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ふくいdeお得キャンペーン事務局

地元で愉しもう！
とやま観光キャンペーン

クーポン使⽤期間︓ 2021年 ５月14⽇（⾦）以降の
旅⾏⽇〜旅⾏⽇の翌月20⽇

※新型コロナウイルス感染状況は諸事情により、予告なくキャンペーンの内容を変更、または中止する場合がございます



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン事業概要

項 目 内 容

事業名称 ふくいdeお得キャンペーン

支援内容 福井県⺠による県内旅⾏への支援

対象期間 ２０２１年３⽉３１⽇（⽔）〜２０２１年１２⽉３１⽇（⾦）
※2022年1⽉1⽇チェックアウト分まで

実施内容

◆旅⾏代⾦の５０％を割引（下限なし、上限5,000円／人（泊））
◆嶺北嶺南交流割・奥越割（宿泊の場合のみ）

対象者︓嶺北・嶺南をまたぐ宿泊、または、嶺北在住者が奥越地域（⼤野市・勝⼭市）に
宿泊する方

追加割引額 ︓1人1泊あたり1,000円適用
旅⾏代⾦下限︓１人１泊あたり6,000円以上の宿泊に限り適用（⼤人・子どもは問わない）

販売窓口
①本キャンペーンに登録されている旅⾏会社（来店）
②本キャンペーンに登録されている宿泊施設（ホームページ、電話、FAXによる直接予約）
※原則として、宿泊予約サイトでのご予約は対象外となります。
※宿泊施設によって予約可能な方法は異なりますので、ご予約の方法は宿泊施設にご確認ください。

対象 福井県⺠

２）キャンペーン内容
①県内の宿泊旅⾏に対し、１⼈（泊）当たり商品代⾦の５０％（上限5,000円）を割引。

⽇帰り旅⾏に対し、１⼈当たり商品代⾦の５０％（上限5,000円）を割引。
②福井県内で使⽤可能なクーポン券、１⼈（泊）当たり2千円または3千円を配布。

①旅⾏代⾦割引

項 目 内 容

事業名称 ふくいdeお得クーポン（支援①の利用者）

支援内容 福井県内における観光消費に対する支援

対象期間 ２０２１年５⽉14⽇（⾦）〜 ２０２１年１２⽉３１⽇（⾦）
※2022年1⽉1⽇チェックアウト分まで

実施内容 支援①の利用者に2千円または3千円の 「ふくいdeお得クーポン」を配布

配布条件

【宿泊旅⾏】
（2000円クーポン）

1人1泊当たり、旅⾏代⾦6,000円以上15,000円未満の方（割引適用前、税込）
（3000円クーポン）

１人１泊当たり、旅⾏代⾦15,000円以上の方（割引適用前、税込）
※うち1,000円分はタクシ－・レンタカーでのみ利用可能

【⽇帰り旅⾏】
（2000円クーポンのみ）

１人当たり、旅⾏代⾦4,000円以上の方（割引適用前、税込）

利用期間 宿泊⽇（⽇帰りの際は旅⾏⽇）~翌⽉20⽇まで

受取箇所 宿泊旅⾏ ︓宿泊施設にチェックインの際にお渡し
⽇帰り旅⾏ ︓旅⾏申込＆支払いされた旅⾏会社にてお渡し

利用可能施設等 ふくいdeお得クーポン取扱店舗として登録されている店舗

②クーポン券

１）事業目的
ふくいｄｅお得キャンペーン（以下「本事業」という。）は、県⺠による県内観光を促進するための旅⾏代⾦割引と、
旅⾏先の物販店や観光施設、交通機関などで幅広く利用できる福井県独⾃のクーポン発⾏により、感染拡⼤により
失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しようと
するものである。
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ステップ

3

ステップ

2

３）① 「ふくいdeお得キャンペーン」 について

2

キャンペーン申込の流れ

キャンペーン参加者
（県⺠限定）

ステップ

１

１ 旅行会社の店頭でお申し込み

キャンペーン登録旅⾏会社の店頭にて
宿泊の予約・支払い（割引）
（割引後の宿泊代⾦を支払い）

◎身分証明書のご提示が必要となります。
◎「ふくいdeお得キャンペーン割引適⽤申請書
（様式３号）を記入

（旅⾏会社は本通を保管。コピーをお客様に⼿交）

ステップ

2

ステップ

3

宿泊施設に
チェックイン

※「ふくいｄｅお得キャンペーン割引適⽤申請書」
（様式３号）のコピーを提出

ステップ

１

2 宿泊施設に直接お申込み

電話等で
宿泊施設に予約

※予約方法等は宿泊施設に
よって異なります。

宿泊施設にて
代⾦精算（割引）

◎ 「ふくいdeお得キャンペーン割引適⽤申請書
（様式３号）を記入

◎身分証明書のご提示が必要となります。

チェックイン後、
「ふくいdeお得クーポン」をお渡し

1人あたりの旅行代金
13,000円

割引後の旅行代金
8,000円

申し込み方法は、 または のいずれかになります。１ 2

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンキャンペーン申込の手順

チェックイン後、
「ふくいdeお得クーポン」をお渡し

例）

割引額
5,000円（上限）

割引額
5,000円（上限）



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンキャンペーン開始について

１）取扱店舗ツール一式の到着

●到着までのスケジュール

「ふくいdeお得クーポン」取扱店舗登録が完了した店舗様には、順次発送いたします。

●取扱店舗向け取扱ツール一式が届きましたら、下記の内容が入っているかご確認ください。

①取扱店舗向け取扱ツール内容 ※詳細 p.7

・取扱店舗向け取扱マニュアル １部
・取扱店舗ステッカー ２枚 ※タクシー事業者様は台数分の発送となります
・取扱店舗ポスター ２枚 ※タクシー事業者様はステッカーのみとなります
・請求書（様式４号） １枚 ※原本のためコピーしてご使用ください
・換⾦用封筒 9枚   ※6⽉〜1⽉分の8枚+予備1枚

②取扱店舗向け取扱ツールの利用
・取扱店舗向け取扱マニュアル（本マニュアル）を必ずお読みください。
・取扱店舗ステッカーを店頭の視認しやすい場所に掲示してください。
・取扱店舗ポスターを店頭及び店内の視認しやすい場所に掲示してください。

※ふくいdeお得クーポン事務局のホームページより、「ふくいdeお得クーポン」のポスター等をダウンロードし、
印刷して店頭などで掲出していただいても構いません。

取扱店舗登録申請後について

3

２）取扱店舗でのキャンペーンスタートタイミングについて

●取扱店舗のスタートのタイミング

①利用開始⽇以前に、取扱ツール一式が到着した取扱店舗は、5月14⽇（⾦）よりスタートしてください。

②利用開始⽇後に、取扱ツール一式が到着した取扱店舗は、準備が出来次第スタートしてください。

※ふくいdeお得クーポン事務局よりキャンペーンのスタートをする指示はいたしません、各取扱店舗にて
スタートしてください。

※取扱店舗独⾃の理由等で、スタート時期（公式Webサイトへの店舗名掲載⽇）を指定したい場合は、
必ずふくいdeお得クーポン事務局へお問い合わせください。



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンの仕様等について

１）ふくいdeお得クーポンについて
①注意事項

●「ふくいdeお得クーポン」以外、対象となりません。
同時期に様々なキャンペーンが実施されていますので、クーポン券の利用間違い、受取間違いに注意してください。

●カラーコピーなど複製品に注意してください。
※偽造券、複製券は換金できませんので、ご注意ください。
※本券の複製は、詐欺行為に当たる場合があります。不審な場合は、コールセンターにご連絡ください。

②ふくいdeお得クーポンの仕様
●クーポン券は、1枚 額面￥1,000-の２枚または３枚綴り となります。
ピンク２枚は小売店・土産店・観光施設、タクシー・レンタカーなどで利用可能 、
ブルー１枚はタクシー・レンタカーのみ利用可能となります。

●クーポン券は、下記のように半券切取りのミシンが入っています。
・チケット左側の券の換金用片（大）は、換金時に送付するチケットです。
・チケット右側の半券（小）は、取扱店舗控えとして保管いただく半券です。

表 裏
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宿泊 ︓1⼈1泊当たり旅⾏代⾦6,000円以上15,000円未満
⽇帰り︓１⼈当たり旅⾏代⾦4,000円以上
（割引適⽤前、税込）
→ 2,000円分

宿泊︓旅⾏代⾦1⼈1泊あたり
15,000円以上

（割引適⽤前、税込）
→ 3,000円分



③クーポン券の有効期限
●クーポン券の有効期限は、旅行日 〜 旅行日の翌月２０日
日帰りのみ オモテ面に使用開始日（旅行日）を記載 しております。

④クーポン券の有効
●クーポン券は、半券を切り離されていない状態が有効となります。
●クーポン券の半券は、加盟店が換金請求する時点で切り離し、半券は保管してください。

⑤クーポン券の破損等
●クーポン券の破損や汚れに注意してください。

大きく破損している場合は、無効となる可能性があります。
●半券の切り離しは、必ず加盟店が行ってください。

半券が無い場合は無効となりますので、ご注意ください。

換金用片（大） 半券（小）

半券は、集計時にまとめて
切り離し、換金請求の控えとして
必ず保管してください。

※日帰りの場合のみ旅行日が記入されています。
旅行日が使用開始日となりますので、
必ずご確認いただき、有効期限内のクーポン券のみお受け取りください。

※使用者に半券等は返却は不要です。切り離さずに収受してください。

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンの仕様等について
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【注意事項】 ※券⾯裏参照
・券面に記載された有効期間内に限り利用できます。
・取扱店舗等の詳細については、ホームページをご確認ください。
・本券は店舗での飲食には使用できません。
・本券の第三者への売買・現金との引き換えはできません。
・本券の払い戻しや再発行は致しません。また、釣銭はでません。
・本券の使用により利用者に代わって、取扱店舗が券面相当額の給付金を受け取ることを承認したものとみなします。
・国内の新型コロナウイルス感染状況や諸事情等により、予告なくキャンペーンの内容を変更、または中止する場合が
ございます。



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン取扱店舗取扱ツールについて

１）取扱店舗取扱ツール内容

送付物 内容 数量
①取扱店舗向け

取扱マニュアル 本マニュアル 1

②取扱店舗ステッカー 加盟店である事を示すステッカーです。
外から⾒えやすい場所に設置してください ２

③取扱店舗ポスター 使用者の⾒えやすい場所に掲示してください。 ２

④請求書
（様式４号）

利用済ふくいdeお得クーポンの数量や⾦額を記入する請求書です。
お得クーポンと合わせて送付いただくものです。 1

⑤換⾦用封筒 利用済みふくいdeお得クーポンの換⾦請求用封筒です。
④とクーポンを入れて郵送いただきます。 9

※レターパックで送付します。（お得クーポン事務局から）

２）取扱店舗取扱ツール見本
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①取扱店舗取扱マニュアル（本誌） ②取扱店舗ステッカー

③取扱店舗ポスター ④請求書（様式４号） ⑤換⾦用封筒

※ブルーはタクシー・レンタカー会社用



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン換金・請求について

１）クーポン券 「換⾦⽤⽚（⼤）」 の準備

◆クーポン券は、下記のように送付準備をしてください。
※表紙を取り外してください
※換金用の「換金用片（大）」と、控用の「半券（小）」を切り離し、
換金用片（大）の向き、表裏を揃え、束ねてください。

※クーポン券に破損が生じた場合、セロテープなどで補修せず、そのまま送付ください。

換金・請求方法について

３）換⾦⽤封筒 ※換金用封筒以外「私製封筒」での送付・換金は出来ません。
◆換⾦用封筒に「請求書」「クーポン券換⾦用⽚（⼤）」封入し、送付してください。
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封入前にもう一度ご確認ください封入前にもう一度ご確認ください

確認事項
□クーポン券の店舗さま控えを切り取り、必ず保管をしてください。
□請求書すべての項目をもれなく記載ください。
□クーポン券を輪ゴムで束ねて、この封筒にいれてください。
□クーポン券の向きをそろえてください。

２）請求書の準備
◆「請求書（様式４号）」 の記入⽇、住所、店舗名・代表者名・請求額・クーポン券の枚数・

振込先をすべてご記入の上、請求の準備をしてください。
※「請求書」は１枚のみ送付しますので、コピーしてお使いください。（事業者向けHPでダウンロードもできます）
※「請求書」代表者印を必ず押印ください
※控えが必要な場合は、請求書をコピーし、本通をお送りください。

４）換⾦・請求・振込⽇程 ※別紙にてキャンペーン延⻑に伴う変更点をご連絡します

《注意》
・不備がある場合は、取扱店舗への確認作業が発⽣するため、精算が遅れる場合がございます。
余裕をもってご送付ください。

・ご入⾦額に異議がある場合は、入⾦⽇から、１週間以内に限って承ります。

郵送請求到着期⽇ 振込予定⽇
① 5⽉精算分 2021年6⽉1⽇(火) 〜 2021年6⽉10⽇(木)到着分まで 2021年7⽉ 9⽇（⾦）

② 6⽉精算分 2021年6⽉11⽇(⾦) 〜 2021年6⽉30⽇(⽔)到着分まで 2021年7⽉30⽇（⾦）



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンQ&A

Q 利用者が誤ってクーポン券を洗濯や他の事由により破損させてしまった場合
①基本的に、券名、額面、裏面の管理番号が読めなければ利用できません。（換金出来ません。）
②破損が大きいなど、判断できない場合はコールセンターへお問い合わせください。

Q 利用者が誤ってクーポン券の半券を切り取ってしまった場合
①基本的に、クーポン券の「換金用片（大）」「半券（控用小）」が無い場合は利用できません。
②次に記載している内容であれば利用可能です。
・券の「換金用片（大）」及び「半券（小）」も存在し、管理番号かつ連番が確認できるもの。

③判断できない場合はコールセンターへお問い合わせください。

Q
換金は「換金用片（大）」をもって行います。
加盟店控の半券（小）では換金できません。
お取扱いには十分ご注意ください。

Q クーポン券のおつりは出せますか？
クーポン券の券面額に対するおつりは出せませんので、利用者にご説明ください。
※トラブルになる可能性がございますので、券面額以上のご利用をお勧めください。

券の半券（小）を収受し、換金用片（大）を利用者に返却してしまった場合

Q 請求書の押印に社印は必要ですか？
必要です。代表者印を必ず押印してください。印がない場合は、換金できない場合があります。

Q クーポン券への書き込みや、使用済みの押印は可能ですか？

①書き込みや押印は、表面のみ可能ですが、「クーポン券名」「額面額」「管理項目」が視認できない場合は
換金出来ない場合がありますので、ご注意ください。
※例として「使用済」印や日付印等であれば、「半券（小）」表側をお使いください。

Q ピンクのクーポン券もタクシー・レンタカーで使えますか？
はい。ピンクのクーポン券については、タクシー・レンタカー含めて、取扱い店舗すべてで利用可能です。
ブルーのクーポン券はタクシー・レンタカーのみでご使用いただけます。
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9

Q 取扱店舗用控の半券（小）の保管期間
◆換金振り込みが確認できるまで、保管してください。

Q 振込予定日を過ぎたが、入金確認が出来ない？
◆請求書に不備がある場合、振込予定日を過ぎる場合があります。
予定日を過ぎても振込確認が出来ない場合は、事務局にご連絡ください。

Q 取扱店舗登録完了前にクーポン券を受け取ってしまった場合
◆取扱店舗登録申請中であっても、取扱店舗取扱ツール一式が届いていない場合は受け取らないでください。
取扱ツール一式が到着し、準備が整い次第、クーポン券をお受け取りください。

Q 郵送請求到着期日を過ぎてしまった場合
◆郵送請求到着期日を過ぎてしまった場合は、換金することが出来ません。
※お早めの集計及び送付をお勧めします。

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンQ&A

Q 換金用封筒にクーポン券が入りきらない場合はどうすればいいですか？
※基本的には換金用封筒以外「私製封筒」での送付・換金は出来ません。

どうしても入らない場合はゆうパックにて着払いでお送りください。
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ポスターやステッカーの貼る場所が無い
利用者が認識出来るよう、工夫して可能な限り設置してください。
・新型コロナウイルス対策関連の指定された掲示物は、必ず設置してください。

Q ポスターが追加で欲しい
事務局までご連絡ください。（数に限りがございますので、対応出来ない場合もあります）
・「ふくいdeお得キャンペーン」のホームページからダウンロードが可能です。

ポスター・ステッカーが破損・劣化したので、新しいものが欲しい
事務局までご連絡ください。（数に限りがございますので、対応出来ない場合もあります）
・ポスターは、ホームページからダウンロードが可能ですが、取扱店舗ステッカーはダウンロード出来ません。

キャンペーンロゴを利用したい
取扱店舗独自の新聞・雑誌・折込チラシ・POPや印刷物等にキャンペーンロゴがご使用いただけます。
※事業者用ホームページから、ポスター・ロゴデザイン等がダウンロード出来ます。

テレビCM・ラジオCM・ホームページで「ふくいdeお得キャンペーン」の取扱店舗である
ことを発信したい
取扱店舗登録完了（取扱店舗取扱ツール一式到着後）で、発信可能です。

Q

Q

Q

Q

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンQ&A



ＴＥＬ：０７７６−９７−９５２７

受付時間：平日 9：00〜17：00（土・日・祝日 休み）

ＦＡＸ：０７７６−９７−９５３７

Mail：fukui-coupon@bsec.jp

ふくいdeお得クーポン事務局ふくいdeお得クーポン事務局

【お問合せ先】

●事業者向けホームページ
https://coupon.fukui-otoku.jp/business/

●県⺠向けホームページ（クーポン利用店舗検索画面）
https://coupon.fukui-otoku.jp/customer/


