
地域クーポン事業者用

とよた宿割実施マニュアル

割引適用期間

令和5年5月8日(月)～令和6年1月31日(水)まで
※令和6年2月1日(木)チェックアウトまで

取扱注意

TEL：0565－85－7892（クーポン事業者専用）
メール：yadowari@jtb.com
HP:https://toyota-yadowari.jp（利用者用）
HP:https://toyota-yadowari.jp/jigyousya/（事業者用）

9:30～17:30（月～金）
休日：土・日・祝日・年末年始

とよた宿割運営事務局

初校 令和５年４月24日作成
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事業概要

「とよた宿割」とは

宿泊や宿泊旅行の割引等について

※表示価格は全て税サ込

●旅行や日帰りプラン代金の30%の割引
宿泊事業者：一人当たり3,000円以上の商品で割引は上限15,000円まで
旅行事業者：一人当たり3,000円以上の商品で割引は上限3,000円まで

プラン代金

30%OFF

①宿泊や旅行代金の30%の割引（※割引は100円未満切り捨て）

宿泊事業者：一人当たり1泊5,000円以上の商品で割引は上限15,000円まで
旅行事業者：一人当たり1泊5,000円以上の商品で割引は上限5,000円まで

②豊田市内参加店舗で使える地域クーポン券を発行

宿泊プラン

宿泊代金

30%OFF

地域クーポン券

割引前の宿泊･旅行代金（一人1泊当たり） 補助金額

20,000円以上 4,000円

15,000円以上19,999円以下 3,000円

10,000円以上14,999円以下 2,000円

5,000円以上9,999円以下 1,000円

5,000円未満 なし

日帰りプラン

■地域クーポン券発行基準

どうする豊田割

※地域クーポン券の発行はなし

地域クーポン券

＜例＞
●1人1泊で2枚のチケットを持っている場合 ⇒ 1枚（1,000円分）
●2人2泊で4枚のチケットを持っている場合 ⇒ 4枚（4,000円分）
※子供は宿割適用の有料の場合で大河ドラマ館の有料チケットがある
場合対象

※静岡の大河ドラマ館の場合は、入場後チケットと引換えに渡される
リーフレットで対応可能。

となりのとよた割

フロントで旅行期間中(チェックインからチェックアウトまで)の
ジブリパークのチケットの半券(紙・電子問わず)を提示で、

1チケットあたり1泊1人1枚(1,000円分)の地域クーポン券を付与。

フロントで旅行期間中(チェックインからチェックアウトまで)の
大河ドラマ館（岡崎・浜松・静岡のいずれか）のチケットの半券
（紙・電子問わず）を提示で、

1チケットあたり1泊1人1枚(1,000円分)の地域クーポン券を付与。

地域クーポン券
＜例＞
●1人1泊で2枚のチケットを持っている場合 ⇒ 1枚（1,000円分）
●2人2泊で4枚のチケットを持っている場合 ⇒ 4枚（4,000円分）
※子供は宿割適用の有料の場合でジブリパークの有料チケットがある
場合対象
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事業概要

「とよた宿割」概要

※表示価格は全て税サ込

対象期間 令和5年5月8日（月）～令和6年1月31日（水）※宿泊は2月1日（木）チェックアウト分まで

割引対象者 豊田市の本事業に登録したホテル旅館を宿泊・旅行で利用する方

割引対象

宿泊事業者 旅行事業者

宿泊プラン 日帰りプラン 宿泊プラン 日帰りプラン

・旅行代金が一人1泊5,000円（税サ込）以上
・チェックイン5月8日～1月31日
※2月1日チェックアウト
・「STAYNAVI」にて登録・宿泊割引クーポンを取得
・現地決済

・旅行代金が一人3,000円（税サ込）以上
自社商品に加え
①市内の他事業者の有料施設とのセットプラン もしくは
②市内の他事業者の無料施設+豊田市の土産物（特産
品等・他事業者のもの）とのセットプラン
・出発日が5月8日～12月31日
・現地決済

・旅行代金が一人1泊5,000円（税サ込）以上
・チェックイン5月8日～1月31日
※2月1日チェックアウト
・加盟登録宿泊施設で1泊以上宿泊プラン

・旅行代金が一人3,000円（税サ込）以上
●個人
市内の飲食に加え
①市内の有料施設とのセットプラン もしくは
②市内の無料施設+豊田市の土産物（特産品
等）とのセットプラン
●団体（15名以上）
市内の飲食を含む旅行商品

割引率

旅行代金補助（※割引は100円未満切り捨て）

・旅行代金の30％
※旅行総額の30％（宿泊割引クーポン発行ごと）
・割引の上限15,000円
（「STAYNAVI」宿泊割引クーポンの割引額）

・旅行代金の30％
※1人あたりの旅行代金の30％
・割引の上限15,000円

・旅行代金の30％
※一人1泊あたりの30％×泊数
・割引の上限5,000円

・旅行代金の30％
※1人あたりの旅行代金の30％
・割引の上限3,000円

地域クーポン券

配布あり
■基準
20,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
15,000円以上19,999円以下・・・3,000円
10,000円以上14,999円以下・・・2,000円
5,000円以上9,999円以下・・・・・1,000円

配布なし 配布あり
■基準
20,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
15,000円以上19,999円以下・・・3,000円
10,000円以上14,999円以下・・・2,000円
5,000円以上9,999円以下・・・・・1,000円

配布なし

事前プラン申請 不要 必要 必要 必要

使用可能回数 制限なし（複数回の利用可能）

連泊制限 制限なし

その他割引との併用
不可
※オンライン予約サイトのポイントは利用可能（ポイント利用の際は、ポイント利用後の支払い金額が割引料金の基準となる。）

身分証明
原則不要
※但し、政府や自治体の要請により対象者変更があった場合は代表者が割引対象府県内に住所を有することを免許証やマイナンバーカード、郵便書類等で確認する。

キャンセル料への適用 適用なし（利用者負担）
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地域クーポン券について

区分 事例

プラン代金 宿泊代金、旅行代金、キャンセル料

行政機関等への
支払い

所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
宝くじ（当せん金付証票法（昭和 23年法律第144号）に基づくもの（ジャン
宝くじ、全国通常宝くじ、ブロック宝くじ、ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ロト7、ビンゴ
5 等））、スポーツ振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10
年法律第63号）に基づくもの（totoBIG 等））
その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オ ートレース等）
※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や博物館・美術館の入館料等、
行政機関が運営する現業の対価は対象

日常生活における
継続的な支払い

電気・ガス・水道・電話料金等、ＮＨＫ放送受信料、不動産賃料
（※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象）
保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

換金性の高いものの
購入

金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が
独自に発行する商品券等）、プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等、
金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

その他

地域クーポン券の利用エリア内でサービスが完結しないもの（旅行者が利用エリア外
出なければ可（宅配等の配送サービスは対象））、事業活動に伴って使用する
原材料、機器類又は商品等、授業料、入学検定料、入学金等（※コインパー
キング等の一時利用に係る料金は対象）、宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の
代金、既存の債務の弁済、各種サービスのキャンセル料、電子商取引、無償譲渡、
寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの、公序良俗に反するもの、社会通念上不
適当とされるもの、その他各取扱店舗が指定するもの

■発行券種

■地域クーポン券の取り扱いに関する留意事項

●とよた宿割地域クーポン券の加盟登録店舗で利用できる。
●利用期間内に限り有効。（期限を過ぎた場合は無効。）
●払い戻し・交換・再発行はしない。また釣銭はでない。
●本券の第三者への売買・譲渡・現金との引換えはできない。
●本券を受取った後に旅行を取消した場合必ず配布個所へ地域クーポン券を返却

すること。
●本券の盗難・紛失・減失または偽造・変造・模造に対し、一切その責任を負わない。
●本券は機械処理を行いますので、切り取り・書き込み・折り曲げをしないこと。
＊半券を切り離してしまった場合は利用できない。

1,000円券の１種類

■配布方法

事業への参加登録を行った宿泊事業者又は旅行事業者が旅行者に配布する。

■有効期間

令和5年5月8日～令和6年1月31日

観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については
地域クーポン券の利用対象としない。

■地域クーポン券の利用対象とならない商品等

【裏面】【表面】

変更
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②お客様へ利用に関するご説明

・利用対象外の商品購入・サービス提供への利用は、お断りください。
・お店独自で対象外商品を設定する場合は予め利用者が認識できるようにしてください。
・おつりは出せません。不足分は現金などで収受してください。
・地域クーポン券で購入した商品の返品はできない旨を事前にお伝えください。
・前払方式で、その後精算が必要な商品購入・サービス提供(例：レンタカーの前払金)に
地域クーポン券を利用した場合、現金・地域クーポン券いずれでも精算は出来ません。

③地域クーポン券を預かって確認

①お会計（支払額の提示） ④受け取った地域クーポン券の処理

会計後、受け取った地域クーポン券の裏面「消印欄」にチェックをお願いします。
※二次利用防止のため(油性ボールペン・ゴム印可)をしてください。

◆地域クーポン券の見本と比べ、偽造されたものでないか確認（偽造防止加工、色合い等）
特殊印刷（疑似エンボス加工）による地域クーポン券表面の凸凹感を確認してください。
偽造された地域クーポン券と判別できる場合は、地域クーポン券の受け取りを拒否してください。
※偽造された地域クーポン券を受け取った場合、換金できません。予めご了承ください。
偽造と確認できた場合は、警察又はとよた宿割運営事務局へご連絡ください。

◆使用済みの地域クーポン券でないことを確認
すでに店舗印の押印があるものや半券が切り取られている地域クーポン券は受け取りを拒否し
利用者に利用できない旨をお伝えください。

※地域クーポン券見本については、レジ担当者や地域クーポン券を取り扱う全ての店舗
スタッフに周知してください。

⑤使用済み地域クーポン券の保管

換金手続きまで使用済み地域クーポン券を大切に保管してください。

事前にご予約を受ける事業者様へ（アクティビティ等）注意

「じゃらんnet」等でのWeb予約時に事前決済をした場合は、
地域クーポン券を利用することが出来ません。決済方法について以下の変更が必要です。
●「事前決済」のみの事業者
①「事前決済」と「現地払い」を選択できるように変更
②「現地払い」のみに変更

●「事前決済」と「現地払い」を併用している事業者
①決済方法の変更は無し
②「現地払い」のみに変更

●「現地払い」のみの事業者
変更なし

※予約画面の注意事項欄に「とよた宿割の地域クーポン券を利用する場合は「現地払い」を
選択してください」の注意文を追記してください。
①のメリット ：地域クーポン券を利用しない来場者の利便性が低下しない。
①のデメリット：事前決済済みの来場者が、施設の受付で地域クーポン券の利用を

希望してトラブルになる可能性がある。

●●
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換金について

【裏面】

換金センター送付用（大きい片）

1）換金用封筒へ以下の2点を封入してください。
①地域クーポン券の換金センター送付用（大きい片）
※加盟店舗控え（小さい片）は切り離し保管してください。
※地域クーポン券は輪ゴムで纏めてください。100枚以上の場合は100枚ごとに輪ゴムで纏めてください。
※金券の表裏上下を揃えてください。
②換金用伝票（折り曲げ厳禁）※書き損じた場合は二重線で訂正印でご対応ください。再発行はできません。
複写になっています。2枚目の「換金センター送付用」のみ入れてください。伝票1枚ごと1件のお振込となります。

2）換金用封筒記載のチェック項目を確認してください。
※換金用伝票と封筒の下にＡから始まる加盟店コードが記載されています。

（複数店舗を経営されている場合は加盟店コードが各店舗様のものと一致しているかを必ずご確認ください）

＜注意＞

●送付時には必ず「とよた宿割」地域クーポン券であるか確認をしてください。(他のクーポン券等は返送致しません。）
●換金用伝票の記載と換金センター送付用地域クーポン券の数が異なる場合、換金センター送付用地域クーポン券の枚数分を換金します。
●換金センター送付用に店舗名が記載されていない場合換金できない可能性がございます。
●換金用伝票に記載漏れがある場合換金できない可能性がございます。
●地域クーポン券は機械で読み取るため、クリップ止め、糊付け・テープ付け・ホッチキス止め・穴あけ、レシート・付箋を貼ることは厳禁です。
●表面に大きな傷、破損、汚れ等がある場合は換金できない可能性がございます。

換金の準備をする

加盟店舗控え
（小さい片）

金券の上下を揃えてください

ｚ●●

受け取った地域クーポン券の裏面
「消印欄」にチェックをしてください。



とよた宿割

7

換金について

換金伝票の書き方

複写式のため２枚面の後ろに下敷きを利用し、黄色い部分へ記入ください。
訂正する場合は、二重線を引き、換金センター送付用に訂正の押印をしてく
ださい。（記入する担当者様のシャチハタ可）
※換金用伝票の追加・再発行はできませんのでご注意ください。

加盟店の情報はゴム印でも可能です。 「店舗名」「電話番号」「住所」「担当
者名」の情報が記載されるよう押印してください。

地域クーポン券の大きい片とともに換金用封筒には、2枚目の換金センター送
付用を入れてお送りください。

×××××

レストラン豊田

0565‐××××ー××××

愛知県豊田市●●●１－１－１

豊田 太郎

100 100000

23 ７ 1

×××××
レストラン豊田

0565‐××××ー××××

愛知県豊田市●●●１－１－１

豊田 太郎

100 100000

23 ７ 1
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1）換金センターへの送付（換金）は、1店舗あたりの換金回数が決められています。
所定の換金回数以上は換金できません。（換金セットの追加・再発行はできません。）
令和５年５月８日(月) ~令和６年２月５日（月）到着の間で９回換金が可能です。
最終換金受付は、令和６年２月5日（月）換金センター必着となります。
発送タイミングは、各自で決めることができます。最後に一括発送も可能です。

2 ）換金は換金用封筒による郵送のみの受け付けとなります。
直接持参での受け付けはできません。

3）地域クーポン券が封筒に入りきらない場合は運営事務局より指定伝票を送付します。
とよた宿割運営事務局までご連絡ください。

換金センターへ発送

到着日 振込予定日

1回 ～６月5日迄 7月5日(水)

2回 ６月6日～７月5日迄 8月7日(月)

3回 7月6日～８月5日迄 9月5日(火)

4回 8月6日～９月5日迄 10月5日(木)

5回 9月6日～10月5日迄 11月6日(月)

6回 10月6日～11月5日迄 12月5日(火)

7回 11月6日～12月5日迄 1月5日(金)

８回 12月6日～1月5日迄 2月5日(月)

９回 1月6日～2月5日迄 3月5日(火)

入金額に異議がある場合は、入金後7日までにご連絡ください。
7日以降の申し立てには応じかねますのでご了承ください。

≪重要≫

換金用封筒は必ず、郵便局窓口で発送のお手続きを行い受領証をお受取ください。
→ 封筒は「特定記録」郵便扱いとなります。（速達ではない）郵便追跡にて換金

センターへの到着日が分かります。換金センターへの到着日で振込日が決まります。

換金スケジュール

振込名義人は「とよた宿割運営事務局」「ﾄﾖﾀﾔﾄﾞﾜﾘｳﾝｴｲｼﾞﾑｷｮｸ」です。

指定伝票

運営事務局より
取寄せてください。

本社が一括で換金手続きすることが可能です。
①換金センターへの発送
換金用伝票と換金用封筒の加盟店コード(A+5桁の数字)が一致していること
を確認した上で店舗ごとに封入ください。封筒に入りきらない場合はとよた宿割
運営事務局へご連絡ください。 着払いの指定伝票をお送りいたします。
1

②振込口座
まとめて換金手続きを希望の場合加盟店の登録時に各店舗同じ口座を登録
してください。 同じ口座を登録した場合換金用伝票1枚ごと1件の振込になり
ます。各店舗の換金額を把握したい場合は店舗毎で換金伝票を記入のうえ
送付し店舗控え片を保管するようにしてください。
（振込時は加盟店コードや店舗名はありません）

本社や経理等がまとめて換金手続きする場合

指定伝票

■異議申し立て

・換金用封筒以外での送付は受付できません。
・書類の不備があった場合、送料は事業者の負担となります。

換金について

店舗B店舗A


