より宿泊事業者へ支払いとなり

ます。

本事業では、事務局より認定した第三者機関「STAYNAVI」の詳しい操作

マニュアルを下記のウェブサイト内の

「STAYNAVI宿直用取扱いマニュアル（宿泊施設用）」

（URL：）

に掲載しております。

26
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５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認

27
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販売後から宿泊開始日の確認方法

（１）ワクチン接種済証明、検査陰性証明について

チェックイン時に、下記のワクチン接種証明または、検査結果証
明の確認を行います。

① チェックイン時には住所が特定できる本人確認を行なうと共に、
ワクチン接種済または、検査陰性の結果確認を行う。

② 確認時やその待ち時間に密にならないよう配慮する。

③ 宿泊施設のフロントスタッフ等が適切に実施する。

28
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紙の証明書でのワクチン接種済確認方法

（２）ワクチン接種・検査確認について

ワクチン接種済確認を下記の手順でおこなってください。

【 ワクチン接種済証等（紙）の確認方法 】

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

② ワクチン３回目接種済の証明
※ワクチン接種済証等は、原本、コピー、スマートフォンの写真等の提示でも可能とする。

※紙の証明書は、接種時期や場所により、主に上記の３種類が発行されています。

【 確認ポイント 】

① 身分証の内容（氏名、生年月日、住所）と、ワクチン接種済証等が一致
しているか。

② ワクチンの3回分のシールが貼られているかを確認。

＜ワクチン接種済証の場合＞ ＜接種記録書の場合＞
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アプリによるワクチン接種済確認方法

（２）ワクチン接種・検査確認について

ワクチン接種済確認を下記の手順でおこなってください。

【 ワクチン接種済証等（民間アプリ）の確認方法 】

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

② ワクチン３回目接種済の証明（スマートフォンの写真等の提示でも可）

民間が開発し無料でサービスを提供しているアプリは既に複数あります。
アプリの活用については、アプリに格納されている接種済証は接種済証（紙）の写真や画像
と同じものであるため、アプリの提示だけでなく、身分証との照合を行う方法により確認を
行う運用とします。

【デジタルワクチン接種済証明での確認方法 】

デジタルワクチン接種証明利用の場合、身分証の提示は不要となります。

詳細は以下を参照してください。
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
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検査等による陰性の確認

（２）ワクチン接種・検査確認について

検査等による陰性の確認は下記の手順でおこなってください。

【 PCR検査による陰性の確認 】（ワクチン未接種または3回目未接種の場合）

① 身分証（運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの）

【 抗原定性検査に必要な事項 】

参加事業者管理の下で行い検査結果通知書を発行する場合は、上記PCR陰性証明

の「C．検査方法」の代わりに「キット名」を、「D．検査所名」の代わりに「事

業者名」を記載すること。

② PCR検査の陰性結果通知（メールまたは紙）

※検査機関が発行した結果通知であることが必要です。

≪検査の有効期限≫

PCR・抗原定量検査の場合：初泊または沖縄県行きの飛行機搭乗の3日以内

抗原定性検査の場合：初泊または沖縄県行きの飛行機搭乗の前日または当日

③ PCR検査結果に掲載が必要な項目

Ａ．受検者氏名 ／ Ｂ．検査結果 ／ Ｃ．検査方法 ／ Ｄ．検査所名 ／

Ｅ．検体採取日 ／ Ｆ．検査管理者氏名 ／ Ｇ．有効期限

《 検査陰性の提示例 》

31

※ 小規模離島からの出発の場合

検体を本島などに郵送する必要があるため、出発前72時間以内までに検査結果

を報告することが物理的に困難なケースが想定されることから陰性結果の報告

は、旅行中でも可とする。（ただし、宿泊等を行う場合にはチェックイン時ま

でに陰性の結果を提示する必要がある）

※詳細は次ページ 検査有効期限の判断基準および具体的な例をご確認ください。

★
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検査等による陰性の確認フロー

（２）ワクチン接種・検査確認について

検査等による陰性の確認における有効期限の判断基準をご確認ください。
具体的な例として、次ページに掲載しております。

32

沖縄県外在住
の利用者

初日の宿泊施設
二日目以降の
宿泊施設

【PCR・抗原定量検査の場合】

搭乗日より3日以内

【抗原定性検査の場合】

搭乗日の前日または当日

県内施設から移動 県外施設から移動

【PCR・抗原定量検査の場合】

県外施設の初泊より3日以内

【抗原定性検査の場合】

県外施設の初泊の前日または当日

沖縄県内在住の
利用者

初日の宿泊施設
二日目以降の
宿泊施設

【PCR・抗原定量検査の場合】

チェックイン日より3日以内

【抗原定性検査の場合】

チェックインの前日または当日

【PCR・抗原定量検査の場合】

初泊より3日以内

【抗原定性検査の場合】

初泊の前日または当日

★
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検査等による陰性の確認の具体的な例

（２）ワクチン接種・検査確認について

検査等による陰性の確認における有効期限の具体的な例を記載致します。

① 旅行期間中に有効期限が切れる場合

33

例：旅行期間 11月1日 ～ 11月5日

29 30 31 11/１ 2 3 4 5

土 日 月 火 水 木 金 土

ホテル
IN

ホテル ホテル ホテル
ホテル
OUT

有効
期限

PCR 検査 有効 有効 有効 ― ー ー ー

抗原定性 検査 有効 ー ー ー ー

初泊日の11/1に陰性証明を提示すれば、２,３,４の宿泊先では提示不要

（ただし、２泊目以降の施設には初泊ではない、宿泊履歴の提示が必要）

② 搭乗日から初泊までの間に有効期限が切れる場合

例：旅行期間 10月29日 ～ 11月5日

搭乗日が陰性証明の有効期限内であれば、ホテルチェックイン時に有効期限でを過ぎていても、有

効とみなします。（ただし、ホテル２泊目以降の施設には初泊ではない、宿泊履歴の提示が必要）

10/28 29 30 31 11/１ 2 3 4 5

金 土 日 月 火 水 木 金 土

搭乗日
知人宅

知人宅 知人宅 知人宅
ホテル

IN
ホテル ホテル

ホテル
OUT

有効
期限

PCR 検査 有効 有効 有効 有効 ー ー ー ー

抗原定性 検査 有効 ー ー ー ー ー ー ー

③ 県またぎでの旅行の場合

例：旅行期間 10月29日 ～ 11月3日

福岡県で陰性証明を提示されている場合、ホテルチェックイン時に有効期限でを過ぎていても、有

効とみなします。（ただし、ホテル２泊目以降の施設には初泊ではない、宿泊履歴の提示が必要）

10/29 30 31 11/１ 2 3

土 日 月 火 水 木

福岡 福岡 福岡 沖縄 ホテルIN 沖縄 沖縄OUT

検査結果 証明提示 ー ー ー ー ー

★



©おきなわ彩発見NEXT事務局

利用者条件を満たさない場合の対応（１）

（２）ワクチン接種・検査確認について

利用者条件を満たさなかった場合は下記の対応をお願い致します。

① 割引の適用が受けられない事例

【検査の結果、「陽性」が判明した場合】 ※速やかに下記の対応をお願い致します。

Ａ．速やかに旅行をキャンセルし、旅行者専用相談センター沖縄（TACO ）

「098-840-1677」（8：00～21:00 ）にご連絡することを促してください。

※時間外は医療機関または受診・相談コールセンター「098-866-2129」までご連絡をお願い

します。

Ｂ．陽性の検査結果により、宿泊または旅行を中止しなければならない場合は、

利用者からキャンセル料を収受してください。県及び事務局からは宿泊事業

者にキャンセル料をお支払い致しません。

② 陽性以外の理由で条件を満たさない場合
・検査結果が判定不能

・検査結果等の提示がない

・ワクチン3回目接種していない 等

抗原定性検査が近隣で提供されている場合、ご案内ください。
また、宿泊事業者が抗原定性検査を実施している場合も、受検をご案内してください。
（但し、薬事承認された受検キットを使用できる場合に限ります）

34

旅中

交通・宿泊・観光・飲

食等の各ガイドライン

で対応

体調確認・検温

旅前・到着

行動指針の周知

旅のエチケット配付等

検温

出発・旅後

情報収集・健康観察

検温

旅行者専用相談センター沖縄 TACO

098-840-1677 （8：00～21:00）

保健所・医療機関

依頼・案内・相談

相談

【 感染拡大防止のフロー 】

受診・相談コールセンター

098-866-2129

TACOが時間外の場合
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利用者条件を満たさない場合の対応（２）

（２）ワクチン接種・検査確認について

③ キャンセルの取扱い

おきなわ彩発見NEXTの地域クーポンで、キャンセル料の支払いに充当できませ

ん。ワクチン3回接種または、検査陰性結果の提示が本事業の利用要件となって

おりますので、これを満たさない場合は、本事業をご利用いただけません。

④ 検査確認またはワクチン接種の条件を満たさない場合は、割引前の料
金での取扱いとなります。

⑤ 複数人の参加者のグループの一部が条件を満たさない場合の同行者

⑥ 確認書類の後日の提出は認められません。
（必ずチェックイン時に確認してください。）

現地支払いの場合は、本事業を適用せず、割引前の通常料金での宿泊をご案内

ください。利用者がキャンセルを希望する場合は、割引前の通常料金キャンセ

ルポリシーに応じたキャンセル料を請求を行ってください。

グループ内に１人でも条件を満たさない者がいる場合、基準を満たしていない

方のみ補助対象外とする。

※ 上記対応がシステム上、難しい場合、全員が地域クーポン適用対象外として対応するこ

とも可能です。その際にキャンセルとなる場合は、［P45］「（２）取消料（キャンセル）

の取扱いについて」と同様の対応となります。
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ワクチン接種・検査確認の例外について

① 12歳未満の者

（２）ワクチン接種・検査確認について

おきなわ彩発見NEXTの利用にあたり、以下に該当する場合、ワクチン接

種済確認または検査確認の適用対象外となります。

② 「学校等」の活動

※ただし当該監護者は必ず検査を必要

※今後、感染状況等を見ながら、利用対象等を変更する場合もあります。

※「学校等」とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学 校及び

各種学校をいう。

※以下の特定の大会は本事業の対象外となります。

詳細につきましては、全国旅行支援 統一窓口ホームページにてご確認ください。

同居する親等の監護者が同伴する場合に限る。

※入寮しているなど親等の看護者と同居していない12歳未満の者は対象外となりません。

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等」を踏

まえた対応を行うことを前提として、ワクチン接種済確認または検査確認の適用

対象外となります。

ア．修学旅行など

イ．大学等における教育研究活動一般については適用しないが、大学等の部活動・

課外 活動における感染リスクの高い活動へのワクチン接種・検査の適用等につ

いては文部科学省において別に定めます。
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⚫国民体育大会

⚫全国障害者スポーツ大会

⚫全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

⚫全国中学校体育大会（全中）

⚫全国健康福祉祭（ねんりんピック）

⚫全国植樹祭

⚫全国育樹祭

⚫全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）

⚫全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）

全国旅行支援 統一窓口ホームページ https://biz.tm.jata-net.or.jp/

※ただし教員は除く
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６．宿泊事業者の責務

37
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責務１：宿泊事業者の責務について

① ワクチン3回目接種済み証明の確認

（１）宿泊事業者の責務ついて

本事業に参加する宿泊事業者は、以下の事項をおこなっていただく義務が
あります。

接種済証等で利用者がワクチン3回目接種済であることを確認してください。

※ 同居家族等と旅行する12歳未満のこどもは検査不要です。

※ PCR検査、抗原定量検査の場合：宿泊または旅行開始前3日以内。

※ 抗原定性検査の場合：宿泊または旅行開始前の前日または当日。

※ 市販の検査キット（セルフチェック）は認められません。

※検査結果は、以下の項目が明記されている検査を確認すること。

Ａ．受検者氏名 ／ Ｂ．検査結果 ／ Ｃ．検査方法 ／ Ｄ．検査所名

Ｅ．検体採取日 ／ Ｆ．検査管理者氏名 ／ Ｇ．有効期限

※ 身分証等で検査結果が利用者本人のものであることを確認してください。

② 検査の陰性結果の確認

①で利用者がワクチン3回目接種済であることを確認できない場合、検査結果で陰
性を確認してください。

③ 地域クーポンの適切な配付

地域クーポン管理アプリで適切に読み取った地域クーポンを利用者に配付すること。

④ 沖縄県及び事務局の依頼に協力

本事業の趣旨・目的を理解し、沖縄県及び事務局からの依頼に協力できること。

＜宿泊事業者の責について＞

宿泊事業者は下記に定める規定及び業務に対し、責を負うものとする

① 本人確認をした上で、ワクチン3回接種確認または検査結果確認が出来ない場合は、本事業の対

象では無いことを伝え、正規料金での対応を行うものとする。

② 割引対象でない商品へ割引を適用した販売は、利用者に対し、配付済み地域クーポンの回収や料

金変更等の対応を行う。

③ 地域クーポンの誤配付及び、QRコードの読み取りミスでの配付による対応（地域クーポンの回収、

有効化等）を適切に行う。
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本事業は、観光庁の補助金（地域観光事業支援）を活用して実施する国庫

事業となりますので、経理書類等は5年間保存・保管する必要があります。

【 参加事業者にて5年間保管いただく証憑類 】（データでの保管も可）

参加事業者は以下のものを、５年間保管してください。

責務２：実地検査と関係書類等の証憑について

① 割引を適用した予約記録の予約経路（履歴）が確認できるもの

手配書や予約確認書等のFAXやメール・LINE等の履歴。電話予約の場合は

「いつ・だれが・だれに」予約したのか履歴を書き留めること

② 割引を適用した商品がわかるもの

パンフレットやHPまたはSNS等の画面のスクリーンショット

③ レジカード（宿泊者カード）

利用者直筆の宿泊年月日・お名前・住所・電話番号等が記載されているもの

④ 宿泊者名簿

旅館業法及び住宅宿泊事業法で定める記載事項の宿泊者名簿であること

⑤ お客様からのお支払が証明できるもの

現金でお支払の場合は領収書、クレジットでお支払の場合は利用明細書、振込で

のお支払の場合は通帳

⑥ 経費書類（宿泊に関わる、各仕入・光熱費・リネン・清掃費等）

（１）宿泊事業者の責務について

39
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（２）不正行為について

責務３：不正行為の禁止

本事業おいては、一切の不正な行為は許されません。万が一不正利用を

行った場合、当該宿泊事業者の参加登録取消、状況によっては法的措置

を講じる場合もあります。また事務局は全ての宿泊事業者に対し監査を

おこなうことがあります。

40

重要

本来の価格（割引前の価格）を不当に高く設定しないでください。商品の

販売に際しては、助成分を予め上乗せし、本来の価格を不当に設定する等、

本事業の趣旨を逸脱した販売をおこなわないようにしてください。

重要

価格決定権の事業者が福利厚生を目的とした、自社の資金を従業員の宿泊

代金に充当する行為は不正行為とみなします。

例：宿泊事業者の社員が自社の宿泊施設に宿泊して補助金を申請する行為

✓ 旅館業法、住宅宿泊事業法で保管が義務付けられている書類

✓ その他、当事務局が必要と判断する書類

責務４：監査への協力

監査を行う際には事業者の協力が必要となります。

事務局の求めに応じて、責務２の書類に加え以下書類の提出が求められ

ます。

※お客様からの予約で福利厚生を使った社員旅行に対して制限を設けているものではありません。
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（３）その他

その他の注意事項
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① 提出書類は、内容に相違の無い旨、署名・押印をお願いします。

② 「①」の署名・押印は事業者様の代表者又は、担当部署の責任者様がおこなってください。

③ 要領・マニュアル及び各種様式については改訂する場合がありますので、各お手続き

の前に、最新版であるか本事業、事業者様向けホームページにてご確認いただきます

ようお願いいたします。

おきなわ彩発見NEXT 事業者様向けページ

https://okinawasaihakkennext.com/document/

④ 割引額をお客様へ還元せず、宿泊事業者及び地域クーポン加盟店の利益とすることは厳禁です。

⑤ 利用者による不正利用が発覚した場合及び利用者とのトラブルが発生した場合、参加事業者は事

務局へ通報してください。

⑥ 天災、火災、ストライキ暴動又は戦争行為などの不可抗力が発生し、おきなわ彩発見 NEXTが中

止または一時停止となった場合、当該事項に起因する一切の損害賠償について沖縄県又は事務局

は負いません。

⑦ 沖縄県及び事務局は、必要に応じて対象事業者から状況報告を求めることができます。

⑧ 本事業において沖縄県及び事務局は、参加事業者が適正に業務をおこなっているか実態を確認す

るため定期的に覆面調査をおこなう場合があります。

⑨ 沖縄県及び事務局は、対象事業者・取扱店舗が要領、マニュアル及び各業界団体が定めた規定に

違反した場合及び不正な登録申請、請求を行った場合、支援金・クーポン券精算代金の全部又は

一部の支払いを停止することができます。

⑩ 本事業以外の類似事業において不正もしくは不正と疑われる行為があった施設、または該当事務

局等からの書類提出などの協力要請に応じない等の行為が認められた施設については本事業の参

画の停止もしくは参画の取消をする場合がございます。

⑪ ⑨の命令を受けた対象事業者・取扱店舗は、県が指定する期日までに、遅延なく追徴金を含めた

支援金・クーポン券精算全額を返還しなければなりません。

https://okinawasaihakkennext.com/document/
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７．商品造成・販売

42
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旅行代金は割引額と地域限定クーポン券配付額の合計を下回らないことが大前提となります。

次の商品は本事業の対象商品として造成・販売できません。

・平日：1人1泊（日）あたりの旅行代金が5,000円未満になるもの

・休日：1人1泊（日）あたりの旅行代金が2,000円未満になるもの

〈旅行代金総額の人数割（総額計算）における、旅行代金の下限適用が変動する例）

〈平日における旅行代金の下限〉

〈休日における旅行代金の下限〉

1日1泊当たりの旅行代金
（日帰りの場合は①人当たり）

旅行代金の割引 クーポン券

5,000円以上 40％ 3,000円

5,000円未満 割引なし 配付なし

1日1泊当たりの旅行代金
（日帰りの場合は①人当たり）

旅行代金の割引 クーポン券

2,000円以上 40％ 1,000円

2,000円未満 割引なし 配付なし

大人2名で宿泊の場合

1泊7,000円×2名＝14,000円

14,000円÷2名＝7,000円

平日：1人1泊（日）あたり旅行代金が5,000円以上

同じ部屋に大人2名・幼児（無料）1名で宿泊の場合

1泊7,000円×2名＋０円×1名＝14,000円

14,000円÷３名＝4,666円

平日：1人1泊（日）あたり旅行代金が5,000円未満

割引適用となる旅行代金の下限について

⇒旅行割引を適用

⇒旅行割引適用外

（１）割引について
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割引対象となる商品を販売する際の注意点

（１）割引について

① 架空予約など宿泊施設や旅行の予約を捏造していないこと

・利用者が予約した旅行及び宿泊施設には必ず利用者の参加、宿泊実態を確認できること

が割引適用の条件となります。（宿泊実態等が確認できない場合は、割引立替相当分を

お支払いできません）

・旅行内容や宿泊日、宿泊者が確定しない予約や、権利放棄を前提とした旅行商品は割引

適用対象外です。

② 宿泊代金の水増しにつながる行為は割引対象外となる（［P43］参照）

・現金を含む金券類等が商品に含まれた場合は、割引対象外です。

③ 日本に居住している方へ販売された商品であること

・国籍を問わず、「日本に居住している方」「居住することが明らかな方」への販売は

割引対象です。

・居住実態のない訪日外国人は割引対象外です。

・日本国籍であっても、日本に居住実態のない方（海外に居住している方）は対象外です。
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宿泊のみの商品
交通機関 (バス、飛行機、フェリー、レンタカー、モノレール等)の利用を伴わない宿泊商品

商品の分類

① 宿泊商品

ホテル 旅館 ペンション
コテージ

夜行フェリー

宿泊施設 宿泊施設に
準ずる運送

② 運送サービス ③ 物品やサービス

飛行機 船舶

タクシー バス

鉄道・モノレール

食事・飲み物 旅行目的地に
見合った土産

レンタカー
レンタサイクル

入場観光施設

体験型アクティビティ

宿泊を伴う旅行(商品)とは
〇「宿泊サービス」のみで割引の対象の旅行商品となります。
〇「宿泊サービス」には「物品やサービス」を加えることが可能です。
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（２）宿泊商品について

参考：全国旅行支援統一窓口
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宿泊にプラスされる物品やサービスの参考例

統一窓口にて審査基準となる判断例を参考に掲載致します。
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（２）宿泊商品について

参照：全国旅行支援統一窓口
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（２）宿泊商品について

次のものは、割引の対象とはなりません。

① 換金性の高いもの

●金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が

独自に発行する商品券等）

※但し次のものを除きます。

その使途が具体的に特定又は限定された複数の使途から選択できるもの（紙・デジタ

ル共に可）

（例えば特定の観光施設の入場券、1,000円のA定食とB定食から選択可能な食券等）

●鉄道（モノレール）の普通乗車券

回数券、普通航空券（往復航空券や上位クラス利用料金含む）等、旅行事業者におけ

る適切な管理がなされている場合は対象に含めることが可能です。

●収入印紙や切手

② 次に掲げるもの

●行程に沖縄県外及び、国外の地域を含むもの

●ライセンスや資格の取得費用

③ 対象商品として適切でないと認めるもの

「対象商品として適切でないと認めるもの」について、個別具体的に割引の対象とするか
否かを判断することとし、その基準・考え方について次の通り明確化します。

【割引対象とする宿泊商品の基準・考え方について】

① 感染拡大防止の観点から問題がないこと
沖縄県の感染拡大予防ガイドラインを遵守していることが前提です。

② 商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えない

こと（おおむね2倍）
割引を広く適正な活用を推進するため、旅行目的地の消費に貢献している事を前提に、

セット商品の妥当性をご検討いただきます。

③ 商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること
商品に含む土産等の物品やサービス等については旅行目的にそっており、旅行目的地

消費に寄与するという事業の趣旨を踏まえてセット商品の妥当性をご検討いただきます。

④ 利用者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること
土産やサービスなどは旅行の開始から終了の期間内で利用者が享受できるものに限り

ます。ただし、利用者の所有物で自宅から送付または自宅にて受領する宅配利用は

この限りではありません。

①～④の判断基準を踏まえた上で、社会通念上の観点も含めて総合的に判断します。
次頁に事例を示します。

宿泊料金に含められない物品

47



©おきなわ彩発見NEXT事務局

（２）宿泊商品について

NO 対象となる商品例 対象外となる商品例

①
●大学ドライブサークル合宿
●小学校のスキーレッスン校外学習
●モーニングヨガ体験付き宿泊

●運転免許取得合宿
●スキーの検定取得宿泊

② ●適切に感染対策を行った団体旅行 ●コンパニオン接待付き宴会を伴う宿泊

③

●宿泊施設の近隣の食事施設で夕食をとれる
金額不記載の食事権利書を付帯した旅行商品
●宿泊代金が1万円の旅館において、特産の
果物2千円相当が土産に付く旅行商品
●金額の明示された館内売店で使用できる土
産購入券付宿泊商品

●通常の宿泊料金の水準を超えた、旅行目的
地での消費にあたらない有名ブランドの化粧
品付き宿泊商品

④
●酒造巡りツアーで地酒1本土産付
●森林セラピストが同行する××森セラピー
ツアー

●旅行目的地に工場のある全国メーカーの時
計付き旅行商品
●目的地に関係のないセラピーをするセラピ
スト同行旅行商品

⑤
●お部屋に地域特産の果物盛り合わせがサー
ビスされる旅行商品

●後日自宅に地域特産の果物が宅配で届く旅
行商品

【旅行割引対象とする宿泊商品の基準・考え方の事例】

旅行は多様な価値創出や企画によって成立するものである事を踏まえ、上述の基準・考え方に照らし

て個別具体的に割引の対象外とするか否かを判断します。割引の対象になるか判断に迷われる場合に

は、おきなわ彩発見ＮＥＸＴ事務局に事前にご相談ください。ご相談なく企画、販売されたものが、

宿泊の実績報告の段階で旅行割引対象外と判断された場合、給付金の支払いは受けられません。また、

割引対象として不適切と判断された商品であっても、不適切となる商品やサービスと旅行部分が明確

に区分でき、利用者に代金として分けて提示されて販売された場合は、旅行部分のみ割引対象となる

場合があります。

宿泊料金に含められない物品
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（２）宿泊商品について

（１）本事業以外の各種割引の併用について

宿泊代金を割り引く目的で国や事業者から利用者に付与されるクーポン、マイレージ、ポイン
ト等（以下、「クーポン等」という）は、次の通り取り扱います。
国の旅行割引を水増しし、不当に多く引き出す手法となるためです。
①割引クーポン：使用可能ですが、クーポン適応後の価格を基準として旅行割引を算出します。

該当するものとして、下記の例はすべて先に割り引いてください
・市町村など都道府県以外の自治体が独自に付与するもの
・旅行代理店が会員サービスなど一定の条件を満たした顧客や商品に広く付与するもの
・価格決定権を持つものが旅行割引を適用とする自らの商品に対して割引クーポンを

付与するもの 等
②ポイント・マイレージ等：旅行割引対象商品には付与できません。

利用者が会員等の資格として保有するポイントやマイレージを支払い手段として用いる
のはこれにあたりません。

例：楽天割引クーポン、例：JALマイレージバンク、例：楽天ポイント

利用者支払額
5,400円

割引額
3,600円

取消料に充当

割引クーポン等
1,000円

（２）取消料（キャンセル）の取扱いについて
取消された旅行＝実際に宿泊や旅行をしていない利用者に対して旅行割引は適用しません。
利用者事由に基づく取消料については次の考え方をもとに取り扱ってください。
①取消料は旅行割引適用前の「旅行代金」対して生じます。
②旅行割引が適用された「決済済みの旅行代金（利用者支払額）」より取消料が大きくなる

場合、不足額は利用者の負担となります。事業者は利用者に支払いを求めてください。

（旅行割引による代金変更がされた旅行・宿泊商品の取消料取扱い例：旅行代金10,000円取消料100％の場合）

利用者支払額
6,000円

取消料不足分
4,000円

宿クーポン適用後の9,000円が割引額の算出基準

利用者から追加で徴収

取消料は旅行割引による割引適応前の旅行代金（10,000円）に対して生じる。
利用者支払い額より取消料が多い場合、不足額（4,000円）は利用者が追加で支払い。

（クーポン等を利用した際の旅行割引算出例：旅行代金10,000円クーポン等1,000円の場合）

旅行代金（10,000円）からクーポン等（1,000円）分を差し引いた額をもとに割引額を算出。
10,000円－1,000円＝9,000円
9,000円×40％＝割引額は3,600円

旅行割引の取扱いに係る留意すべき算出例
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宿泊商品造成・販売時（条件の明示）

（２）宿泊商品について

宿泊事業者（参加事業者）の皆様は、おきなわ彩発見NEXT対象商
品を販売する際には、利用者に対し、割引の適用を受けるために、
次のページ［P47］の「利用者に求める条件」
を満たす必要があるということを明記の上、利用者へ案内する必
要があります。
また、彩発見NEXTの商品として販売する際は、「おきなわ彩発
見NEXT」のテキスト又は「ロゴ」が必須となります。

宿泊商品造成・販売時（利用者からの同意）

旅行代理店、宿泊事業者（参加事業者）の皆様は、おきなわ彩発
見NEXT対象商品を販売時に、利用者から以下について同意を得る
必要があります。

① 検査結果が陰性またはワクチン3回目接種していることが割引
の適用条件である点に同意をもらうこと。

② 利用者全員分の検査結果の通知またはワクチン接種済証等を、
事前確認または当日確認の際に、確認を行う者（宿泊施設での
チェックイン時など）に身分証と一緒に提示すること。

③ ワクチンの効果は完全ではなく接種しても感染し、他の人に感
染させる可能性があるため、ワクチンを接種していたとしても
基本的な感染対策を怠らないこと。

④ 検査結果が陰性であったとしても検査後に感染する可能性があ
り、また偽陰性である可能性もあるため、基本的な感染対策を
怠らないこと。

⑤ 旅行開始日の２週間前から感染リスクを避けて生活すること。

〈WEB販売での対応方法案〉
宿泊事業者にてHP等で販売を行う際は、POP Upをだす、確認ボタンをつける、もし
くは、メール等で案内をする等、事前に利用者に徹底通知案内するよう対応ください。
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利用者に求める条件

（３）利用者に求める条件

以下の利用条件を全て満たす者の場合に限り、旅行割引の適用及び地域クーポンの付
与が可能となります。

① 日本在住者（沖縄県内在住者を含む）

② 旅行割引は、沖縄を目的地とする旅行・宿泊が対象となります。
・沖縄県民の県内旅行を含む
・修学旅行、出張等も利用可

※公費での出張や修学旅行の引率などは対象外となります。

③ 旅行代理店にてご予約の申し込み、宿泊施設でチェックインを行う際に、
身分証（運転免許証・健康保険証など）を提示できること

身分証のコピーや保管は不要とする

④ ワクチン３回目接種済証または検査の陰性結果の提示

【検査結果通知書】の提示

ア）同居家族等と旅行する12歳未満のこどもの掲示は不要です。
イ）PCR検査及び抗原定量検査の場合：宿泊または旅行開始前3日以内まで有効です。
ウ）抗原定性検査の場合：宿泊または旅行開始前の前日または当日まで有効です。
エ）市販の検査キット（セルフチェック）は認められません。

検査結果は、以下の項目が明記されている検査を利用すること

Ａ．受検者氏名 ／ Ｂ．検査結果 ／ Ｃ．検査方法 ／ Ｄ．検査所名

Ｅ．検体採取日 ／ Ｆ．検査管理者氏名 ／ Ｇ．有効期限

※抗原定性検査を、参加事業者管理の下で行い、検査結果通知書を発行する場合は、上記「Ｃ．検査方法」
の代わりに「キット名」を、「Ｄ．検査所名」の代わりに「事業者名」を記載してください。

⑤ 本事業の趣旨・目的を理解し、沖縄県（彩発見NEXT事務局を含む）、
本事業に参加している宿泊事業者および、地域クーポン加盟店からの依
頼に協力できること

【ワクチン3回目接種済証】の提示

ア）デジタルワクチン接種証明証または紙の接種証明証を提示ください。

※ チェックイン当日にワクチン3回目接種済証及び、陰性結果の提示が出来ない場合は割引前の料金で
のご宿泊となり、地域クーポンもお渡し出来ません。また、取り消し料金（キャンセル）につきまして
は、［P45］の「取消料（キャンセル）の取扱いについて」をご確認ください。
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※ 同居家族等と旅行する12歳未満のこどもの「ワクチン３回目接種済証」「陰性結果」の掲示は不要
です。



©おきなわ彩発見NEXT事務局

問い合わせ先

<事業者向け問い合せ先>

おきなわ彩発見NEXT事務局

沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課

<事業実施者>

https://okinawasaihakkennext.com/

098-901-3710

9：30～17：30

（土日祝も受付しております）

contact＠okinawa-shk.com
※「おきなわ彩発見NEXT」へのお問い合わせ専用となります
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©おきなわ彩発見NEXT事務局

マニュアル改定履歴

バージョン 発行日 改定内容

Ver 1.0 2022年9月9日 初版

Ver 1.1 2022年9月16日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認
（２）ワクチン接種・検査確認について

ワクチン接種・検査確認の例外について
----------------------------
① 12歳未満の者
----------------------------
同居する親等の監護者が同伴する場合に限り、適用対象外とする。
※入寮しているなど親等の看護者と同居していない12歳未満の者は対象外となりません。

修正内容 ⇒「同居する親等の監護者が同伴する場合に限る。」に文言修正

----------------------------
② 「学校等」の活動
----------------------------

「ワクチンパッケージ」の表現を削除

修正内容 ⇒「検査確認又はワクチン接種」等に文言修正

ア．修学旅行は、学校教育活動の一環であるため、適用外

12歳未満の者に限り、引率教員や添乗員等同居しない監護者が同伴する場合など

修正内容 ⇒「修学旅行など」へ文言修正

イ．高校体育連盟などが主催する大会への参加も適用外

修正内容 ⇒ 削除

※12才以上の修学旅行は参加者全員PCR検査の受検が必要となる

修正内容 ⇒ 削除

※「以下の特定大会は本事業の対象外となります。」

修正内容 ⇒ 文言及び対象外一覧の追加

Ver.1.2 2022年9月28日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
１．おきなわ彩発見ＮＥＸＴについて
（２）おきなわ彩発見NEXTの概要
おきなわ彩発見NEXTの概要
----------------------------
実施期間 未定
----------------------------
実施期間 2022年10月11日（火）～ 2022年12月下旬
⇒ 国の要綱発表により変更

----------------------------------------------
２．参加方法・申し込み
（１）参加条件
10の参加条件規程について
----------------------------
⑧沖縄県感染防止対策認証制度、または沖縄県感染防止徹底宣言ステッカー

（RICCAQR コード付）を取得している宿泊施設であり、感染拡大防止の
徹底に協力ができること。

----------------------------
（４）宿直の参加登録・申し込み
必要な提出書類
----------------------------
④ シーサーステッカー（QRコード付き）の写し、または

沖縄県感染防止対策認証制度認証（沖認証）の写し
※沖認証の場合は、沖縄県感染防止対策認証制度認証番号が確認できるもの

----------------------------
※シーサーステッカーについては、今後、制度の見直しにより新規登録を停止する予定のため、2022年9月
22日（木）以降に宿泊事業者として、新規登録を行う施設については、シーサーステッカー及び沖縄県感染防
止対策認証制度（沖認証）の取得は不要となります。
⇒規約変更により、「（１）」及び「（４）」を打消し線の上、上記文言を記載、次回改定時には打ち消し箇
所及び文言を削除

----------------------------------------------
７．商品造成・販売
（３）利用者に求める条件
----------------------------
【陰性証明証】
----------------------------
⇒【検査結果通知書】へ変更

★ ：最新バージョン変更箇所



©おきなわ彩発見NEXT事務局

マニュアル改定履歴

バージョン 発行日 改定内容

Ver 1.3 2022年10月7日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
１．おきなわ彩発見ＮＥＸＴについて
（２）おきなわ彩発見NEXTの概要
おきなわ彩発見NEXTの概要
----------------------------
実施期間 2022年10月11日（火）～ 2022年12月下旬
----------------------------
2022年10月11日（火）～ 12月20日（火）

12月21日チェックアウトまで
実施期間中であっても予算がなくなり次第終了となります。
⇒ 国の要綱発表により変更
----------------------------------------------
７．商品造成・販売
（２）宿泊商品について
商品の分類
----------------------------
⇒ページ追加

７．商品造成・販売
（２）宿泊商品について
宿泊にプラスされる物品やサービスの参考例
----------------------------
⇒ページ追加
----------------------------------------------
６．宿泊事業者の責務
（２）不正行為について
責務３：不正行為の禁止
----------------------------
自社の資金を従業員の宿泊代金に充当する行為は不正行為とみなします。
----------------------------
価格決定権の事業者が福利厚生を目的とした、自社の資金を従業員の宿泊代金に充当する行為は不正行為と
みなします。
例：宿泊事業者の社員が自社の宿泊施設に宿泊して補助金を申請する行為
※お客様からの予約で福利厚生を使った社員旅行に対して制限を設けているものではありません。
⇒ 文言追記

Ver.1.4 2022年10月18日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認
（２）ワクチン接種・検査確認について
検査等による陰性の確認
----------------------------
▼無料検査提供事業所リスト
----------------------------
⇒削除

Ver.1.5 2022年10月20日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認
ワクチン接種・検査確認の例外について
----------------------------
⇒「ただし教員は除く」を追加

Ver.1.6 2022年10月28日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認
（２）ワクチン接種・検査確認について
検査等による陰性の確認
----------------------------
≪検査の有効期限≫
PCR・抗原定量検査の場合：初泊または沖縄県行きの飛行機搭乗の3日以内
抗原定性検査の場合：初泊または沖縄県行きの飛行機搭乗の前日または当日
※詳細は次ページ 検査有効期限の判断基準および具体的な例をご確認ください。
⇒上記に変更・追記
----------------------------------------------
５．ワクチン接種済・検査陰性結果確認
（２）ワクチン接種・検査確認について
----------------------------
検査等による陰性の確認フロー
検査等による陰性の確認の具体的な例
----------------------------
⇒ページ追加

★ ：最新バージョン変更箇所



©おきなわ彩発見NEXT事務局

マニュアル改定履歴

バージョン 発行日 改定内容

Ver 1.7 2022年10月28日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
７．商品造成・販売
（２）宿泊商品について
宿泊料金に含められない物品
----------------------------
金額の明示された館内売店で使用できる土産購入券付宿泊商品
----------------------------
⇒上記条件を「対象外となる商品例」から「対象となる商品例」に変更

Ver 1.7 2022年11月28日 以下の項目の文言修正、軽微な文言修正の詳細は記載しておりません。
----------------------------------------------
１．おきなわ彩発見ＮＥＸＴについて
（２）おきなわ彩発見NEXTの概要
実施期間
2022年10月11日（火）～ 12月20日（火）

12月21日チェックアウトまで
----------------------------
実施期間
2022年10月11日（火）～ 12月27日（火）

12月28日チェックアウトまで
----------------------------
⇒実施期間を変更
----------------------------------------------
３．運用方法
（２）チェックイン時の対応
接客対応（地域クーポン取扱について）
① 「有効期限」欄にチェックアウト日を“記入”
----------------------------
⇒要注意に以下を追加
12月28日チェックアウトの場合、12月28日までが期限となりますので、クーポンには「翌日まで」と印字
されているため、お渡しの際に口頭にてご注意するようお伝えください。

★ ：最新バージョン変更箇所


