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• 東京都内の事務所につきましては、 「感染防止徹底宣言ステッカー」を取得・
掲示することが必要です。

• 利用者に対して 新型コロナウイルス感染症対策に係る警戒情報を確認し、
行動するよう周知してください。

① 宿泊旅行商品・交通付き宿泊旅行商品の造成・販売

② 利用者からの申込受付
〇利用者の申込時に利用者に対して、「ただいま東京プラス利用規約」
を周知し、同意を得てください。

○対面販売の場合、ワクチン3回以上接種歴の確認及び本人確認を原則販売時
に行い、添乗員・現地係員等に確認済である旨を伝えてください。
※この場合、当日集合時のワクチン3回以上接種歴の確認を省略することは
できますが、当日集合時の本人確認・居住地確認は改めて必要となります。

⑤ 当日集合時に以下の事項を行ってください。
〇「ワクチン３回以上接種歴」又は「検査結果の陰性」の確認

※②の通り対面販売においてワクチン3回以上接種歴の確認を旅行事業者が行い
添乗員・現地係員等に確認済みである事を伝えた場合は当日の確認が不要です。
なお、この場合でも当日集合時の本人確認・居住地確認は必須です。
〇本人確認・居住地確認
○チェックイン時に、上記確認が済んだことを宿泊施設へ連絡してください。

④ 予約情報入力
〇旅行会社からの情報受領後直ちにregion PAY(クーポン発行システ
ム）上に、宿泊の予約情報を入力

⑥ チェックイン時にクーポン手交及びクーポン受領証兼利用申込書の回収
〇クーポンを手交
〇利用者にクーポン受領証兼利用申込書（様式5）の記入依頼・回収

⑧ 統一窓口へ実績報告
〇クーポン受領証兼利用申込書（様式5）については宿泊施設保管のため、
旅行事業者からの実績報告書類に含まれません。

⑦ クーポン受領証兼利用申込書（様式5）原本を保管
（事業終了後翌年度から5年間）

旅行事業者の対応業務フロー
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事前対応
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①旅行事業者が販売する添乗員・現地係員等が付く
宿泊旅行商品・交通付き宿泊旅行商品の場合

③ 宿泊事業者への予約情報を共有
〇旅行会社は宿泊事業者に対してクーポン発券に必要な情報を伝えて
ください。（別紙参照）
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• 東京都内の事務所につきましては、 「感染防止徹底宣言ステッカー」を取得・
掲示することが必要です。

• 利用者に対して 新型コロナウイルス感染症対策に係る警戒情報を確認し、行動
するよう周知してください。

① 宿泊旅行商品・交通付き宿泊旅行商品の造成・販売

② 利用者からの申込受付
〇利用者の申込時に利用者に対して、「ただいま東京プラス利用規約」を
周知し、同意を得てください。

○対面販売の場合、ワクチン3回以上接種歴の確認及び本人確認を原則販売時
に行い、宿泊施設等に確認済である旨を伝えてください。
※この場合、宿泊日当日のワクチン3回以上接種歴の確認を省略することは
できますが、宿泊日当日の本人確認・居住地確認は改めて必要となります。

④ 予約情報入力
〇旅行会社からの情報受領後直ちにregion PAY(クーポン発行システム）
上に、宿泊の予約情報を入力

⑥ チェックイン時にクーポン手交及びクーポン受領証兼利用申込書
（様式5）の回収
〇クーポンを手交
〇利用者にクーポン受領証兼利用申込書（様式5）の記入の依頼・回収

⑧ 統一窓口へ実績報告
〇クーポン受領証兼利用申込書（様式5）は宿泊施設保管のため、
旅行事業者からの実績報告書類に含まれません。

⑦ クーポン受領証兼利用申込書（様式5）原本を保管
（事業終了後翌年度から5年間）

旅行事業者の対応業務フロー

事前対応

事後対応
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③ 宿泊事業者への予約情報を共有
〇旅行会社は宿泊事業者に対してクーポン発券に必要な情報を伝えて
ください。（別紙参照）

②旅行事業者が販売する添乗員・現地係員が付かない
宿泊旅行商品・交通付き宿泊旅行商品の場合

⑤ 当日チェックイン時に以下の事項の確認
※②の通り対面販売においてワクチン3回以上接種歴の確認を旅行事業者
が行い宿泊施設等に確認済みである事を伝えた場合は確認が不要です。
なお、この場合でも当日集合時の本人確認・居住地確認は必須です。
〇本人確認・居住地確認
〇「ワクチン３回以上接種歴」又は「検査結果の陰性」の確認
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• 日帰り旅行を造成する旅行事業者は各支店・店舗ごとに「旅行事業者日
帰り旅行取扱い登録申請フォーム」から登録申請をしてください。登録
完了後、region PAY(クーポン発行システム）のIDとパスワードをメール
でお送りいたします。

• 「旅行事業者日帰り旅行取扱い登録申請フォーム」は、統一窓口事業者
マイページにおいて東京都へ販売申請する際の参画における同意確認画
面及び申請後もマイページからご確認いただけます。

• 東京都内の事務所につきましては、「感染防止徹底宣言ステッカー」を
取得・掲示することが必要です。

• 利用者に対して 新型コロナウイルス感染症対策に係る警戒情報を確認し、
行動するよう周知してください。

① 日帰り旅行商品の造成・販売

② 利用者からの申込受付
〇利用者の申込時に利用者に対して、「ただいま東京プラス利用規約」
を周知し、同意を得てください。

○対面販売の場合、ワクチン3回以上接種歴の確認及び本人確認原則販売時に
行い、添乗員・現地係員等に確認済である旨を伝えてください。
※この場合、当日集合時のワクチン3回以上接種歴の確認を省略することは
できますが、当日集合時の本人確認・居住地確認は改めて必要となります。

③ 予約情報入力
〇申込受付後直ちにregion PAY(クーポン発行システム）上に、旅行の予約
情報を入力してください。

⑤ 当日集合時にクーポン手交及びクーポン受領証兼利用申込書（様式5）回収
〇クーポンを手交
〇利用者にクーポン受領証兼利用申込書（様式5）の記入の依頼・回収をし
てください。

⑦ 統一窓口へ実績報告
〇クーポン受領証兼利用申込書（様式5）は提出する必要ありません。

⑥ クーポン受領証兼利用申込書（様式5）原本を保管
（事業終了後翌年度から5年間）

旅行事業者の対応業務フロー

事前対応

事後対応

はじめに

④ 当日集合時に以下の事項を行ってください
〇「ワクチン３回以上接種歴」又は「検査結果の陰性」の確認

※②の通り対面販売においてワクチン3回以上接種歴の確認を旅行事業者が行い
添乗員・現地係員等に確認済みである事を伝えた場合は確認が不要です。
なお、この場合でも当日集合時の本人確認・居住地確認は必須です。
〇本人確認・居住地確認
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（別紙）旅行事業者から宿泊事業者への伝達情報

宿泊旅行商品・交通付き宿泊旅行商品の場合、添乗員・現地係員の有無に関わらず、クーポ
ン発券に必要な情報を旅行事業者から宿泊事業者へ事前にお伝えいただく必要があります。
※宿泊事業者はクーポン発券時に当該情報を入力する必要がありますので、お早めにお伝え
いただくようお願いします。

※クーポンの入力情報が誤りがある場合、助成金精算時の差戻の原因となります。
旅行事業者コードを含む以下の情報について漏れなく正しく宿泊事業者へお伝えください。

旅行事業者から宿泊事業者へお伝えいただく情報

旅行種別 宿泊か交通付き宿泊か

旅行者種別 修学旅行該当の有無

代表者名

旅行（宿泊）開始日

宿泊数

割引助成額の切り捨て方法 1円未満切り捨てか100円未満切り捨てか

予約日

既存予約への適用は不可のため、予約日は2023年3月27日以
降となります。
2023年3月27日正午より前に予約された受注型企画旅行へ適
用する場合には、
確定書面の交付日（2023年3月27日以降に限る）を予約日と
して宿泊施設等へお伝えください。

予約番号

旅行事業者名

旅行事業者コード 統一窓口から付番されたT＋7桁の番号

割引助成額 旅行者全員の合計旅行代金か旅行者個別の旅行代金か

割引を適用する人数

割引前宿泊料金

ワクチン3回接種確認済みの利用者名
（対面販売かつ添乗員・現地係員等が
つかない旅行の場合）

宿泊施設等に確認済みである事を伝えれば、当日の宿泊施
設等のワクチン3回接種済み確認は不要



◆本人確認・居住地確認のための身分証明書一覧について

参考資料

「ただいま東京プラス」
本人確認・居住地確認のための身分証明書等一覧

※有効期限が切れているものは不可となります。
※以下の書類のうちいずれかについて、参加者全員分の確認が必要です。
※以下の書類の確認ができない場合は、助成対象となりません。
※本人確認は、「予防接種済証等」又は「検査結果通知書」の確認と併せて行うもの

です。
※日本在住の外国人の方等の確認書類については、Q＆Aをご参照ください。
ご不明な点はお問い合わせください。



参考資料

◆ワクチン接種歴または検査結果等の確認について



参考資料

◆利用規約（表面） ※今後内容は変更になる可能性があります。



参考資料

◆利用規約（裏面） ※今後内容は変更になる可能性があります。



参考資料

◆クーポン受領証兼利用申込書

団体旅行の場合でも
利用者全員分の本人確認が必要

この欄全てにチェックが
ある場合のみ
キャンペーン対象

※記入漏れがないことを
確認する

利用者住所/利用者署名は
各自にて署名が必要

本人確認及びワクチン接種歴
（３回以上）又はPCR検査等
(※)での陰性確認が必要
※旅行当日において有効な結果である
こと

①クーポン受領証兼利用申込書の回収
下記内容をご確認の上、必ず利用者全員分のクーポン受領証兼利用申込書を回収してください。

※宿泊旅行商品・交通付き宿泊旅行商品の場合、宿泊施設で発行・回収してください。

日帰り旅行商品の場合、旅行事業者で発行・回収してください。

・必要項目全てにチェックがあるかの確認。

・全員への本人確認及び居住地確認。

・ワクチン接種歴（３回以上）又はPCR検査等での陰性確認。

・利用者住所/利用者署名欄への署名確認。

発行事業者名・
OTA名等は自動印字

クーポンを発行した宿泊/旅行
事業者のご担当者名を記入

※ゴム印押印でも可

※今後内容は変更になる可能性があります。



学校の定義

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・高等専門学校・専修学校及び各種学校をいう。

また、1月10日以降の旅行においては、保育所、認定こども園、児童福祉法における
児童福祉施設についても本特例の対象とします。

○ワクチン接種歴等の確認は省略可能です。また、1月10日以降の旅行においては、
引率者についてもワクチン接種歴等の確認は不要です。

〇修学旅行等を公費出張で引率する教員など、国、東京都等の行政機関が宿泊費、輸
送費等の直接経費の全部又は一部を負担して実施するものは助成の対象外です。

〇クーポン受領証兼利用申込書は引率者の助成の有無にかかわらず引率者1名のみご
記入ください。

この場合、「利用者住所欄」には学校の所在地、「利用者署名欄」には引率者名を

ご記入ください。また、次頁「5 参考資料 学校行事における引率者のクーポン

受領証兼利用申込書記入例」の通り学校名・行事名・クーポンを受領した引率者数・

生徒数を記入してください。

クーポンを受領した他の引率者及び生徒の「クーポン受領証兼利用申込書」については

記入する必要はありませんが、宿泊事業者は破棄せず引率者の受領証とあわせて保管を

してください。

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～「学校の
新しい生活様式」～（2022.4.1 Ver.8）に基づく学校行事に限り、クーポン受領証兼
利用申込書及びワクチン接種歴等の確認の取り扱いについては以下の通りとします。

※修学旅行、校外学習（遠足・社会科見学）、クラブ活動等が学校行事に該当します。
PTAやこども会での行事は含まれません。

参考資料

・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～
「学校の新しい生活様式」～（2022.4.1 Ver.8）

https://www.mext.go.jp/content/20220404-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

参考：

②学校における旅行の特例



✓

✓
✓
✓

✓

✓

△△区立〇〇中学校 修学旅行 引率者〇名 生徒〇〇名

✓

東京都△△区〇〇町１-２-３

東京 太郎

参考資料

学校行事における引率者のクーポン受領証兼利用申込書記入例

学校行事の場合は、
生徒・引率者のワクチン接種歴（３回以上）
又はPCR検査等での陰性確認は省略可能です。
この場合、本様式に記入する引率者には
②に該当するものとして☑を記入するよう
求めてください。

学校名・行事名・
クーポンを受領した引率者数・生徒数
を記入してください。

クーポンを受領した引率者及び生徒の「クーポン受領証兼利用申込書」については

記入する必要はありませんが、宿泊事業者は破棄せず引率者の受領証とあわせて

保管をしてください。

△△区立〇〇中学校

東京 太郎


