
「秋田へGo！」

秋田を旅しようキャンペーン

あきたびクーポン

取扱加盟店
担当者限り

取扱マニュアル
＜取扱加盟店用＞
全国旅行支援版

令和４年11月29日
< Ver.2>

「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン事務局

※本資料の内容は、今後の感染状況や、感染症の専門家のご意見 、政府・県の
全体方針等を踏まえて変更することがあります。

令和４年10月11日（火）～ 令和4年12月28日(水）

あきたびクーポン使用可能期間
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事業概要

名称 「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン あきたびクーポン

発行者 秋田県

発行券種 ・紙クーポン（券種：1,000円）

利用期間
（クーポンの
有効期間）

宿泊旅行：宿泊日とその翌日（連泊の場合は出発日から帰着日）
日帰りは旅行当日
※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。

※有効期限欄は、利用宿泊施設または販売旅行会社で記入済み。

配布方法

「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーンの登録宿泊施設にて宿泊
利用をした旅行者へクーポンを配布する。

利用可能店舗
「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン事務局の登録を受けた施
設等（飲食店、土産物店、観光施設、コンビニエンスストア、アク
ティビティ等を含む）

クーポン配布

宿泊施設 旅行者

あきたびクーポンの概要
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あきたびクーポン 受け取りの流れ

換金精算ツールが
事務局から発送される

Ｐ３

STEP1

事前の準備
Ｐ４～５

STEP2

お客様から「あきたびクーポン」を
受け取る
Ｐ６～１０

STEP3

「あきたびクーポン」の精算（換金請求）
Ｐ１１～１５

STEP4
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換金用伝票は事業者用ホームページよりダウンロードしてください。
※ＰＤＦ版・ＥＸＣＥＬ版がございます。
切り取った半片（キリトリ下部分）は店舗控えとして保管ください。

換金精算ツールが事務局から発送される

①返信用封筒

②伝票

換金用伝票返信用封筒

換金用伝票

STEP1

封筒へ入れる

店舗控
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「あきたびクーポン取扱店舗ポスター」は、店頭などのお客様から見えやすい場
所へ貼ってください。
また、感染症対策の一環として、各業種別ガイドラインから各業界団体で定めて
いるガイドラインと秋田県ホームページの「新型コロナウイルス感染拡大防止の
ための協力要請」を必ずご確認いただき、感染拡大防止に努めてください。

●業種別ガイドライン
（https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf）

●秋田県ホームページの「新型コロナウイルス感染拡大防止のための協力要請」
（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49784）

手順２
あきたびクーポン取扱店舗ポスターを掲示してください

こんなとき、どうする？

あきたびクーポンの取扱店舗である事を知ってもらう為に、

事務局から配布されるポスターの他に広告物を作成してもいい

ですか？

可能です。公式ロゴについては「秋田へGo!」秋田を旅しようキャンペーン

専用ホームページより自由にダウンロードしてお使いいただくことが可能

です。

「秋田へGo!」秋田を旅しようキャンペーン専用ホームページ

https://aki-tabi.com

事前の準備STEP2

手順１
従業員の方に本マニュアルの内容を説明してください

特に「ＳＴＥＰ3 お客様から、あきたびクーポンを受け取る」についてご説明
ください。

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49784
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取扱店舗独自で、あきたびクーポンを利用できない商品を決める場合や、事務局から

承認した「お土産のみ」「売店」のみと、クーポン利用可能商品が限られている場合

にも、分かりやすい掲示をお願いします。

１回あたりのあきたびクーポン使用限度額を決める場合は、レジ、陳列棚、チラシな

どにその旨を明示し、あらかじめお客様が認識できるようにしてください。

また、他割引企画との併用不可やポイント加算対象外を定める場合も同様に、レジ、

陳列棚、チラシなどにその旨を明示し、あらかじめお客様が認識できるようにしてく

ださい。

手順３
独自の利用ルールがある場合は、

お客様が認識できるようにしてください

事前の準備STEP2
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・使用対象外の商品購入等（当マニュアルＰ16参照）への使用はお断りください。

・お釣りは出せないことをお伝えください。

・あきたびクーポンで購入した商品の返品はできないことをお伝えください。

お客様から、あきたびクーポンを受け取る

お客様（旅行者）への対応１．

手順2
お客様（旅行者）が、あきたびクーポン使用の意思表示

手順１
お会計（支払い額の提示）

STEP3

手順3
“利用加盟店控（小）”部分が切り離されていないかをご確認
ください

クーポンが切り離されていないことを確認ください

本券部分（大）（換金請求送付用）

すでに半券が切り取られているクーポンは、使用済みのものであり、使用できな

い旨をお伝えください。

利用加盟店控（小）

2022.10.●

2022.10.●

見本
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取扱注意

偽造等されたあきたびクーポンについては換金請求に応じられませんので
必ず確認してください。

偽造防止加工、色合いなどを確認し、偽造、変造、模造等されていないかご確認く

ださい。（必要に応じて、あきたびクーポンの見本券と比較してください。）

偽造等と思われる場合は、あきたびクーポンの受取を拒否し、速やかに警察へ通報

するとともに、コールセンター（電話番号：0120-338-881）へご連絡ください。

お客様から、あきたびクーポンを受け取るSTEP3

＜判定ポイント＞
下記を必ずご確認ください

●用紙の紋様が全体に斜めに刻印されています。
●触ると、紋様の凹凸が裏面に確認できます。

●用紙の紋様がところどころ擦れています。
●触っても、紋様の凹凸を確認することはできません。

手順4
受け取る前に偽造等されていないかをご確認ください

2022.7.15

2022.7.16
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手順5
受け取る前に有効期限をご確認ください

お客様から、あきたびクーポンを受け取るSTEP3

あきたびクーポン使用に関するトラブルについては、原則としてマニュアル等を

参考に各取扱店舗にてご対応をお願いいたします。

※お困りの場合は、コールセンター（電話番号：0120-338-881）にご相談ください。

あきたびクーポン使用に関するトラブルについて

お客様から必要枚数を受け取ってください。
不足分（差額分）は、現金等で受領してください。

手順6
お客様（旅行者）からクーポンをお受け取りください

有効期限の記載がない場合、速やかに事務局へご連絡をお願いします。

有効期限
期間内であることをご確認
ください。 2022.10.●

2022.10.●

見本



9

こんなとき、どうする？

利用加盟店控（小）本券部分（大）（換金請求送付用）

表面

＜イメージ＞

手順7 ミシン目に沿ってクーポンを
切り離して保管してください

受け取った、あきたびクーポンの処理２．

事務局に連絡をお願いいたします。
あきたびクーポンのお取扱いには充分ご注意ください。

利用加盟店控（小）のみを収受し、本券部分(大)（換金請求送
付用）をお客様に返却してしまった場合は？

お客様から、あきたびクーポンを受け取るSTEP3

精算は本券部分（大）をＰ13に記載の住所までお送りください。

2022.10.●

2022.10.●

見本 見本

＜イメージ＞
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裏面

お客様から、あきたびクーポンを受け取るSTEP3

精算後入金額の確認
をするために使用し
ます。大切に保管し
てください。

精算に使用します。（精算方法はＰ11～15に記載）

※本券部分（大）をお客様（旅行者）に返却してしま
わないようご注意ください。（利用加盟店控（小）
では精算できません。）

利用加盟店控（小） 本券部分（大）（換金請求送付用）

切り離してください

「秋田へGo！」秋田を旅しようャンペーン あきたびクーポン

見本

裏面には施設名をス
タンプにて押印して
ください。なお、施
設名のスタンプがな
い場合は手書きでも
差し支えありません。

※施設名印がない場
合、精算を受け付け
られないことがあり
ます。

見本

見本

見本
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①取扱店舗が旅行者から、あきたびクーポン受取

③事務局にて審査

④登録口座へ振込

締
日
か
ら
1

か
月
以
内

あきたびクーポン受取から精算までの流れ

②取扱店舗からの換金請求
締日

換金請求は、決められたそれぞれの締め

日（P15参照）までに行ってください。

あきたびクーポンの精算（換金請求）STEP4

・取扱店舗は、換金用伝票及び受け取ったクーポンの本券部分（大）を同封し、精
算事務センターへ発送してください。配送費用は事務局が負担いたします。

・換金請求は、決められたそれぞれの締め日（P15参照）までに行ってください。
・最終締め日を過ぎてからの受付には応じられません。

※お送りいただいた換金用伝票の控えを各店舗にて
保管してください。
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※換金用伝票が足りない場合は「秋田へ！」秋田を旅しようキャンペーン事務局
コールセンター（電話番号：0120-338-881）へご連絡ください。

あきたびクーポンの精算（換金請求）STEP4

手順1 換金用伝票に必要事項を記入してください

こんなとき、どうする？

期間中、毎日精算手続が必要ですか？

複数回の締め日を用意していますので、各取扱店舗のご都合で換金請求いただ

けます。ただし、最終の締め日を過ぎると精算できませんのでご注意ください。

入金額に異議がある場合は、入金日から２週間以内に限って受け付けます。２

週間を過ぎてからの異議申立てには原則として応じられません。

精算の明細はもらえますか？

事務局では精算明細は発行いたしません。換金用伝票の控えでご確認ください。

換金手続き2．

承認後に発行される取扱店舗コー
ド、取扱店舗名、送付するクーポ
ン券の枚数を正確に記入してくだ
さい。
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輪ゴム・紐

使用済みクーポンの
本券部分（大）

封筒に換金用伝票とクーポンの本券部分（大）を入れ、郵便にて送付ください。

※送付先は事務局宛ではございませんのでご注意ください。
※事業終了後の精算はできませんのでご注意ください。

（イメージ）

手順2 換金用伝票を表紙にしてクーポンとあわせて
輪ゴム、紐等で束ねてください

手順3 封筒に入れ、ご送付ください

あきたびクーポンの精算（換金請求）STEP4

＜送付先＞
〒170-8790
東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル6F

株式会社JTBビジネストランスフォーム
「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーンクーポン精算係

封筒に換金用伝票とクーポンの本券部分（大）を入れ、郵便にて送付ください。

【重要】
送付用の封筒には必ず差出人住所と差出人名（店舗名および事業者
名）の記入をお願いします。
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・あきたびクーポンの向き（表裏・天地）を揃えてください。

・複数の店舗の使用済みクーポンをまとめて送付いただく場合、店舗ごとに
わかるように梱包してください。

・クーポンの本券部分（大）であることをご確認ください。また見本券を誤っ
て封入しないようご注意ください。（Ｐ９～１０参照）

・換金用伝票に、あきたびクーポンの合計枚数を正確に記入してください。

・ご送付いただけるクーポンは「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン、
「あきたびクーポン」のみです。
「他市町村発行のプレミアム商品券」、「民間のギフト券」などの異種券を
入れないようご注意ください。異種券が入っている場合は、着払いで店舗へ
ご返却させていただきます。

あきたびクーポン 封入時の注意事項

あきたびクーポンの精算（換金請求）STEP4
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②登録口座へ振込

・換金は、取扱ごとに事務局が指定する締め日（以下参照）までに送付されたクーポ
ンについて、締め日から1か月以内に、登録いただいた口座に振込むことにより行
います（ただし、換金用伝票その他の書類に不備がある場合はさらに時間を要しま
す）。

・クーポンの換金はクーポン番号による読み取り結果を正とし、入金額に異議がある
場合は、入金日から２週間以内に限って受け付けます。２週間を過ぎてからの異議
申立てには原則として応じられません。

①事務局にて審査

あきたびクーポンの精算（換金請求）STEP4

※最終締日以降の到着分については、いかなる場合も換
金が出来ませんのでご注意ください。
キャンペーン事業終了後に送付されたものは受取ができ
ません。店舗へ返送となりますことをご了承ください。

※郵便の配送状況によっては、発送からセンター到着まで4～6日かかる場合がござい
ます。余裕をもって発送してくださいますようお願いします。

③あきたびクーポンの換金スケジュール

振込指定日

日程① 11月1日(火) ～ 2022/11/10(木) 11月28日(月)

日程② 11月11日(金) ～ 2022/11/21(月) 12月8日(木)

日程③ 11月22日(火) ～ 2022/11/30(水) 12月16日(金)

日程④ 12月1日(木) ～ 2022/12/9(金) 12月27日(火)

日程⑤ 12月10日(土) ～ 2022/12/19(月) 1月6日(金)

日程⑥ 12月20日(火) ～ 2022/12/29(木) 1月20日(金)

日程⑦ 12月30日(金) ～ 2023/1/10(火) 1月26日(木)

全国旅行支援「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン    あきたびクーポン換金スケジュール

精算センター到着日



16

注意事項（参考）

○有効期間（令和4年12月21日）を過ぎた場合、あきたびクーポンは使用できません。
※12月20日が宿泊日の場合、クーポンの有効期限は12月2１日となります。

○あきたびクーポンと現金の交換・売買は禁止されています。
また、釣り銭を出すことは出来ませんので、販売額を上回る利用をお勧めしてください。

○あきたびクーポンは以下のものは使用対象になりません。
A 出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等）
B 有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、飲食店等が独自発行する飲食券等）、
旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

C たばこ事業法（昭和５９年８月１０日法律第６８号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこの購入
（電子たばこを含む）
D 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
E 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い
F 会費、商品及びサービスの引換金代金
G 現金との換金、金融機関への預け入れ
H 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する性風
俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としない
キャバレー、クラブ、待合などに要する支払い

I 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
J その他、各飲食店及び秋田県（事務局）が適当と認めないもの

※上記の禁止行為、使用対象にならないものによるあきたびクーポンの使用が発覚すれば、損害賠償、
登録の取消、換金の拒否その他の処分が生じる場合があります。

※あきたびクーポンの使用ができないものを独自に決める場合は、商品の陳列棚、店頭への掲示、
その他の方法により、利用者が予め認識できるように明示してください。

○使用されるあきたびクーポンが偽造されたものでないか確認してください。明らかに偽造
されたあきたびクーポンと判別できる場合は、あきたびクーポンの受け取りを拒否し速やか
に警察へ通報するとともに、コールセンター（電話番号：0120-338-881） へご連絡願い
ます。

○宿泊等の実態を伴わずに授受したあきたびクーポンを換金する行為は、詐欺罪等法令違反
にあたる場合があります。そのような情報が寄せられた場合、所管官庁に通報します。

○取引によりあきたびクーポンを受け取ったときは、利用加盟店控（小）を切り取ってくだ
さい。
※使用済みあきたびクーポンを換金するにあたり、万一入金額に差異があった場合、利用加
盟店控（小）による照合が必要となるため、入金確認を完了するまで大切に保管してくだ
さい。

○県内の新型コロナウイルスの感染状況が、国の分科会提言におけるステージⅢ相当以上と
知事が判断した場合等には、当キャンペーンは停止になります。停止の際の取扱いについて
は『「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン専用ホームページ』をご確認ください。
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下記事項が発覚した場合、あきたびクーポン取扱店舗としての登録を取り消すと

ともに、事業者名を公表し、給付金の給付決定の全部又は一部を取り消す場合が

あります。

①申請内容に虚偽等があった場合

②あきたびクーポン取扱店舗が加盟施設募集要項の規定に違反した場合

③あきたびクーポンの取扱いに関する事務局からの指示に違反した場合

④あきたびクーポン取扱店舗として適切でないと事務局が判断する場合

※事務局は、必要に応じて取扱店舗（取扱店舗からの換金請求のとりまとめ先等を含
む）から報告を求め、また、立入調査を行うことがあります。

※取扱店舗登録が取り消された場合、以後、あきたびクーポンの取扱いを行うことは
できません。

※不正に給付金を受給した場合には、詐欺罪等による刑事告発の対象となる場合があり
ます。

あきたびクーポンの取扱い登録の取消し

• あきたびクーポンと現金の交換はできません。

• あきたびクーポンの券面額以下の金額の利用の場合であっても、お釣りは出せま

せん。

• あきたびクーポンによる支払いで不足する分は現金等で受け取りください。

• あきたびクーポンを利用して購入した商品又はサービスの返品の際の返金はでき

ません。

• あきたびクーポンの盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造等に対して、事務局

で責任は負いません。

あきたびクーポンの注意事項

あきたびクーポンの取扱いと注意事項
※必ずお読みください（参考）
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その他留意事項

•取扱店舗の情報（名称、所在地、電話番号、業種等）は『「秋田へGo！」秋田

を旅しようキャンペーンあきたびクーポンの使えるお店』として、「秋田へ

Go！」秋田を旅しようキャンペーン専用ホームページ等に掲載いたします（予

定）。

•本事業用にデザインされた「あきたびクーポン」の画像データ使用を含む広報告

知物の作成については、使用ガイドラインを遵守していただくことを前提に、専

用ホームページから自由にダウンロードしてお使いいただくことが可能です。

•取扱店舗は、取扱店舗としての地位を第三者に譲渡することはできません。また、

事務局に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等することはできません。

•取扱店舗は、登録内容に変更が生じた場合や登録の取消しを希望する場合は、事

務局に届出（コールセンターへ連絡）をお願いいたします。

•新型コロナウイルス感染症の状況、政府全体や県の方針等により、本マニュアル

に記載の内容が変更される可能性があります。

あきたびクーポンの取扱いと注意事項
※必ずお読みください（参考）
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あきたびクーポン換金用伝票（参考）

※事業者用ホームページよりダウンロード可能です。
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あきたびクーポン（参考）

オモテ

ウラ

見本

見本
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「秋田へGo！」秋田を旅しよう
キャンペーンコールセンター

その他、質問・ご不明点等ありましたら、コールセンターにお問い合わせください。

事業者向け
電話番号 0120-338-881

問い合わせ先

（9時30分から17時30分まで 無休）


