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《日帰り旅行用クーポン引換施設様向け》

クーポン配布期間： 2023年 1月10日（火）
～2023年 7月20日（木）

クーポン使用期間： 2023年 1月10日（火）
～2023年８月5日（土）

※キャンペーン対象外期間（4/29～5/7）につきましては、

クーポンの配布はございません。



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7月20日（木）※宿泊は7月21日チェックアウトまで

※4月29日～5月7日の宿泊、旅行を除く

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。

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。

①②旅行割引

③クーポン券
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キャンペーン概要

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7月20日（木）※宿泊は7月21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

※支援①②の適用除外日（4/29～5/7）の配布はありません

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
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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月については4月1日（土）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。令和4年11月1日より店内飲食精算にもご利用

いただけます。（該当店舗のみ）

●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
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◆電子クーポン用「チャージ券」1000円分   ※休日の旅行者 

                                                                                                                                                                                                                               

  

 

 

            
＜表＞                   ＜裏＞↑この部分の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 

                       

          
 
 
 
 
 
 

＜表＞                   ＜裏＞↑この部分のQRコードを読込み 
☆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。 
 

＜重要＞ 

 「チャージ券」はそのままクーポン加盟店で 

お支払いに使用することはできません。 

 必ずアプリで読み込んでご利用いただくよう 

 ご案内ください。 
 
※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  

     

 

 

◎ふくい deお得クーポンは 1月以降のキャンペーンでは電子クーポンとなります。 

 チェックインの際に、対象の旅行者に該当の電子クーポン用「チャージ券」をお渡し 

 ください。（対応方、管理方は紙クーポンと同じです。） 

 ※データ入力作業や電子クーポン用の準備物はございません。 



③チャージ券・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

受け取り後のチャージ券・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。（受領後に紛失、盗難等の場合の責任の所在は各

施設様となります。）再発行はできません。
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※キャンペーン開始時と、その後追加発注によりチャージ券・クーポンを配送
いたします。
配送しましたら、クーポン事務局よりメールでご連絡いたします。



④チャージ券お渡し 1

◆休日（土、日、祝日）の日帰り旅行者 ➡ チャージ券1,000円お渡し
◆平日（上記以外）の日帰り旅行者 ➡ チャージ券2,000円お渡し

旅行者が旅行会社発行のクーポン引換券を提出
※事前のFAXと相違ないかご確認ください（不正使用防止）

STEP１

STEP２
日帰り旅行用 お得クーポン引換券の取扱旅行会社記
入欄の内容を確認
（P6の黄色枠内の事項が漏れなく記入されているか確認）

STEP３ 引換施設記入欄に必要事項を記入
（P6の赤色の枠内）

【旅行会社にて販売】

引換券に記載のチャージ券をお渡し
（P6の券種（2,000円・1,000円の○印）

および枚数を確認（ の部分）

STEP４

STEP５ 引換責任者に受領の署名をいただく
（P6の青色の枠内）
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引換え箇所に指定された施設へ旅行会社から「引換券」が
事前にFAXで送られます（貸切バス利用は5日前まで）
※当日旅行者が持参の引換券の照合用にお使い下さい

【当日の流れ】

クーポン引換え枚数の当日合計を管理シートに記入



④クーポン券お渡し 2

日帰り旅行用お得クーポン引換券サンプル
こちらを提示されます。（団体旅行用・個人旅行用の２種類）

＜団体旅行用 見本＞
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「ふくいdeお得キャンペーン」日帰り旅行の流れ

旅行会社

旅行会
社

①日帰り旅行申込
②代金支払

統一窓口

統一窓口

③割引申請
④割引適用

旅行者（日帰り旅行）

出発
前

旅行
当日

⑤クーポン引換券
手交

⑦クーポン用
チャージ券お渡し
※特例措置：紙クーポンお渡し

⑥クーポン引換券
提出

※発行元欄へ記入押印

※身分証確認
※引換欄へ記入押印

※指定の引換所にて

＜お得クーポン引換箇所＞

福井県内の各市町
の約37カ所（別紙一覧あり）

・福井市、敦賀市、小浜市
大野市、勝山市、鯖江市
あわら市、越前市、坂井市
永平寺町、池田町、南越前町
越前町、高浜町、おおい町、
若狭町、美浜町

※指定した引換箇所へ事前FAX
（団体旅行は5日前まで（必ず電子、紙を選択））

※出発までに、ワクチン検査
パッケージ適用を確認



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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引換施設名　　　　：

　　（TEL　　　　　　　　　　　　／FAX　　　　　　　　　　　　　）

ご担当者様名　　　：

希望数　　　　　　： チャージ券 　平日券（2000円)　　　　　　　　　　　　　　　　セット枚

： チャージ券 　休日券（1000円)　　　　　　　　　　　　　　　　セット枚

希望数　　　　　　： 紙クーポン　平日券（2000円）　　　　　　　　　　 枚

　　　　　　　　　： 紙クーポン　休日券（1000円）　　　　　　　　　　　　　　　　枚

※発注は10枚単位(10枚、20枚、50枚、100枚、220枚、300枚等・・)でご依頼ください

納品希望日

□　受付完了しました　□　受付完了しました

事務局　回答欄
対応者

※受付から発送までに営業日で3日ほどお時間いただきます。お早めの依頼をお勧めいたします。

ふくいdeお得クーポン事務局

　電話番号：0776－50－3809

ＦＡＸ番号：0776－50－3843

  メールアドレス：fukui-coupon@bsec.jp

     営業時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）

　　　　　　月　　　日　（　　）　までに到着希望

　　　ふくいdeお得クーポン

 　　　クーポン追加依頼フォーム

クーポンの残数が少なくなりましたら、下記必要情報を記載の上、ＦＡＸにてお送りください。

ふくいdeお得クーポン事務局　行　　FAX：0776-50-3843
宿泊施設　記入欄

住所（発送先）　　：
〒　　　　　　ー

/    ～ / 



⑥クーポン券の管理

◎毎週月曜日、チャージ券・クーポンの在庫をご報告いただきます

・大変お手数ですが、管理シートで受入分・引換分をチェックいただき
業務終了後、クーポン事務局あてにFAXをお願いいたします。
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ま●る
◎毎月初めに前月分の残ったチャージ券・クーポンを返送いただきます

・チャージ券・クーポン管理シートとともにご返送ください。
※手数料請求書等一式に同封ください。



⑦クーポン券引換手数料の請求

毎月末の引換実績により、手数料をご請求いただきます。
（引換え1名につき100円（税込み））

・下記の請求書に必要事項をご記入いただき、引換時に受領の引換券を
添付のうえ、クーポン事務局へお送りください。
※残った前月分のクーポンと管理シートも同封ください。

（個人情報を含むため、あらかじめお送りした請求用封筒等を使用ください）
・振込スケジュール

翌月５日頃までに事務局へ送付 ⇒ 翌月中旬にお振込み
☆3月分：4月５日(水)までに送付 ⇒ 4月18日(火)振込
☆4月分：5月８日(月)までに送付 ⇒ 5月19日(金)振込
☆5月分：6月５日(月)までに送付 ⇒ 6月16日(金)振込
☆6月分：7月５日(水)までに送付 ⇒ 7月18日(火)振込
☆7月分：8月７日(月)までに送付 ⇒ 8月18日(金)振込
※キャンペーン延長の場合、振込日は確定次第ご案内いたします。
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⑦Ｑ&Ａ

Q クーポン使用箇所はどこでわかりますか？

「ふくいdeお得キャンペーン」のホームページからご確認いただけます。

➡ https://fukui-otoku-new.jp/

Q 旅行者から受領したクーポン引換券はどのように保管したほうがよいですか？

個人情報を含みますので、チャージ券・クーポン同様に施錠できる環境で保管をお願いします。
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Q 追加依頼したチャージ券・クーポンはどのように配達されますか？

最初にチャージ券・クーポンを配送した方法と同様、貴重品（レターパックプラス）で届きます。

【注意事項】
チャージ券・クーポン受領後、配布前及び配布時の紛失にご注意ください。

チャージ券・クーポン受領後に紛失、盗難等の場合は、責任の所在は各引換施設となります

ので、取扱には十分ご注意ください。

Q 事前にFAXが送られていない旅行者が引換えに来られたら、どうしたらよいですか？

取扱旅行会社にお問い合わせください。

上記、連絡がつかない場合（休業日、営業時間外など）は、旅行内容を証明できるもの（クーポン、領収証、

復路の交通チケット）でご確認いただき、引換えください。 ※回収した引換券にその旨を記載ください

Q 宿泊を伴う旅行者が引換えに来られたら、どうしたらよいですか？

宿泊宿泊を伴う旅行者は宿泊施設でチェックイン時の受け取りとなることをご案内ください。（引換券はありません。）



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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