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《福井県内旅行会社様向け》

クーポン使用期間： 2023年 1月10日（火）以降の

旅行日～翌月5日まで

※3月旅行分については4月1日まで

クーポン配布期間： 2023年 1月10日（火）
～2023年 3月31日（金）

※終了期限については、変更となる場合がございます。



①②旅行割引

③クーポン券
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キャンペーン概要
①宿泊及び宿泊を伴う旅行に対し１人（泊）当たり商品代金の2０％（上限3,000円）を割引。

(交通付旅行商品は上限5,000円）

②日帰り旅行に対し１人当たり商品代金の2０％（上限3,000円）を割引。

③福井県内で使用可能なクーポン券、１人当たり1,000円（休日）または2,000円（平日）を配布。

項 目 内 容

事業名称 ふくいdeお得キャンペーン

支援内容 全国を対象とした地域観光事業支援

対象期間 2023年1月10日（火）～2023年3月31日（金）※宿泊は4月1日チェックアウトまで

実施内容

・宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品・日帰り旅行商品の総額の20％を補助
補助上限：宿泊・宿泊を伴う旅行商品 1人1泊あたり 3,000円

（ただし、宿泊を伴う旅行商品（交通付）については5,000円）
日帰り旅行商品 1人あたり 3,000円

最低旅行代金：
宿泊・宿泊を伴う旅行商品 1人1泊あたり 平日3,000円 休日2,000円
※休日：宿泊日とその翌日が休日（土曜・日曜・祝日）の場合の宿泊日
平日：上記以外の日

日帰り旅行商品 1人あたり 平日3,000円 休日2,000円
※休日：土曜日、日曜日および祝日
平日：上記以外の日

利用泊数上限：1つの旅行行程で7泊まで
利用回数：制限なし

販売窓口
①本キャンペーンに登録されている旅行会社（全国）※全国旅行支援統一窓口への登録
②本キャンペーンに登録されている宿泊施設（福井県内）

対象 日本国内に居住する旅行者による福井県を目的とする旅行

その他 感染拡大の状況等を踏まえ、キャンペーンを一時的に停止することがあります。

項 目 内 容

事業名称 ふくいdeお得クーポン（電子）

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 2023年1月10日（火）～2023年3月31日（金）※宿泊は4月1日チェックアウトまで

実施内容 支援①②の旅行割引対象者に2,000円または1,000円の「ふくいdeお得クーポン」（電子）を配布

配布条件

【宿泊・宿泊を伴う旅行商品】
2,000円クーポン：平日のご旅行
1,000円クーポン：休日のご旅行
※休日：宿泊日とその翌日が休日（土曜・日曜・祝日）の場合の宿泊日
平日：上記以外の日

【日帰り旅行商品】
2,000円クーポン：平日のご旅行
1,000円クーポン：休日のご旅行
※休日：土曜日、日曜日および祝日
平日：上記以外の日

利用期間 旅行日～翌月5日まで ※3月については4月1日まで

受取箇所
宿泊・宿泊を伴う旅行：宿泊施設にて、チェックインの際にお渡し
日帰り旅行：旅行申込時にあらかじめ指定した県内のクーポン引換箇所（約37か所）

利用可能施設等 福井県内のふくいdeお得クーポン取扱店舗として登録されている店舗



キャンペーン概要

その他事業詳細につきましては、
全国旅行支援「旅行事業者用取扱いマニュアル」（統一窓口作成）

をご確認ください
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https://biz.tm.jata-net.or.jp/BIZ/login.php
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ー クーポン券有効期間 ー

ご旅行当日から翌月5日まで

※3月旅行分については4月1日まで

●新型コロナウイルス感染症の状況により、配布及び利用を停止することがあります。

●2023年1月10日（火）以降に開始する旅行から利用可能です。

ー 利用箇所 ー

ふくいdeお得クーポン取扱店舗のみ

●本キャンペーンに登録済みの取扱店舗のみご利用可能です。

●店舗での飲食には使用できません。

11/1(火)より店内飲食のご精算にも使用可能となりました。

●利用可能店舗には、下記のポスター、ステッカーが掲示されます。

（ふくいdeお得キャンペーンHPから取扱い店舗を検索いただけます。）

◆ステッカー（イメージ） ◆ポスター

②お得クーポン（電子）について -1



◆電子クーポン用「チャージ券」1000円分   ※休日の旅行者 

                                                                                                                                           

             

                            

  

↑青の部分の QR コードを読込み 

◆電子クーポン用「チャージ券」2000円分   ※平日の旅行者 

                       

          

 

 

 

 

☆電子クーポン用「チャージ券」とともに必ず『ご利用ガイド』をお渡し下さい 

   

アプリのダウンロード方法、電子クーポンの 

読み込み方、加盟店での支払い方等が記載さ 

れています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※特例措置について：下記の場合は従来の紙クーポンをお渡しください。 

  電波の届かない施設、スマートフォンをお持ちでない方、スマートフォンの禁止の 

学校団体 

◆従来の紙クーポン 1000円分   ※休日の旅行者    

表                                裏  

 

 

 

◆従来の紙クーポン 2000円分（セット）※1 セット 2枚つづり  ※平日の旅行者 
     

表           裏  
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②お得クーポン（電子）について -2

★宿泊旅行の場合：宿泊施設でお渡しします

★日帰り旅行の場合：指定の日帰り用クーポン引換所でお渡しします
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③福井県オリジナルクーポン特典について –１

※本券のみ旅行会社にてクーポンお渡しとなります

福井県民限定

『交通付き県外宿泊旅行 グループ特典』

タクシー・レンタカー・運転代行で使えるクーポン
1,000円×2枚つづり１セット

※家族・グループに1セット／1泊
（１グループ2名以上）

１グループ2名以上の

福井県民グループへ交通付き県外宿泊旅行を販売
STEP１

STEP２
精算時に旅行会社にて

1グループ１泊につき１セット クーポンをお渡し

【注意事項】

●福井県オリジナルクーポン特典の配布につきましても、「全国旅行支援」割引

対象であることが前提です。※ワクチン・検査パッケージ制度適用

●クーポンお渡しの際に、キャンセル時はクーポンをご返却いただく必要がある旨、

必ずお客様へご案内ください。

キャンセルの際、お客様より紛失や使用済みの申し出があった場合は、

紛失、または使用済み「ふくいdeお得クーポン」金額相当を お客様より収受

してください。

※事務局への支払い方法については個別にご案内いたします。

●クーポン受領後に紛失・盗難・不足等の場合は、

責任の所在は各旅行会社となりますので、取扱には十分ご注意ください。

県内旅行会社でお渡し

ピンクの帯



③『家族・グループ 特典』

全国の旅行者対象

●タクシー・レンタカー・運転代行で使えるクーポン

1,000円×2枚つづり１セット

※家族・グループに1セット／1泊（1人1泊：10,000円以上）

①『嶺北嶺南交流 お泊まり特典』

福井県民限定

●福井県内お土産店などで使える観光クーポン1,000円×1枚

※嶺北⇔嶺南の移動を伴う宿泊（1人1泊：10,000円以上）

③福井県オリジナルクーポン特典について -２

②『シニア70 お泊まり特典』

全国の旅行者対象

●福井県内お土産店などで使える観光クーポン1,000円×1

※70歳以上・平日宿泊（1人1泊：10,000円以上）

宿泊施設でお渡し

黄色の帯

※宿泊施設にてアンケートにお答えいただいた方が対象です
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④クーポン券（電子）お渡し（県内宿泊および日帰り旅行）

宿泊施設へ予約通知とともにクーポン券情報
（券種・枚数）を連絡

STEP１

STEP２

宿泊施設へチェックイン
※福井県オリジナルクーポン特典はアンケートへの回答が必要

STEP３

事前連絡内容（券種・枚数）の
電子クーポン用「チャージ券」をお渡し

【福井県内の宿泊・宿泊を伴う旅行の場合】

【福井県内の日帰りの場合】 ※詳細は日帰りクーポン取扱要項をご確認ください
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宿泊施設にて対応

指定の日帰り旅行用クーポン引換所へお得クーポン
引換券の写しを連絡

STEP１

STEP２ 日帰り旅行用クーポン引換所へ立寄り

STEP３ お得クーポン引換券に記載の枚数の
電子クーポン用「チャージ券」をお渡し

日帰り旅行用クーポン引換所にて対応

お客様へクーポン券情報（券種・枚数）をお伝え
（方法・様式は問いません）

STEP４

お客様へお得クーポン引換券をお渡し

https://fukui-otoku-new.jp/archives/File/86b803e51c3591650f8e8741daa0b2a6.pdf


⑤クーポン券到着後の流れ

貴重品で届きます
（レターパックプラス）

STEP１

STEP２ 開封

STEP３ 枚数を確認 ※送付状に枚数記載

STEP４ 保管

受け取り後のクーポンは、各施設様の責任において、安全な場所に確実に保管

してください。（クーポン受領後に紛失、盗難等の場合の責任の所在は各旅行

会社様となります。）再発行はできません。
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※毎月定期発送と、その後追加発注によりクーポンを発送いたします。
発送しましたら、クーポン事務局よりメールでご連絡いたします。



⑤クーポン券が足りなくなったら

下記様式にてクーポンの追加依頼ができます。

必要事項明記の上、事務局までＦＡＸでお送りください。

※受付から発送までに営業日で3日お時間いただきます。
お早めの依頼をお勧めいたします。
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⑦クーポン券の返送

キャンペーン終了後、余ったクーポンを返送いただきます
・お手数ですが、管理シートで入荷分・使用分をチェックいただき
最終的な返券枚数がわかるよう同封ください。
・郵便レターパックプラスで返送をお願いいたします。
（毎月クーポン券送付時に、返送用レターパックプラスを封入いたします）

【発送先】 返却期限：※後日ご案内いたします。

〒910-0005 福井県福井市大手３丁目４−１ 福井放送会館6階ABC

お得キャンペーン事務局 行
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【同封物】 2点

・残クーポン

・クーポン管理シート



ＴＥＬ：０７７６－５０－３８０９

受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日 休み）

ＦＡＸ：０７７６－５０－３８４３

MAIL：fukui-coupon@bsec.jp

ふくいdeお得クーポン事務局

●お問合せ先番号

●「ふくいdeお得キャンペーン」 特設サイト

https://fukui-otoku-new.jp
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