
※このQAは旅行者向けに作成しております。 2022年12月21日現在

※こちらの内容は年明け（1月10日）以降の「おいでよ！みえ旅キャンペーン」のQ&Aとなります。

No 区分 質問

1
総論・制度

概要
「全国旅行支援」とは何ですか。

2
総論・制度

概要

「全国旅行支援」は県民割の延長です

か、またはGOTOトラベル事業のことで

すか。

3
総論・制度

概要

年明け以降の「おいでよ！みえ旅キャン

ペーン」の実施期間はいつからいつまで

になりますか。

4
総論・制度

概要

割引を受けるにはどのようにしたらよい

ですか

5
総論・制度

概要

県民割で利用したVISIT三重県は利用でき

ますか

6
総論・制度

概要
外国人の旅行は本事業の対象ですか。

7
総論・制度

概要

日本へ一時帰国中の海外在住の日本人は

対象ですか。

9
総論・制度

概要
平日、休日の定義は何ですか

10
総論・制度

概要

補助を受けたいのですが、旅行代金に下

限はありますか

11 既存の予約 既存予約は対象になりますか。

12
本人・居住

地確認

これまでと同様に、ワクチン接種歴また

は陰性の検査結果の確認や、本人確認・

居住地確認が行われるのですか。

13
本人・居住

地確認

同居する監護者が同伴していない場合の

12歳未満の利用条件はどうなりますか。

14
本人・居住

地確認

ワクチン接種歴または陰性の検査結果に

ついて、どのようなものが必要ですか。

ワクチン接種証明（3回目接種済みのもの）または陰性証明（PCR検査等の検査結果通知書）等の

提示が必要となります。ワクチン接種券についても、接種歴が確認できる場合は証明書として利

用可能です。

※ワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果確認について詳細はこちら

日帰り旅行の場合は土日祝、宿泊旅行の場合は、宿泊日とその翌日が土日祝の場合、休日として

扱います。

平日の場合、旅行代金が1人あたり3,000円未満の場合、補助の対象外となります。

休日の場合、旅行代金が1人あたり2,000円未満の場合、補助の対象外となります。

本支援の対象となる予約の受付は令和4年12月23日（金）以降、準備の整った事業者から開始し

ます。このため、それ以前の予約については、全国旅行支援の対象外となります。

ただし、受注型企画旅行の場合は、予約先へご確認願います。

年明け以降も、全国旅行支援の対象となるためには、利用者全員のワクチン接種歴または陰性の

検査結果の確認に加えて、本人確認・居住地確認が必要となります。

本人確認等は、旅行当日(出発時やチェックイン時等)に行われますので確認書類をご持参くださ

い。

なお、１2歳未満であり、かつ同居中の監護者（親など）が同伴する場合は、ワクチン接種歴また

は陰性の検査結果は不要です(本人確認書類は必要です）。

ワクチン2回接種又は陰性の検査結果の確認及び、本人確認・居住地確認が必要となります。

令和4年12月23日（金）以降、予約受付を開始した対象の旅行会社／インターネットサイト／宿

泊施設で予約をお願いします。

※ワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果確認について詳細はこちら

年明け(1/10)以降のおいでよ！みえ旅キャンペーン　Q&A

回答

「全国を対象とした観光需要喚起策」のことです。

国が地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として、

国が補助対象事業者である各都道府県に財政支援をし、各都道府県が実施する事業です。

全国旅行支援は、県民割とは別の事業となります。

また、GOTOトラベル事業とも別の事業となります。

令和5年1月10日(火)～3月30日(木)（宿泊の場合、3月31日(金）チェックアウト分まで）です。

VISIT三重県はご利用できません。

日本国内居住者であれば、外国人でも利用可能です。

そのため、観光・ビジネス目的などの短期滞在となる在外の外国人は対象外です。技能実習生な

どの外国人については、在留許可証など公的な書類によって日本での居住予定が明らかであれ

ば、利用可能です。

本事業の対象者は、日本人であっても日本国内居住者に限られています。

海外在住で一時帰国中の日本人で現在国内での居住実態がない人は対象外です。

8
総論・制度

概要

クーポン券(みえ得トラベル地域応援クー

ポン）の配布方法等の変更はあります

か。

年明け以降の全国旅行支援では、クーポン券（みえ得トラベル地域応援クーポン）の配布方法が

変更となります。また、クーポン券の名称も「おいでよ！みえ旅クーポン」に変更となります。

「おいでよ！みえ旅クーポン」はスマートフォンを使った電子クーポンとしての利用が可能とな

ります。なお、スマートフォンをお使いでない場合等は、紙クーポンとしての利用が可能です。

配布枚数は、平日2,000円、休日1,000円となります。

詳細は「おいでよ！みえ旅クーポン」ホームページをご確認ください。

※おいでよ！みえ旅クーポンホームページはこちら

https://www.kankomie.or.jp/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMmgxQWc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dba92e3df3870c831b4ee8d0c18304a845aa836f/%EF%BC%88%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%BF%
https://www.kankomie.or.jp/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMmgxQWc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dba92e3df3870c831b4ee8d0c18304a845aa836f/%EF%BC%88%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%BF%
https://www.kankomie.or.jp/special/mie-digitalcoupon


※このQAは旅行者向けに作成しております。 2022年12月21日現在

※こちらの内容は年明け（1月10日）以降の「おいでよ！みえ旅キャンペーン」のQ&Aとなります。

No 区分 質問

年明け(1/10)以降のおいでよ！みえ旅キャンペーン　Q&A

回答

15
本人・居住

地確認

本人確認・居住地確認のための書類につ

いて具体的に教えてください。

16
本人・居住

地確認

ワクチン接種歴または陰性の検査結果、

本人確認書類について、コピーや画像で

もいいのでしょうか。

17
本人・居住

地確認

検査結果通知書ではなく、検査キットを

持参して陰性を証明することは可能で

しょうか。

18
本人・居住

地確認

連泊をする際、旅行開始２日目以降に検

査結果通知書を確認する場合、確認する

日において検査結果が有効である必要が

ありますか。

19
本人・居住

地確認

日本在住の外国人において、上記証明書

がない場合の本人確認・居住地確認のた

めの書類について具体的に教えてくださ

い。

20
本人・居住

地確認

旅行者が旅行当日、本人・居住地確認書

類の提示ができない場合はどうすればい

いですか。

21
本人・居住

地確認

旅行申込は旧姓で予約しましたが、当日

の本人確認書類が新姓である場合はどう

すればいいですか。

22
補助額の算

出

子供や乳幼児は対象となるのでしょう

か。

23
補助額の算

出

大人と子供の旅行代金が異なる場合、販

売補助額はどのように計算すればいいで

すか。

24 泊数制限 連泊制限はありますか。

ワクチン接種歴または陰性の検査結果については、コピーや画像、アプリやメールの画面の提示

でも問題ありません。ただし、本人確認書類については、原本の提示が必要です。

陰性を証明するためには、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取

日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限の7項目が明記された書面が必要となるため、旅行者自らが検

査キットを用いて実施した検査結果では有効とは認められません。

旅行開始日において有効期限を過ぎていない検査結果通知書があれば、旅行期間中は2日目以降も

有効なものとして扱います。

なお、旅行開始2日目以降に検査結果通知書を提示する場合は、検査結果通知書に加えて旅行開始

日が確認できる書類（行程表や、旅行開始日以降の全ての宿泊状況を確認できる書類（領収書や

宿泊証明等）の提示が必要です。）

外国人における本人確認・居住地確認のための書類は、以下を原則とします。

・在留カード

・特別永住者証明書

・外国人登録証明書

後日送付などでの提示は認められないことから、補助の対象外です。

補助の対象外です。

旅行申込記録と本人確認書類の氏名は同一である必要があります。 ただし、新姓・旧姓の確認書

類が揃う場合は補助の対象となります。

原則、子供や乳幼児も1名としてカウント可能です。

（販売補助額の計算例）

〔大人2人、乳幼児1人で2泊3日の宿泊旅行の場合〕

合計旅行代金：100,000円（大人1人1泊 25,000円、乳幼児 0円）

大人2人、乳幼児1人の上限額：3,000円×2泊×3名＝18,000円（0円の乳幼児を含めて3名で計

算）

販売補助額の計算は、100,000×20％＝20,000円ですが、上限額が18,000円のため、この場合

の販売補助額は上限額の18,000円となります。

原則、次の計算例のとおり、旅行代金等の異なる参加者も合算し、総額の旅行代金として算出し

ます。

（販売補助額の計算例）

〔大人1人、子供1人で1泊2日の交通付宿泊旅行の場合〕

合計旅行代金：35,000円（大人1人 30,000円、子供1人 5,000円）

大人1人、子供1人の上限額：5,000円×1泊×2名=10,000円

販売補助額の計算は、 35,000円×20％＝7,000円となり、上限額を超えないため、この場合の販

売補助額は7,000円となります。

同一施設を利用し続けるか、複数の施設を利用するかを問わず、最大７連泊までとなります。

本人確認に必要な書類は、原則以下のとおりです。

なお、本人確認書類は原本が必要となります。

＜本人確認書類（有効期限内のもの）＞

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、医療証、旅券（パスポー

ト）、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害

者手帳等福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明

書、などの居住地の確認ができるもの

◆居住地が示されていない以下のような本人確認書類の場合は、居住地確認のための補助書類も

ご用意ください。

＜本人確認書類（居住地が示されていないもの）＞

年金手帳、年金証書、学生証、会社の職員証、公の機関が発行した資格証明書など

＜補助書類＞

公共料金の領収書（電気・ガス・水道など）、国税または地方税の領収書または納税証明書、社

会保険料の領収書、住民票の写し（個人番号の記載がなく、発行後3か月以内のもの）、賃貸借契

約書
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No 区分 質問

年明け(1/10)以降のおいでよ！みえ旅キャンペーン　Q&A

回答

25 泊数制限

7泊+7泊と連続した日付で別々のホテル

を予約しました。泊数制限内なのでそれ

ぞれ補助対象になりますか。

26

割引クーポ

ン・ポイン

トの併用

インターネットサイトで申し込みの際

に、そのサイトで利用可能な別の「旅

行・宿泊割引クーポン」を併せて適用し

たいのですが可能ですか。

27

割引クーポ

ン・ポイン

トの併用

旅行代金を各種ポイントやマイル、ギフ

ト券、プレミアム商品券等で支払いは可

能ですか。

28

割引クーポ

ン・ポイン

トの併用

全国旅行支援以外の補助制度（市町割

等）を併せて適用したいのですが、可能

ですか。

29

割引クーポ

ン・ポイン

トの併用

地方自治体などによる独自の補助制度

（市町割など）と併用して、合計旅行代

金が０円以下になるのですがよいです

か。

30
変更・キャ

ンセル

ノーショウ(予約をしたが宿泊しなかっ

た)場合、どのようになるのですか。

31

補助対象と

する旅行商

品の基準・

考え方

宿泊施設での滞在時に追加で支払いを

行った費用も、補助の対象となるのです

か。

32

補助対象と

する旅行商

品の基準・

考え方

現地で消費した食事代や観光施設入場料

などは補助の対象となるのですか。

33

補助対象と

する旅行商

品の基準・

考え方

個人で手配した旅行サービス（タクシー

等の移動手段や、レストランの予約等）

は、補助の対象となるのですか。

34

補助対象と

する旅行商

品の基準・

考え方

旅行期間の一部に、本事業の対象外期間

が含まれている場合は補助の対象になり

ますか。

全国旅行支援の補助制度適用後に、全国旅行支援以外の補助制度を利用することはできません。

そのため、まず旅行代金から市町割等の補助額を差し引き、その残額に対して全国旅行支援を適

用します。

【計算例：合計旅行代金12,000円に、市町村が3,000円補助する場合】

全国旅行支援の販売補助額：（12,000円（合計旅行代金）-3,000円（市町村の補助））×20％

=1,800円

販売補助額が元の旅行代金を超えることは認められません。

そのため、市町割などの補助制度適用後の旅行代金が、最低旅行代金（平日：3,000円   休日：

2,000円）を下回る場合は、全国旅行支援は適用できません。

【計算例：合計旅行代金5,500円で、市町村が3,000円補助する場合（平日）】

5,500円（合計旅行代金）-3,000円（市町村の補助）＝2,500円となり、最低旅行代金の 3,000

円を下回るため、この場合、全国旅行支援は適用できません。

当該旅行へ実際の参加がない場合は全国旅行支援を利用できません。キャンセル料への補填もで

きません。

補助の対象外です。

商品に事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。

（例）1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文した場合〇朝食

代金を含めた宿泊料金は補助の対象です。

✕現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。

なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちら

も合わせて宿泊施設のチェックアウト時に支払う場合であっても、補助対象となるか否かの考え

方は同一となります。

補助の対象外です。

食事代・観光施設入場料等は、商品の旅行代金に含まれていれば補助の対象ですが、旅行者自ら

が現地で別途支払った費用は補助の対象外です。

補助の対象外です。

事前に旅行事業者へ予約・支払いした旅行商品に含まれているものが補助の対象となります。

（例）

✕旅行目的地でのタクシーを旅行者が個人で手配

〇事前に旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれたタクシー観光

補助の対象外です。

旅行期間において、対象期間内・対象期間外に相当する旅行代金を区別して確定できない場合

（包括料金等）は、全体として補助の対象外です。ただし、対象期間内・外における旅行代金を

区別して確定できる場合は、対象期間内に限って補助の対象となります。

事業者が対応している支払い方法であれば、個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券、プ

レミアム商品券等、名称の如何を問わず、「旅行者個人に付帯するもの」等、クレジットカー

ド・現金と同様の支払い手段として利用する場合については、これらを利用可能です。合計旅行

代金に対して旅行代金割引額を適用させて算出する、旅行者支払い額に対して現金同様に利用で

きます。

補助の対象となるのは7泊分までです。（合計14泊分が対象とはなりません。）

別々の予約であっても、実質的な旅行内容として連続性がある場合は、7泊分までが上限となりま

す。

併用は可能ですが、適用ルールは次のとおりとなります。

なお、事業者によっては、対応できない場合もあります。

【適用ルール：合計旅行代金・宿泊料金から「割引クーポン」による割引額を引いた後の価格を

もとに販売補助額を算出】

【計算例：合計旅行代金15,000円に、割引クーポン5,000円を適用させる場合】

販売補助額：（15,000円（合計旅行代金）-5,000円（割引クーポン））×20％＝2,000円
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No 区分 質問

年明け(1/10)以降のおいでよ！みえ旅キャンペーン　Q&A

回答

35

宿泊を伴う

旅行商品

（交通付）

宿泊を伴う旅行商品（交通付）の対象と

なる「交通」の判断基準について教えて

ください。

36

宿泊を伴う

旅行商品

（交通付）

上限額が5,000円になるのは、交通手配

のある日だけですか。

37

宿泊を伴う

旅行商品

（交通付）

片道利用でも、宿泊を伴う旅行商品（交

通付）の対象となるのですか。

38

宿泊を伴う

旅行商品

（交通付）

交通手配があるのが日程の中日だけです

が、上限額は5,000円になるのですか。

39

宿泊を伴う

旅行商品

（交通付）

「交通」の着地と宿泊地が離れています

が、宿泊を伴う旅行商品（交通付）の補

助対象となりますか。

40

宿泊を伴う

旅行商品

（交通付）

乗り継ぎがある場合、50kmはどの区間を

測定するのですか。

41
日帰り旅行

商品

補助対象となる日帰り旅行商品の条件に

ついて教えてください。

42 公費出張
公費による公務員の出張において、本事

業を使えるのですか。

43 公費出張
修学旅行等を引率する教員の扱いはどう

なりますか。

44 教育旅行
修学旅行を含む教育旅行は、本事業の補

助対象となるのですか。

45 感染症対策

グループ内の一部の者が「ワクチン接種

歴や検査結果の確認」の基準を満たさな

い場合（忘れた場合を含む)の対応を教え

てください。

46
地域クーポ

ン

旅行を取り消した場合（取消料

100％）、地域クーポンは利用してもよ

いでしょうか。

1枚で発券される特急券を利用して、片道50km以上の利用した場合が対象となります。

日帰り旅行は、次のA群とB群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品です。

A群：旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の運送サービス（出発地と目

的地が別の地域である移動）

B群：旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等（運送・宿泊以外の旅行サービス）

※本人確認等およびワクチン接種歴や検査結果について、添乗員または現地係員等から出発当日

に確認を受けてください。

公費によるものは補助の対象外です。

公費によるものは補助の対象外です。

補助の対象となります。

基本的には、基準を満たしていない者のみを対象外とします。

ただし、事業者によっては(システム上対応できない等の理由により)1人が基準を満たさなかった

場合は全員が対象外となる場合もありますので、予めご了承願います。

利用できません。クーポンの返還が必要です。

100％の取消料を払っていても、旅行自体に参加していないため地域クーポンの利用はできず返

還が必要となります。

ひとつの旅行日程の中で利用される交通であれば、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれ

ていれば、どの区間で利用されても「宿泊を伴う旅行商品（交通付）」の補助対象となります。

（例）名古屋～京都   新幹線利用（京都で観光後に在来線で大阪へ移動）大阪宿泊名古屋～大阪

の旅行ですが、交通の利用区間が名古屋～京都でも構いません。

　宿泊施設と合わせてひとつの旅行として予約された運送サービスが、次に設定する判断基準を

満たした場合、割引上限額が１人１泊当たり5,０００円へ引き上げられます。

　※１旅行の単位で基準を満たした交通が１つ以上含まれていれば、旅行期間中すべてについ

て、上限5,000円となります。

◆航空機及び離島航路：すべて対象　※遊覧飛行は除く

◆鉄　　道：１乗車で片道５０km（営業キロ）以上の有料列車の利用

◆乗合バス（路線バス、定期観光バス、高速バス等）：1乗車で片道５０km（営業キロ）以上の

利用

◆貸切バス：実車時間2時間以上の利用

◆タクシー・ハイヤー：１乗車で乗車地と経路上に含まれる一地点との直線距離が５０ｋｍ以上

の利用

◆船舶（離島航路以外）：１乗船で片道５０ｋｍ以上の利用（乗船地と下船地の直線距離）

※自家用車、レンタカーは対象外

1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、交通付の上限額5,000

円（1人1泊当たり）が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。旅行期間内であれば、往路・復

路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

（例）3泊4日   往復交通付の旅行商品   ※中日（2・3日目）には交通がない

　　　3泊とも上限額5,000円/日です。（交通付1泊：5,000円×3泊分＝15,000円）となりま

す。

※2・3泊目の上限が3,000円/日にはなりません。

片道利用でも対象となります。

1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、交通付の上限額5,000

円（1人1泊当たり）が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。旅行期間内であれば、往路・復

路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

日程の中日のみの交通利用であっても、上限額5,000円（1人1泊当たり）が、旅程中の宿泊日す

べてに適用されます。「交通」の利用は、旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用の

タイミングは問いません。

（例）2泊3日   往復の交通手配なし、2日目は貸切バス（8時間）利用の場合

上限額は、10,000円（交通付1泊：5,000円×2泊分）となります。



※このQAは旅行者向けに作成しております。 2022年12月21日現在

※こちらの内容は年明け（1月10日）以降の「おいでよ！みえ旅キャンペーン」のQ&Aとなります。

No 区分 質問

年明け(1/10)以降のおいでよ！みえ旅キャンペーン　Q&A

回答

47
地域クーポ

ン

地域クーポンで、間違った金額で決済し

てしまった場合はどうすればいいでしょ

うか。

48
地域クーポ

ン

地域クーポンの有効期限はいつまでにな

りますか。

49
地域クーポ

ン

地域クーポンを紛失してしまった場合、

再発行はしてもらえますか。

50
地域クーポ

ン

スマートフォンを所持していない場合

は、地域クーポンは利用できないので

しょうか。

51
地域クーポ

ン

スマホアプリを利用した電子クーポン

と、紙クーポンの利用で違いはあります

か。

52
地域クーポ

ン

グループ内のクーポンを誰か 1 人にまと

めてチャージしてもよいでしょうか。

53
地域クーポ

ン

チャージしようとすると、「無効な

チャージコード」と表示されます。

54
地域クーポ

ン
決済時にQRコードが読み取れません。

55
地域クーポ

ン

決済時にQRコードが読み取れず画面が

真っ黒になります。

56
地域クーポ

ン

紙クーポンとしてポイントを一部使用し

ていますが、残高をアプリにチャージす

ることはできますか。

57
地域クーポ

ン

その他、地域クーポンについて不明な点

があります。

58
感染状況の

悪化

三重県において全国旅行支援が一時停止

となった場合、すでに予約済みの旅行は

どうなるでしょうか

59
三重県民の

補助利用

三重県民が他都道府県を旅行する場合

も、「おいでよ！みえ旅キャンペーン」

が適用されるのですか。

60 その他 他の質問について

一時停止日以降は、全国旅行支援の割引の適用はありません。定価でご利用いただくか、予約の

キャンセルをしていただくこととなります。

なお、キャンセルの際には、旅行約款等に基づくキャンセル料がかかる場合があります。あらか

じめご了承ください。

旅行先の都道府県の全国旅行支援が適用されます。

詳しくは、各都道府県の全国旅行支援窓口にお問い合わせ願います。

その他のご質問については以下へご連絡ください。

「おいでよ！みえ旅キャンペーン」事務局〔9：00～18:00 全日営業〕

※年末年始（12月29日～1月3日）を除く

【利用者向け】

　制度全般：０５０ー３３５４－７６５５

　クーポン券関係：０５０－３６８４－４２０７

【事業者向け】

　制度全般：０５０－３３５４－７６７７

　クーポン券関係：０５０－３８１８－１８２９

グループ内での（ご利用者様同士での）合意があれば可能です。

正しい地域（おいでよ！みえ旅クーポン）を選択していますか。

選択している場合、クーポンがキャンセルされているか、有効期間外のクーポンである可能性が

あります。

電波状況が悪い場合や、Wi-Fiの影響が考えられます。

Wi-Fiを切断する、アプリや端末を再起動するなどで解決する場合があります。

スマートフォン上でカメラの設定を許可していないことが考えられます。

「設定」などからカメラの利用許可の設定をしていただくことで解決する場合があります。

紙クーポンとして一部ポイント使用後でも、残額をアプリチャージ・使用することは可能です。

ただし、一度でもアプリにチャージし使用されると、残額を紙クーポンとして使用することはで

きませんのでご注意ください。

おいでよ！みえ旅クーポンコールセンター（050-3684-4207）までお問い合わせください。

使える金額・有効期限などに違いはございません。

QRコードの利用に変更となりましたので、どちらも円単位での利用となります。

アプリを利用いただくことで、利用可能店舗の検索・参照やクーポンの残額確認など便利な機能

が利用可能となります。

紙クーポンを利用する場合、使用できる店舗が限られる可能性があります。

利用された店舗のほうで返金処理が可能ですので、ご相談ください。

日帰り旅行の場合、旅行当日の23時59分までとなります。宿泊旅行の場合は、チェックイン日か

らチェックアウト日の23時59分までとなります。

原則、再発行はできません。

スマートフォンを利用できない場合は、紙クーポンとしての利用が可能です。ただし、店舗に

よっては、紙クーポンの取扱いができない場合がありますので、ご注意ください。


