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１ 助成金の交付申請の準備
（1）助成金の交付申請の概要
①助成金交付申請に係る規程類の確認
「ただいま東京プラス」（以下「本事業」という。）に参画し助成金の交付申請をする事業
者は、以下の規程類に従う必要があります。

「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」実施要綱 （以下、「要綱」という。）

「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」実施要領（以下、「要領」という。）
マニュアル類
・宿泊事業者用 取扱マニュアル（以下、「取扱マニュアル」という。）
・宿泊事業者用 助成金精算マニュアル（以下、「本マニュアル」という。）
・クーポン発行事業者用管理画面マニュアル（以下、「region PAY管理
画面マニュアル」という。）
規程類は以下のURLを参照してください。
「ただいま東京プラス」 公式ホームページ
URL：https://ryokoshientokyo.jp/business/

② 助成金交付申請を行う者
要綱 第５条第１項（２）に定める登録宿泊事業者が行います。
登録宿泊事業者が複数の登録宿泊施設を有する場合、事業者単位で取りまとめて一括
で申請を行ってください。
申請の対象となる支援対象商品は自身の施設を直接取り扱う宿泊商品（宿直商品）の
みです。旅行事業者が取り扱う支援対象商品（宿泊旅行商品や交通付き宿泊旅行商
品）については、旅行事業者が申請しますので、申請に含めないでください。

③ 助成金の交付申請を行う方法
「助成金交付申請画面 」より、交付申請に必要な書類をアップロードすることで申請
いただきます。迅速な審査とお振り込みのため、オンライン申請へのご協力をお願い
します。
システム申請が困難な場合は、郵送での申請を受け付けます（P11,12参照）。システ
ム審査に比して審査完了までにお時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
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１

助成金の交付申請の準備
④ 助成金の交付申請の前にあらかじめご確認いただくポイント
 旅館業登録を有する登録宿泊事業者ですか。 住宅宿泊事業法又は国家戦略特別区

域法認定の施設（民泊）、宿泊施設に準ずるもの（夜行フェリー、クルーズ船
等）は旅行事業者が申請しますので、助成金申請をしていただく必要はありませ
ん。
 region PAYへの予約情報の登録で予約経路を選択する際に、旅行事業者が販売する
支援対象商品を誤って宿直商品で登録していませんか。助成金の申請は自身の施
設を直接取り扱う宿泊商品（宿直商品）のみです。region PAYの実績台帳の出力の
際は「宿直分のみ」を選択して出力してください。。
 お客様の予約の変更や取消は region PAY にすべて反映済みですか。クーポン発行
実績台帳及び「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書
（様式６）に自動印字される内容は、region PAYの反映内容に基づいています。
 要綱、要領及び取扱マニュアル 2

事業の内容（４）助成の対象となる宿泊商品

（P13～16）の助成の対象となる宿泊商品のルールに沿って販売したもののみと
なっていますか。
 マイページの登録内容に変更はありませんか。登録内容に不備がある場合、入金
の遅れにつながります。変更がある場合は、宿泊事業者コールセンターにお問い

合わせください。

⑤ 審査および調査へのご協力
助成金の交付申請後、事務局において審査を行います。
その際、申請内容の詳しい確認のため、要綱第７条の定めに従って、調査へのご協力
や追加資料のご提出をお願いすることがあります。その場合、審査に時間を要する場
合がございますのでご了承ください。
要綱第７条の定めによって、適正な調査実施を妨害したとみなされた場合は事業者登
録を取り消すことがあります。なお、事業者の登録が取り消された場合、要綱第８条
の定めに従って助成金の返還を行う必要があります。また、調査は助成金の交付後で
も行われる場合があります。
本事業に関する申請書類の写し等、財団、事務局及び統一窓口等からの通知文書及 び
宿泊施設や運送機関等と交わした精算関係書類等の原本は翌事業年度から5年間保管し
てください。
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１ 助成金の交付申請の準備
（２）助成金の交付申請に必要な書面の準備
助成金の交付申請に用いる証憑は4点です。
クーポン発行システムであるregion PAYを活用することにより、別途データ作成を行
うことなく申請することが可能です。このため、region PAYへの遅滞なき正確な入力、
取消の反映が速やかな申請のために重要となります。

クーポン発券
時に印刷

管理画面
申請時
に出力

2.クーポン発行実績台帳
（宿直分のみ）

P15参照
P14参照

3. クーポン受領証兼利
用申込書（様式５）に利
用者が署名したもの
（宿直分のみ）
4.宿泊を提供したことを
証明する書類等

1. 「全国旅行支援を活用し
た地域観光支援事業」助成金
振込依頼書（様式６）

P16参照

（様式6）

地域観光支援

令和

年

月

公益財団法人東京観光財団
理事長 金子 眞吾
殿

日

P13参照

事業者登録№
(会社名）

印

(所在地）
(代表者名）
(担当者名）
(連絡先）

「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」
助成金振込依頼書（請求期間：令和４年〇月〇日から令和４年〇月〇日）
下記のとおり、「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」の実施に係る助成金
の振込を依頼します。なお、貴財団のお振り込みと同時に、当方において助成金を受
領したものと認めます。

アップロード

助成金交付申請画面

※宿泊施設が直接取り扱う宿泊（宿直）の実績を記入してください。
記
１

助成金交付申請額

２

宿泊事業者が直接取り扱う宿泊（宿直）の実績

円

(region PAY実績台帳上の、宿泊施設が直接取り扱う宿泊(宿直)の割引代金額と合わせること）

助成金交付申請件数

件

クーポン受領証兼
利用申込書

枚

助成前の旅行代金
合計

宿泊数合計

泊

クーポン発券金額
合計

円

円

※必ずregionPAYシステム管理画面より、実績台帳にて宿泊施設が直接取り扱う宿泊（宿直）の
実績をご確認の上で、金額及び数値の記載をお願い致します。
※助成金振込依頼書とともに、下記書類も添付すること。
・利用者から回収した「クーポン受領証兼利用申込書」（様式５）（写）
（宿泊事業者が直接取り扱う宿泊分）
・regionPAYから出力したクーポン発行実績台帳(宿泊事業者が直接取り扱う宿泊（宿直分）
・宿泊証明書類（写）
宿泊証明書類(写)の例：
「領収証」(写)、「お客様宛の請求書」（写）又は宿泊証明書（写）等のいずれか一つ
→お客様名、泊数又はチェックイン・チェックアウト日、宿泊人数、宿泊代金割引額及び宿泊代金の記載
が必要となります。
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2 助成金の交付申請の方法
（1）助成金の交付申請の全体図
助成を受けるには、申請期間内に助成金の交付申請を行っていただく必要があります。
報告は「助成金交付申請画面 」へのデータアップロードによって行います。
PDF化した提出書面の原本は事業終了後翌年度から５年間保管してください。

①必要な4つの書面の準備
ア region PAYからの出力 ：region PAY管理画面マニュアルP26～28参照
1. 「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書
（様式６）
→ 申請期間に対して1通作成
2. クーポン発行実績台帳
→ 自身の施設を直接取り扱う宿泊商品（宿直商品分
のみ）出力
イ 利用者毎に保管していた書面
3. クーポン受領証兼利用申込書（様式５)（宿直商品）分のみ⇒利用者全員・全日分
4. 宿泊を提供したことを証明する書類等×予約件数分

登録宿泊事業者

② アップロード・申請

修正後 再アップロード

調査依頼

助成金交付申請画面

不備修正依頼
P17参照

承認

事務局
（審査）

③「助成金交付額決定通知
書」による通知

通知の確認

④の通知から30日以内に助成
金振込実施
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2
ｓ 助成金の交付申請の方法
（2）助成金の交付申請および精算のスケジュール
① 助成金の交付申請の期間（2パターンからの選択）
助成金の交付申請は、必ず、申請の期限までに行ってください
申請はチェックアウト日を基準として行い、一つの予約が期間をまたぐ場合はチェッ
クアウト日が含まれる期間に全宿泊日分を含めて申請してください。
申請は期単位（半月単位）または月単位で選択してください。初回に選択したパター
ンから変更はできません。

（期

申請期

チェックアウト日 申請の期限（必着）

半

１期

10月21～31日

11月15日（火）

月

２期

11月1～15日

11月30日（水）

３期

11月16～30日

12月15日（木）

10月

10月21～31日

11月15日（火）

11月

11月1～30日

12月15日（木）

12月

12月1～21日

令和5年1月15日（日）

単

単

ど
４期
12月1～15日
12月28日（水）
ち 位
ら ） 位 ５期
12月16～21日
令和5年1月15日（日）
か
を
選
月 申請月 チェックアウト日 申請の期限（必着）
択
単
位

記入不備による再申請を含めて、上記いずれのパターンにおいても

最終的な受付は令和5年1月15日（日）
とし、それ以降に提出されたものは助成の対象となりませんので、十分にご注意ください。

② 助成金の交付申請に際しての重要な注意点
⚫ １～５の各期または各月ごとに申請できるのは1回のみです。既に申請済みの期間
に対して追加の申請はできません。期間に含まれる実績は1回ですべてそろってい
ることをご確認の上、申請してください。
⚫ 審査結果が確定し「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金交付額決定
通知書が通知されてから30日以内に助成金の振り込みを実行します。
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2 助成金の交付申請の方法
（3）助成金の交付申請の手順
①助成金の交付申請から入金までの流れ
1.登録事業者によ
る複数施設の交付
申請書類の集約

2.提出書類を
整える

申請は宿泊施設ごとではなく、登録事業者が一括して行っていただ
きます。各施設より提出書類の集約をしてください。
申請は期間単位または月単位です。どちらか選択してください。
（１）「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書
（様式６）
：1通 押印したものをPDF化
（２）クーポン発行実績台帳（宿直分のみ）：1通 CSV形式
（３）クーポン受領証兼利用申込書（様式５）（宿直分のみ）
：発行枚数分すべてをPDF化
（４）宿泊を提供したことを証明する書類等：予約件数分すべてをPDF化
※（３）（４）は、容量オーバーの場合には複数のＰＤＦにわけてくだ
さい（１点あたりの容量上限は10MBです）
申請期間内において全件で上記すべてがそろった状態で申請してく
ださい。1つの期間で追加申請はできません。

3.マイページから
アップロード

提出書類はすべてマイページにある「助成金交付申請画面 」への
アップロードにてご提出いただきます。

4.東京事務局で
審査

審査は原則として申請いただいた順に実施いたします。各期間の期
限日近くは申請数が集中することが見込まれるため、お時間がかか
る場合があります。

東京事務局
での調査

5.助成額決定

書類不備等のあった場合、登録時に事業者担当者情報として登録さ
れたメールアドレス又は電話番号にご連絡をいたします。
修正後に再申請をしていただきますため、審査の完了にお時間がか
かります。早い振り込みの実施のため、不備のないよう十分なご確
認をお願いいたします。
助成額が決定したらメールで通知いたします。助成金交付額決定通知書
をマイページからダウンロードしていただき助成額をご確認ください。
助成金交付額決定通知のあった日から30日以内に登録時に事業者担
当者情報として登録された口座に振り込みを実施します。振り込み
日の通知は行いません。振込手数料は事務局が負担します。

6.振り込み

振り込み名【タダイマトウキョウプラスジムキョク】
口座情報に誤りがあり振込不能となった際は、事務局よりご連絡い
たします。再振込にはお時間がかかりますので、不備のないよう十
分なご確認をお願いいたします。。

７.入金額の確認
相違の際のご連絡

入金額に相違がある場合は、速やかに宿泊事業者コールセンターま
でお問合せください。振込日から2週間以内にお願いします。
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2 助成金の交付申請の方法
②助成金の交付申請画面の入力方
1. マイページを開いてください。

2. マイページのURLは登録審査完了時
に事務局よりお送りしたメールに記
載がございます。
助成金交付申請は「こちら」から
をクリックしてください
3. 助成金交付申請画面が開きますので、事
業者名称が正しく表示されているかご確認
ください。

ABCホテル

助成金の申請単位（申請頻度）を選択してくださ
い。いずれかをクリックして選択します。
・期単位（半月単位）
・月単位
1回目に選択いただいた申請単位（頻度）は途中
で変更できません。P7の期間を参照いただき検討
の上、選択ください

ここには審査の状況が表示されます。
「申請」
：入力画面が開きます
「審査中」 ：状況照会画面が開きます
「審査OK」 ：完了照会画面が開きます
「差し戻し」：状況照会画面が開きます

既に申請したものを含めて申請内容が一覧表示されます。今回申請
する期・月のチェックボックスにチェックを入れてください。

画面続きは次ページ
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2 助成金の交付申請の方法
4．申請画面に、入力および書面のアップロードをしていただきます。全項目が必須入力です。

P13以降の各書面の作成の
注意点を踏まえてご準備く
ださい。各書面は指定の
ファイル形式にした上で、
参照ボタンをクリックし
アップロードしてください。
1つのファイルサイズは
10MBまでです。超える場
合は分割してください。
20ファイルまで添付でき
ます。

【「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助
成金交付申請書類（一部郵送用）】はここをクリッ
クしてダウンロードしてください。(P11参照)

≪ご案内≫
「クーポン受領証兼利用申込書（様式５）」
および「宿泊を提供したことを証明する書類
等」の添付容量が不足する場合は郵送でお送
りいただくことができます。（P11参照）。
その場合は、
【「全国旅行支援を活用した地域観光支援事
業」助成金交付申請書類（一部郵送用） 】に
ご記入いただいたものをPDF化してこの2か所
添付をいただき助成金申請を完了してくださ
い。その上でP11のご案内に沿って受領証、
証明書類のご郵送をお願いいたします。
※この2か所に添付がないと申請が完了いたし
ません。
助成金振込依頼書（様式６）
1.助成金交付申請額
に表示されている金額を正確にご入力ください。
入力に誤りがあると差し戻しとなり、再度申請し
なおしとなります。
すべての入力が完了したことを確認し、回答ボタンを押してください。
5. 申請が事務局へ問題なく送信されると「受付完了メール」が通知されます。あらかじめ発信
アドレスno-reply@ryokoshientokyo.jp を受信できるようにしてください。
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2 助成金の交付申請の方法
（４） クーポン受領証兼利用申込書（様式５）および
宿泊を提供したことを証明する書類等のみの郵送方法（一部郵送）
助成金の交付申請画面からの申請を原則としますが、アップロードするクーポン受領証兼利
用申込書（様式５）および宿泊を提供したことを証明する書類等が容量を超えて提出が必要
となった場合は当該書類のみの郵送による申請を受け付けます。
この場合においても、region PAYから出力される「全国旅行支援を活用した地域観光支援事
業」助成金振込依頼書（様式６)とクーポン発行実績台帳（宿直分のみ）は、あらかじめ助成
金交付申請画面からアップロードしてシステム申請は完了いただくことが必要です。
なお、ご送付いただいた書類のご返却はできかねます。

Ａ）助成金交付申請画面からの申請完了
①P10を参照し、助成金申請画面から「「全国旅行支援を活用した地域観光支援事
業」助成金交付申請書類（一部郵送用）」をダウンロードします（Word版とPDF版
どちらをご利用いただいても問題ございません）
②記入の上PDF化します
③クーポン受領証兼利用申込書1ファイル目および宿泊証明書類の１ファイル目の
添付欄にアップロードします。
B）書面の準備
・クーポン受領証兼利用申込書（様式５）(宿直分のみ・写し)×利用者全員・全日分
・宿泊を提供したことを証明する書類等（写し） ×予約件数分
⇒原本は事業者にて保管し、コピーを送付してください。
C）書類のセット方法
Aでアップロードした「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業助成金交付申請
書類（一部郵送用）」をクーポン受領証兼利用郵送書面の一番上に置き封入してくだ
さい。書類は種別ごとにまとめた上、下記の順に重ねてください。
「全国旅行支援
を活用した地域
観光支援事業」
助成金交付申請
書類
（一部郵送用）

クーポン受領証 宿泊を提供した
兼利用申込書
ことを証明する
（様式５）
書類等（写し）
（宿直分のみ・
×予約件数分
写し）

D）送付する封筒の記載方法
〒100-0004 東京都千代田区大手町2‐2‐1 新大手町ビル
「ただいま東京プラス事務局」宿泊事業者精算係 宛
登録事業者名 XXXXXXXXXXXXXXX
事業者コード（X-８桁の数字）

E）申請期日に必着で送付すること
助成金申請画面で選択した申請期間における「申請の期限(必着)」の日に事務局に
到着していることが必要です。余裕を持っての発送をお願いします。
送付については、履歴を追える方法（ゆうパック・宅配便等）にてお願いします。
未着となった場合の責任は事務局では負いかねます。
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2 助成金の交付申請の方法
（５）全ての書類を郵送する際の助成金の交付申請の方法
システムによる申請を原則としますが、やむを得ない事情で申請ができない場合は全書類の
郵送による申請を受け付けます。
手順はシステムによる申請と同じです「助成金の交付申請から入金までの流れ」の「３．マ
イページからのアップロード」に関して、以下のとおり置き換え、事務局まで申請書類をお
送りください。ご送付いただいた書類のご返却はできかねます。。
また、システム申請に比して審査にお時間を要します。ご了承の上ご利用ください。

A) 必要な4つの書面の準備
ア region Payからの出力 ：region PAY管理画面マニュアルP26～28参照
1. 「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書（様式６）
→ 申請期間に対して1通作成、押印
2. クーポン発行実績台帳(宿直分のみ) → 宿直商品分のみで出力、内容が判
別可能なサイズ、枚数にて作成
⇒この2つは原本を送付してください。コピーを取って保管ください。
イ 利用者毎に保管していた書面
3. クーポン受領証兼利用申込書（様式５）(宿直分のみ・写し)×利用者全員・全日分
4. 宿泊を提供したことを証明する書類等（写し） ×予約件数分
⇒この2つは、原本は事業者にて保管し、コピーを送付してください。
B) 書類のセット方法
本マニュアル巻末の別紙「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業助成金交付申請
書類（郵送用）」をコピーいただき、もれなく記入した上で A)の4つの書面の一番
上に置き封入してください。
「全国旅行支援
を活用した地域
観光支援事業」
助成金交付申請
書類
（郵送用）

1.「全国旅行 2.クーポン
3.クーポン
支援を活用し
発行実績台
受領証兼利
た地域観光支
援事業」助成 帳（宿直分 用申込書
（様式５）
金振込依頼書 のみ）
（宿直分の
み・写し）

（様式６）

4.宿泊を提供
したことを証
明する書類等
（写し）×予
約件数分

C) 送付する封筒の記載方法

書類は種別ごとに
まとめた上、左記
の順に重ねてくだ
さい。
3.の台帳の記載順
に4.5,を重ねてく
ださい。

〒100-0004 東京都千代田区大手町2‐2‐1 新大手町ビル
「ただいま東京プラス事務局」宿泊事業者精算係 宛
登録事業者名 XXXXXXXXXXXXXXX
事業者コード（X-８桁の数字）
D) 申請期日に必着で送付すること
P7に記載の各申請期間における「申請の期限(必着)」の日に事務局に到着しているこ
とが必要です。余裕を持っての発送をお願いします。
送付については、履歴を追える方法（ゆうパック・宅配便等）にてお願いします。
未着となった場合の責任は事務局では負いかねます。
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３

助成金の交付申請に必要な書類

（１）「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」
助成金振込依頼書（様式６）
①regionPAYの管理画面の実績台帳ダウンロード画面より申請する「期」または「月」を選択の上
「様式6表示」のボタンを押してください。②ボタンを押すと、以下の赤枠の部分が自動印字され
て様式6が表示されます。手入力による修正はできません。
①～⑦はregion PAY実績
③表示されたら様式6を印刷してください
台帳で確認いただく箇所
④内容を確認の上、申請日の記入及び押印後にPDF化してください。

です（次ページ参照）
アップロード日をご
記入ください。

ご記入いただく部分

自動印字される部分

（様式6）

地域観光支援

令和

年

月

公益財団法人東京観光財団
理事長 金子 眞吾
殿
事業者登録№
(会社名）

印

(所在地）
(代表者名）

日

内容をご確認いただ
き法人の場合は事業
者印、個人事業主の
場合は個人印を押印
してください。その
後PDF化してくださ
い。
region PAYに登録され
ている事業者情報が
印字されます

(担当者名）
(連絡先）

「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」
助成金振込依頼書（請求期間：令和４年〇月〇日から令和４年〇月〇日）
下記のとおり、「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」の実施に係る助成金
の振込を依頼します。なお、貴財団のお振り込みと同時に、当方において助成金を受
領したものと認めます。

様式6出力時に選択
した申請期間の合計
が印字されます。

※宿泊施設が直接取り扱う宿泊（宿直）の実績を記入してください。
記
１

助成金交付申請額

円

２

宿泊事業者が直接取り扱う宿泊（宿直）の実績

(region PAY実績台帳上の、宿泊施設が直接取り扱う宿泊(宿直)の割引代金額と合わせること）

助成金交付申請件数

件

クーポン受領証兼
利用申込書

助成前の旅行代金
合計

宿泊数合計

枚

泊

クーポン発券金額
合計

円

円

※必ずregionPAYシステム管理画面より、実績台帳にて宿泊施設が直接取り扱う宿泊（宿直）の
実績をご確認の上で、金額及び数値の記載をお願い致します。
※助成金振込依頼書とともに、下記書類も添付すること。
・利用者から回収した「クーポン受領証兼利用申込書」（様式５）（写）
（宿泊事業者が直接取り扱う宿泊分）
・regionPAYから出力したクーポン発行実績台帳(宿泊事業者が直接取り扱う宿泊（宿直分）
・宿泊証明書類（写）
宿泊証明書類(写)の例：
「領収証」(写)、「お客様宛の請求書」（写）又は宿泊証明書（写）等のいずれか一つ
→お客様名、泊数又はチェックイン・チェックアウト日、宿泊人数、宿泊代金割引額及び宿泊代金の記載
が必要となります。

※申請時の事業者名にて提出してください。
※複数の宿泊施設を経営している場合、登録事業者名で実績を1つにまとめて提出してくださ
い。

様式6出力時に選択
した申請期間の各項
目の合計の数字が印
字されます
提出いただく【クーポ
ン受領証兼利用申込
書】 （様式５）（宿直
分のみ）はこの枚数分
必要です

提出いただく【宿泊
を提供したことを証
明する書類等】はこ
の枚数分必要です
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３

助成金の交付申請に必要な書類

（２）クーポン発行実績台帳
自身の施設を直接取り扱う宿泊商品（宿直商品）のクーポン発行実績台帳をregion
PAYの管理画面から出力してください。クーポン発行事業者用管理画面マニュアル
P26～28を参照し、施設別ではなく登録事業者にて一括で出力してください
【実績台帳ダウンロード画面】

②申請する「期」または「月」を選択します
③宿直分のみを選択してください
④プルダウン一番上に表示の事業者名を選択
登録いただいたすべての宿泊施設分の実績が
出力・表示されます

⑤CSV出力を選択して出力してください
①実績台帳ダウンロードをクリック
【実績台帳】※項目抜粋

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

助成金申請期間
助成金交付申請件数
クーポン受領書兼利用申込書枚数
宿泊数
助成前の宿泊代金
助成金交付申請額
クーポン発行額

①～⑦が「助成金振込依頼書」（様
式６）のに各項目に表示されます。
前ページと合わせてご確認ください。
⑤～⑦の金額は割引計算方式毎の値
を合算して表示されます。
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３

助成金の交付申請に必要な書類

（３）クーポン受領証兼利用申込書（様式５）
自身の施設を直接取り扱う宿泊商品（宿直商品）において、利用者から回収した
「クーポン受領証兼利用申込書」（様式５） （宿直分のみ）を全枚数提出いただきま
す。発行クーポン1枚に対して１枚となるので、例えば3泊された利用者には3枚への
署名をいただき回収しているものとなります。（取扱マニュアルP30に記載の学校に
おける旅行を除く）
この書面の提出がない場合、助成金の支払い対象外となります。
また、利用者の記入漏れある場合も助成金の支払い対象外となります。

この欄にもれなく
チェックがあること。
1つでも記入のない
場合は助成の対象外。

この欄にチェックが
ある方は助成対象外。
いいえとの重複
チェックも対象外。

利用者の自署である
こと。住所が省略さ
れていないこと。
学校における旅行の
場合は「利用者住所
欄」には学校の所在
地、「利用者署名
欄」には引率者名が
記入されていること

学校における旅行の
場合は記入のこと。

この部分に破損・汚
損のないこと。審査
に使用します。
施設様の発行担当者
名（コム印可）
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３

助成金の交付申請に必要な書類

（４）宿泊を提供したことを証明する書類等
自身の施設を直接取り扱う宿泊商品（宿直商品）において、宿泊を提供したことを証
明する書類等（お客様名、泊数又はチェックイン・チェックアウト日、宿泊人数、宿
泊代金が記載された領収書、宿泊明細書等）の写し、若しくはそれに相当する書類を
提出してください。
具体的には「領収書」「ご利用明細書」「宿泊証明書」等を提出いただきます。
指定の項目を全て確認できるものであれば様式は問いません。

【「ご利用明細書」の例】

① 宿泊施設名
② 利用者（代表者）名
③ 宿泊人数
（助成対象者＝クーポン
発行対象の人数がわか
ること）
④ チェックイン日及び
泊数、またはチェッ
クイン及びチェック
アウト日
⑤ 支払金額
（助成前宿泊金額・助成
金額・請求金額のうち
２つ以上の記載がある
もの）
上記5点の記載に不 足
がある場合、補完する
申請書類を加えて提出
してください。また、
5点の記載があっても
宿泊実績の証明とはな
らない「予約票」など
は不適切です。
①～⑤がもれなく記載
のない場合、不備修正
が必要となりお振り込
みが遅くなる場合がご
ざいます。
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4 助成金の交付申請の後の修正申請
（1）助成金の交付申請に不備があった際の手順
①審査による不備の修正依頼と再申請の流れ
P6でご案内の助成金の交付申請の全体図の中で「不備修正依頼」となった際の手順は以下のとお
りです。

P8

メールタイトル：【重要】ただいま東京プラス事務局 助成金交付申
請 審査結果のお知らせ
発信アドレス：no-reply@ryokoshientokyo.jp
不備の内容を記載したメールが送信されますので、不備の内容をご
確認ください。

1.書類不備をメー
ルで通知

2.申請情報の修正
および再作成

（３）① 4.東京事務局で審査

（１）「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書
（様式６）
：1通 押印したものをPDF化
（２）クーポン発行実績台帳（宿直分のみ）：1通 CSV形式
（３）クーポン受領証兼利用申込書（様式５）（宿直分のみ）
：発行枚数分すべてをPDF化
（４）宿泊を提供したことを証明する書類等：予約件数分すべてをPDF化
以上のどの書類に不備があったのかをご確認いただき、該当箇所を修正し
て書類の再作成をお願いいたします。
マイページ内の「助成金申請情報照会ページ」の中で修正該当期間のも
のをクリックすると、再申請用の「助成金詳細ページ」が開きます。右
上の鉛筆のボタンを押していただき、最初の申請時と同様にアップロー
ドにて修正後の書類をご提出いただきます。（P18参照）

3.マイページのリ
ンクから再申請

鉛筆のボタンはこのようなボタンです⇒

4.東京事務局で
再審査

再審査は原則として申請いただいた順に実施いたします。

P8

（３）① ５．助成額の決定

に戻る

②不備の例
⚫ 「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書（様式６）に出力された助
成金交付申請額と申請画面に入力された助成金交付申請額が一致しない
⚫ 「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書（様式６） の押印が法人
にもかかわらず事業者印でない（法人の場合は個人印は不可）
⚫ region PAYから出力された書類を手書きで修正している
⚫ クーポン受領証兼利用申込書（様式５）が申請件数に対して不足している
⚫ クーポン受領証兼利用申込書（様式５）の署名やチェックが適切になされていない
⚫ クーポン受領証兼利用申込書（様式５）がコピー使用され同じクーポン番号が重複している
⚫ 宿泊を提供したことを証明する書類等が申請件数（内容）に対して不足している
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4 助成金の交付申請の後の修正申請
③情報の修正後に再登録する申請画面への入り方
1. メールのリンクからマイページを開いて
ください。
2. ぺージ下部までスクロールし、すでに申
請した各期間の「助成金申請情報照会
ページ」をご確認ください。
3. 修正が必要な期間のリンクをクリックし
てください
4. 助成金交付申請画面が開きます

ABCホテル

５．修正内容を登録する編集用の画面が開き
ますので、入力および書面のアップロードを
していただきます。全項目が必須入力です。
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5 参考資料
４
問い合わせ先

【お電話によるお問い合わせ】
「ただいま東京プラス」 事務局

宿泊事業者コールセンター

電話番号： 03-6386-8132
受付時間： 9時00分～18時00分（土曜日・日曜日・祝日を含む）

【郵送先】
「ただいま東京プラス」宿泊事業者精算係
〒100-0004 東京都千代田区大手町2‐2‐1 新大手町ビル
ただいま東京プラス事務局 宿泊事業者精算係 宛
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別 紙

地域観光支援
「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金交付申請書類（郵送用）

宿泊事業者名
申請担当者名
担当者電話番号

全国旅行支援を活用した地域観光支援事業の助成金の交付申請を以下の書類を郵送して行います。
１．申請日：

年

月

日

２．申請単位及び精算対象期間（チェックアウト日を基準とします）
該当の期間を丸で囲んでください。
期単位（半月単位）の場合
1 期（10/21～10/31）

・

2 期(11/1～11/15) ・

3 期(11/16～11/30) ・

4 期(12/1～12/15) ・ 5 期(12/16～12/21)
１カ月単位の場合
10 月

・

11 月 ・

12 月

※申請単位（期単位または１カ月単位）は事業期間の途中で変更できませんのでご注意
ください。
３．申請書類 （添付枚数を記載）
1.「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書（様式６）

枚

2.クーポン発行実績台帳（宿直分のみ）

枚

3.クーポン受領証兼利用申込書（様式５）（宿直分のみ・写し）

枚

4.宿泊を提供したことを証明する書類等（写し）

枚

【郵送前のチェック事項】（チェックをつけてください）
□ 「宿泊事業者用 助成金交付申請マニュアル」を確認した
□ 1.「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業」助成金振込依頼書（様式６）に申請日を記入の
上、押印した
□ 申請書類の１．2.はコピーを取って控えを保管し、申請書類として原本を添付した
□ 申請書類の 3．4.の原本は保管し、申請書類としてコピーを添付した
□ 書類の記載はフリクションペン、鉛筆等消せる筆記具で行っていないことを確認した
□ 助成金交付申請画面で重複申請を行っていないことを確認した
□ 期単位（半月単位）の場合、1 期・3 期・5 期は翌月 15 日、2 期・4 期は同月末まで、１ヵ月単位
の申請の場合は申請する月の翌月 15 日までに申請書類を事務局に送ることを確認した
□ 全てのクーポン受領証兼利用申込書（様式 5）に利用者署名があることを確認した
送付先：〒100-0004 東京都千代田区大手町２－２－１ 新大手町ビル
ただいま東京プラス事務局 宿泊事業者精算係 宛

