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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）

（１）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。

本事業の参画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、参画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．おきなわ彩発見NEXTについて
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（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す。
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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

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

（ステイナビなど、公認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

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
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本事業の販売スキーム

１. おきなわ彩発見NEXTについて

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。

（２）おきなわ彩発見NEXTの概要
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１．おきなわ彩発見NEXTについて

（３）宿泊・旅行割引額、付与クーポン額

支払い額

総額の 60%
旅行代金割引額

総額の 40%

地域
クーポン

平日：3,000円
休日：1,000円

旅行代金の総額（税込）
（100％）

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。

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。

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。

※こども料金や無賃幼児も1人として計算します。

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P26をご参照ください。



©おきなわ彩発見NEXT事務局

２．おきなわ彩発見NEXT参加条件
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２．おきなわ彩発見NEXT参加条件

おきなわ彩発見NEXTに地域クーポン加盟店として参加対象となる業種は、観光
客の減少により深刻な影響を受けている以下の業種とします。

① 沖縄県産品を扱う土産品・工芸品・クラフトショップ

② 観光施設及び観光施設内のテナント

③ 体験・アクティビティ

④ 交通機関 ただし、換金性の高いチケット（航空券・タクシーチケット等）
は不可とします。

⑤ 宿泊施設内におけるテナント※1

⑥ 飲食店※1

⑦ その他事業の趣旨に照らし沖縄県が適当と認めるもの ※2

※1 飲食店の場合は、沖縄県感染防止認証制度取得済の店舗に限るものとします。
ただし、デリバリー専門店、テイクアウト専門店、キッチンカーなどは事業参加対象
と致します。

※2 生活・日用品など の日常消費に対する利用は想定しておりません。

（１）おきなわ彩発見NEXT参加対象業種
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２．おきなわ彩発見NEXT参加条件

（２）おきなわ彩発見NEXT参加条件

① 沖縄県内に本社、支社、営業所があり、主として沖縄県産品の取り扱い
事業者であること。

④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。

②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。

③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）※を取得している施設であり、感染拡大防止の
徹底に協力ができること。

➄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。

⑥主に観光客の減少により深刻な影響を受けている業種で上記2(1)に該当する者で
あること。

参加条件：本事業に参加される場合は、① ～ ⑦の参加規定 及び、おきなわ彩発見NEXT
参加対象業種であることが条件となっております。

⑦ 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。

※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）以降にクーポン加盟店（飲食店以外）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の取得は不要となります。

飲食店
必須

※詳細はP11をご覧ください。

飲食店以外
必須



©おきなわ彩発見NEXT事務局 11

２．おきなわ彩発見NEXT参加条件

（３）沖認証及びシーサーステッカーについて

「沖縄県感染防止徹底宣言ステッカー」について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、事業を実施して
いくためには、事業所（店舗）等での感染防止対策の徹底が重要で
す。そこで、事業者の方向けに、事業者が実施すべき感染防止対策
を掲載したチェックシートを作成しました。

チェックシートにある感染防止対策を全て実施していただき、専用
フォームから申請すると「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー
（以下「シーサーステッカー」といいます。）」を取得できます。

「シーサーステッカー」を店舗等の目立つところに掲示いただくこ
とで、県民の皆様が安心して利用できる施設であることをお知らせ

することができます。

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

「沖縄県感染防止対策認証制度」について

沖縄県では、事業者が実施する感染防止対策について、県が認証する
制度を設けることにより、県民及び来訪者が安全に安心して対象施設
を利用できるようにし、もって「安全・安心の島沖縄」の形成に資す
る取組を実施しております。

飲食店等における感染防止対策の強化を図るため、県の定める感染防
止対策に係る基準に沿って、調査員が店舗の調査を行ったうえで、基
準をすべて満たした店舗に「認証ステッカー」を交付いたします。

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）以降にクーポン加盟店（飲食店以外）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の取得は不要となります。

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/marketing/new_corona/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/taisaku/okininsho.html
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３．おきなわ彩発見NEXT参加申し込み
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３．おきなわ彩発見NEXT参加申し込み

① 指定URLより参加申し込み

※必要書類に関する詳細はP14をご覧ください

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

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。

（１）おきなわ彩発見NEXT 参加登録フロー

13

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局へ連絡

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。

新規受付
一時停止中
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３．おきなわ彩発見NEXT参加申し込み

【必要書類】

① 営業許可証またはそれに代わるもの（※必須）
確定申告書や発効から3ヵ月未満の履歴事項全部証明書など

② 振込先口座通帳の写し（※必須）
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 （※必須）※実印の押印が必要

④ シーサーステッカー（※飲食店以外の事業者様必須）※
店舗名の記載があり、QRコードがついているもの

➄沖縄県感染防止対策認証制度認証番号（※飲食店様必須）※
「認証決定通知書」を写しを送っていただき、左上に記載の番号を
ご準備ください。

⑥ 店舗の外観・内観写真。各１枚（※必須）
看板・入口が明確なもの、店内を見渡せるよう内覧全体を撮 影。メインで

販売しているものがわかるもの。業種によっては一部、販売している商品やプ
ラン表を追加でいただくことがございます。

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

（２）おきなわ彩発見NEXT参加申し込みについて

※ ④、⑤の書類は加盟店様の業種に合わせて1点ご準備ください。

※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）以降にクーポン加盟店（飲食店以外）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の取得は不要となります。
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４．地域クーポンについて
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４．地域クーポンについて

おきなわ彩発見NEXT
事務局

地域クーポン加盟店 旅行者（県内外）

宿泊施設

①
参
加
募
集

②
登
録
・
申
込

→

加
盟
店
ス
テ
ッ
カ
ー

③
審
査
・
承
認

地域クーポン郵
送

④
地
域
ク
ー
ポ
ン
配
付

【宿泊施設必須作
業】
■クーポン登録作業
■有効期限記載
■施設名押印

⑤地域クーポン 利用

【加盟店 必須業務】
1) 有効期限、施設名の押印確認

※記載・押印漏れ＝無効
2) 押印、精算、QR読込
3) 商品/サービス提供

※不足分などは直接精算

加盟店ステッカー掲示

※

使
用
済
ク
ー
ポ
ン
換
金

⑥
支
払
（
翌
月
）

彩発見NEXTホームページ
地域クーポン利用施設

検索

情報収集
利用店舗 目印

地域クーポンは、彩発見NEXTを利用した旅行者に宿泊施設（または旅行社）
から配布されるもので、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）地域クーポンについて

（２）地域クーポンの実施フロー・スキームについて
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４．地域クーポンについて

① 地域クーポン加盟店において、その利用期間内に限り利用可能とし、購入後の返品の
払い戻しは原則不可とする。

② 利用期限（有効期限）は、チェックイン時からチェックアウト日の翌日までとなります。
（日帰り旅行は旅行当日の翌日まで）

③ 地域クーポンと現金との引換え不可とします。

④ 地域クーポンは、2枚以上合算して使用することも可能です。

⑤ 地域クーポンは払い戻し、交換、再発行は致しません。またつり銭は出ません。

⑥ 地域クーポン裏面の署名は必要であるため、記載がなければ署名を依頼してください。

⑦ 使用後のクーポンは、本事業が終了後に事務局から連絡があるまで大切に保管をお願い
します。

※使用済のクーポンが出回ってしまうと混乱を招きます。クーポンは、QRコー
ドによりどこで使用されたのかを追跡することができますので、加盟店の不適
切な管理により損害が生じた場合には、当該損害に対処していただきます。予
めご留意ください。

（３）地域クーポンの利用条件

⑧ 盗難・紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、発行者は責を負いません。

⑨ 加盟店において、地域クーポン利用不可の商品を設定する場合は、あらかじめ利用者が
認識できるように明示する義務を負います。

⑩ 本事業におけるクーポン以外にも、県内市町村等が実施する類似のプレミアム付き商品
券等が発行されている場合もあるため、類似の商品券と混同されることがないよう、類
似の商品券の発行状況を把握するとともに、利用者等に対し十分な説明・配慮を行って
ください。

⑪ 事務局が対象商品として適切でないと認めるものは精算の対象といたしません。

⑫ 有効なクーポンを利用しようとする旅行者に対し、クーポンの受け取りを拒否する、手
数料を上乗せして請求する、現金で支払う場面と異なる代金を請求する等クーポン利用
者に不利となる差別的扱いを行ってはいけません。

⑬偽造、変造、模造等されたクーポンによる換金請求がされ、事務局がクーポンの利用状
況等の調査協力を求めた場合には、これに協力すること。また、取扱店舗は、事務局か
ら指示があった場合又は取扱店舗が必要と判断した場合には、取扱店舗が所在する所轄
警察署に被害届を提出してください。
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４．地域クーポンについて

下記に該当する商品・店舗に対して、地域クーポンの利用はできません。

① 換金性の高い金券（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）。

② 沖縄県が実施する「沖縄県感染防止対策認証制度」または「沖縄県感染防
止対策徹底 宣言ステッカー（RICCA QR コード付き）」の取組みがなさ
れていない店舗（店舗が 複数ある場合はすべての店舗で登録してくださ
い）。

③ 感染拡大により、本事業を一時停止し、クーポン利用も停止した場合。

④ 宿泊の延泊、お部屋のアップグレード等、「宿泊に関する費用」に地域
クーポンは利用できません。※

（４）地域クーポンの利用制限

※宿泊施設内での地域クーポンの利用について

地域クーポンが利用できる
・宅配便
・駐車場
・ケーキ、フラワー※
・アクティビティ※

地域クーポンが利用できない
・アップグレード費用
・アーリーチェックイン、レイトチェックアウト費用
・ミニバー
・ランドリー
・ベビーベッド
・延泊、取消料

※上記はあくまでも一例です。ご不明な点は事務局までお問合せください。
※地域クーポン加盟店登録されていない宿泊施設では地域クーポンはご利用になれません。
※外注の場合はその外注先がおきなわ彩発見NEXT事業に参加登録している場合のみとなります。

★
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５．精算について
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５．精算について

地域クーポン受け取りから精算までの流れ

①加盟店が地域クーポンを受け取る

②加盟店にてクーポンの読み込み
（クーポン管理アプリを利用）

③事務局にて集計・審査

④ご登録口座へ振り込み

（１）精算について（フロー）

※詳細はP26をご覧ください
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５．精算について

振込スケジュール

① 複数の店舗を有する事業者のクーポン換金精算は店舗ごとにおこないます。
（店舗様ごとに加盟店登録をおこなっていただく必要がございます。）

② 事務局から加盟店に支払う金額の締め日は毎月末日23時59分までとなります。

③ 事務局から加盟店へは翌月末までに申請時にご登録された口座へお支払いい
たします。※振込口座名は「オキナワサイハッケンネクスト」です。

④ 振込の内訳は、アプリのポータルサイト（PCにてアクセス）からご確認いた
だけます。

➄ ご登録いただいた口座情報に誤りがあり、振込エラーとなった際には事務局
よりご連絡いたします。

⑥ 振込手数料は事務局が負担いたします。

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 メモ

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 メモ

（例）9月末日までに管理アプリで読み込んだクーポンの精算。

9月 10月

10/31までに事務局より振込
9/30利用分のクーポンは
必ず当日中に読み込みをおこ
なってください

（２）精算スケジュールについて
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６．運用方法フローについて
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６．運用方法フローについて

業務全体の流れ

①彩発見NEXTに参加申し込み・承認

②スターターキット到着

③お客様が利用した地域クーポンの読み取り

④精算

（１）業務全体の流れ

※詳細はP24,25をご覧ください

※詳細はP26をご覧ください

※詳細はP20,21をご覧ください
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ポスター

（サイズA2判×1枚）

ステッカー

（サイズA5判×1枚）

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

（A4×１枚）

本マニュアルP25を参照のう

え、掲示をお願いいたします。

本マニュアルP25を参照のう

え、掲示をお願いいたします。

見本としてご参考ください。

※原本は宿泊施設で配布されます。

レジスタッフ様用の簡易マニュア

ル用です。レジ横などに掲示利用

ください。

宿泊事業者向けの簡易マニュ

アルとなります。

※参考資料としてご一読ください。

掲示物

参考資料

６．運用方法フローについて

（２）スターターキット（同封物の確認）

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

24
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ポスター（サイズA2判×1枚）

ステッカー（サイズA5判×1枚）

●●土産店

➢ ポスターは店頭などの
「お客様の見えやすい場所」に
掲示ください。

➢ 店舗名の枠は「自署にて」
記載ください。

➢ ステッカーは入口などの
「お客様の見えやすい場所」に
掲示ください。

➢ 店舗名の枠は「自署にて」
記載ください。

●●土産店

➢ 事業開始日は本事業ホームページをご確認ください。
※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（事前準備）

（２）スターターキット（掲示開始日）

６．運用方法フローについて

※ポスター・ステッカーが不足される場合はコピーしてご利用ください。
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６．運用方法フローについて

➢ 地域クーポンをお客様から受け取られる際、下記①～➄の順で、必ず
“確認“、“読み取り“、”押印”処理をおこなってください。

①「有効期限」欄の"確認"
・有効期限内のクーポン券かご確認ください。
・有効期限の記載が無いクーポン券は無効です。
・ボールペンでの記入、または日付スタンプの押印が有効。
・訂正印は宿泊施設様の印鑑のみ有効。担当者個人印は不可。
・宿泊の場合はチェックアウト日の翌日、日帰り旅行は実施日の翌日、に変更はありま

せんが宿泊日が12月27日の場合、日帰り旅行実施日が12月27日の場合は、有効期限
が12月28日までとなりますのでご注意ください。

②「配付宿泊施設」欄の"確認"
・施設名の押印または記載があるかご確認ください。
・押印またはの記載が無いクーポン券は無効です。
・ボールペンでの記入、または押印のみが有効。

③「QRコード」の"読み取り"
・事業者アプリで裏面のQRコードを必ず「精算時」に読み取ってください。
・無効の地域クーポンの回収を防ぐため、必ず「精算時」に読み取りをおこなってくだ
さい。

④「地域クーポン加盟店」欄に"押印"
・社印（施設印）の押印または受け取ったご担当者様が施設名をご記入ください。
※担当者印は不可。

⑤「利用者署名」欄の"確認"
・利用日時、利用者署名をご確認ください。
・記載がない場合は、記入をお願いしてください。

④

① ②

③

⑤

（３）地域クーポン取扱について
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６．運用方法フローについて

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、この本事業に参加でき
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「地域クーポン管理アプリマニュアル」をご覧ください。

④ 販売合計金額に入力ミスがあった場合は、HP内掲載の「データ修正
フォーマット」に必要事項をご入力いただき、事務局までご連絡ください。

（４）地域クーポン管理アプリについて Ver 1.3
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７．注意事項
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7．注意事項

（１）不正利用の防止について

① 利用者による不正利用が発覚した場合、参加事業者は事務局へ通報してく
ださい。

② 本事業参加事業者による不正利用等が疑われる場合、事務局はクーポン利
用金額の支払いを一時停止し、監査をおこないます。

③ 本事業参加事業者による不正利用が発覚した場合は、事務局は事実を確認
の上、事業者の参加登録資格を取消 し、本事業で利用したすべての割引相
当額の返還を求めるなどの法的措置を講じることとします。

④ 「参画決定通知」を受け取られる前の事業者は、例え参加申し込み中で
あっても利用者から地域クーポンを受け取ることはできません。（受け取
られた場合でも精算の対象とはなりませんのでご注意ください。）

Ver 1.3



©おきなわ彩発見NEXT事務局 30

７．注意事項

（２）その他留意事項

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 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、
最新版であるかご確認いただきますようお願いいたします。

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ること
とします。

⑧ 本事業において沖縄県及び事務局は、参画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らないものとします。

⑫ その他ご不明な点は、事務局まで問い合わせください。
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問合わせ先

<事業者向け問い合せ先>

おきなわ彩発見NEXT事務局

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

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/
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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
----------------------------
２. おきなわ彩発見NEXT参加条件
（２）おきなわ彩発見NEXT参加条件
----------------------------
③ 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）※を取得している施設であり、感染拡大防止の徹底に協
力ができること。
----------------------------
（３）沖認証及びシーサーステッカーについて
----------------------------
「沖縄県感染防止徹底宣言ステッカー」について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、事業を実施していくためには、
事業所（店舗）等での感染防止対策の徹底が重要です。そこで、事業者の方向け
に、事業者が実施すべき感染防止対策を掲載したチェックシートを作成しました。
チェックシートにある感染防止対策を全て実施していただき、専用フォームから
申請すると「沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー（以下「シーサーステッ
カー」といいます。）」を取得できます。
「シーサーステッカー」を店舗等の目立つところに掲示いただくことで、県民の
皆様が安心して利用できる施設であることをお知らせすることができます。
----------------------------
３. おきなわ彩発見NEXT参加申し込み
（２）おきなわ彩発見NEXT参加申し込みについて
----------------------------
④ シーサーステッカー（※飲食店以外の事業者様必須）※

店舗名の記載があり、QRコードがついているもの
※ ④、⑤の書類は加盟店様の業種に合わせて1点ご準備ください。
----------------------------
⇒規約変更により、上記箇所を打消し線の上、下記文言を記載、次回改定時には
打ち消し箇所及び文言を削除。

※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）以降にクーポン加盟店（飲食店以外）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の取得は不要となり
ます。

Ver 1.2 2022年10月8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）～ 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

★ ：最新バージョン変更箇所
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Ver.1.3 2022年10月19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。
----------------------------------------------
２．おきなわ彩発見NEXT参加条件
（１）おきなわ彩発見NEXT参加対象業種
----------------------------
※1 飲食店の場合は、沖縄県感染防止認証制度取得済の店舗に限るものとします。
----------------------------
⇒テキストの追加変更
※1 飲食店の場合は、沖縄県感染防止認証制度取得済の店舗に限るものとします。
ただし、デリバリー専門店、テイクアウト専門店、キッチンカーなどは事業参加
対象と致します。

Ver.1.4 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。
----------------------------------------------
4．地域クーポンについて
（4）地域クーポンの利用制限
----------------------------
② 沖縄県が実施する「沖縄県感染防止対策認証制度」または「沖縄県感染防

止対策徹底 宣言ステッカー（RICCA QR コード付き）」の取組みがなさ
れていない店舗（店舗が 複数ある場合はすべての店舗で登録してくださ
い）。

----------------------------
⇒規約変更により、上記箇所を打消し
----------------------------
④宿泊の延泊、お部屋のアップグレード等、「宿泊に関する費用」に地域

クーポンは利用できません。※
※ 宿泊施設内での地域クーポンの利用について
----------------------------
⇒具体例を追加
----------------------------------------------
6．運用方法フローについて
（3）地域クーポン取扱について
----------------------------
④「地域クーポン加盟店」欄に"押印"
・社印（施設印）の押印または受け取ったご担当者様が施設名をご記入ください。

※担当者印は不可。
----------------------------
⇒規約変更により、「施設印」「施設名」の文言を追加。
----------------------------
（4）地域クーポン管理アプリについて
----------------------------
④ 販売合計金額に入力ミスがあった場合は、HP内掲載の「データ修正

フォーマット」に必要事項をご入力いただき、事務局までご連絡ください。
----------------------------
⇒運用方変更により、上記文言を追加。
----------------------------------------------
7．注意事項について
（1）不正利用の防止について
----------------------------
④ 「参画決定通知」を受け取られる前の事業者は、例え参加申し込み中で

あっても利用者から地域クーポンを受け取ることはできません。（受け取
られた場合でも精算の対象とはなりません。）

----------------------------
⇒注意喚起のため、上記文言を追加。

Ver.1.5 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
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27日（火）
⇒ 要綱変更のため上記期間へ変更。
----------------------------------------------

★ ：最新バージョン変更箇所
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Ver.1.5 2022年11月28日 6．運用方法フローについて
（3）地域クーポン取扱について
----------------------------
①「有効期限」欄の"確認"
・宿泊の場合はチェックアウト日の翌日、日帰り旅行は実施日の翌日、に変更は

ありませんが宿泊日が12月27日の場合、日帰り旅行実施日が12月27日の場合
は、有効期限が12月28日までとなりますのでご注意ください。

----------------------------
⇒要綱変更の及び注意喚起のため上記文言を追加。

★ ：最新バージョン変更箇所
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