
参画旅行会社

新規登録方法について

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン準備事務局



１.〈県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業〉旅行会社ページへアクセス

①新規申し込みはこちらをクリックして、申込フォームへ進んでください。

②マニュアルは各種ダウンロードボタンから確認できます。

https://hyogo-tabiwari.azurewebsites.net/login.aspx

① ②

新規登録の方法

「県民向けの旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム

推奨環境：Microsoft Edge/Google Chrome ※Internet Explorerではご使用になれません。



２.申込フォーム 複数の事業所（支店・営業所）がある企業は【支店・営業所ごと】にお申込みください。

①

②

登録項目

①本社所在地の都道府県名を選択。
本社:大阪府 支店:兵庫県の場合、【大阪府】を選択

②４桁の旅行業登録番号を記入。

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」に参画され



入力内容反映の例

旅行社名・商号（屋号）・代表者役職・代表者名・取扱い支店営業所・メールアドレス入力画面
「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



店舗営業時間・休業日・担当責任者入力画面

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



取扱い店舗の住所・電話番号・ホームページURL入力画面

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



支援金振込先情報入力画面

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



４点印刷してください
①参画申込書兼同意書
②情報登録申請書
③口座確認書
④口座番号を確認できる書類

入力内容確認画面
「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



参画申込書兼同意書・情報登録申請書・口座確認書 ４点 見本



提出書類を印刷しましたに
チェック！

入力内容確認画面
「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



申し込み完了画面

申込番号は提出書類への記載が必要となりますので必ずお控えください。
なお、準備事務局へお問い合わせされる場合にも利用します。
自動返信メールには記載されておりませんのでご注意ください。

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム

準備事務局



３.返信メールの確認、申請書類４点の送付

① ②＜返信メール例＞

①登録後すぐに自動返信メールが届きます。
※メールが届かない場合は、メールアドレスの誤入力または
迷惑メールボックスに入っている可能性があります。

②申込フォームの最後にダウンロードした
「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業 参画申込書兼同意書（様式第1号の

1）」
「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業 情報登録申請書（様式第2号の1）」
「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業 口座確認書（様式第4号）」
「口座番号を確認できる書類」の４点を記入し、準備事務局まで送付ください。
※本登録完了には、４点をダウンロードし、準備事務局へ送付が必須となります。
本登録が完了していない場合は割引の申請ができませんのでご注意ください。

③本登録完了後、本事業開始日に事務局よりログイン用ＩＤ・パスワードを
ご入力いただいたメールアドレスに通知いたします。

準備事務局あて



書類送付先

送付先

〒650-0013

神戸市中央区花隈町 3-8花隈富士ビル 2F

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン準備事務局宛



「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン事務局

旅行会社専用コールセンター (事務局開設後)

TEL：078-599-7762 FAX：078-599-7774

営業時間：10：00~17：00（休業日：土日祝）

旅行会社専用メールアドレス(事務局開設前)

mail：callcenter@hyogo-tabiwari.jp
事務局開設までは電話での対応はいたしかねます.

ご質問は上記メールアドレスへお問い合わせください
他事業者様向けコールセンターは兵庫県のホームページよりご確認ください
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参画旅行会社マイページ

システムマニュアル

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン準備事務局



1.ログイン 参画旅行会社マイページのURLを開くと最初に表示される画面です。

推奨環境：Microsoft Edge/Google Chrome ※Internet Explorerではご使用になれません。

①

②

①ログイン情報を入力
新規申し込み後、４点の提出書類を郵送にてお送りいただくと本登録手続きが行われます。
本登録完了後に、登録されたメールアドレスに【マイページＩＤ・初期パスワード】をお送りします。
ＩＤ・初期パスワードを入力しログインしてください。

https://hyogo-tabiwari.azurewebsites.net/login.aspx

「ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン」「県民向けの旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



①

②

①初期パスワードの変更 ※初回のみ表示される画面です。
初期パスワードは、本登録完了メールに記載されています。
任意のパスワードを入力し、パスワード（８~２０文字以内）を変更してください。

■注意事項■
変更されたパスワードは必ずメモに控えてください。
パスワードをお忘れの場合、事務局で初期化手続きが必要となります。
コールセンター営業時間外は事務局での手続きができませんのでご注意ください。

2.初期パスワードの変更 ※初回ログイン時のみ

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



＊ログイン画面にもどりますので変更されたパスワードを入力し再度ログインしてください。

①

②

https://hyogo-tabiwari.azurewebsites.net/login.aspx

「ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン」「県民向けの旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



① ②

メニュー画面の説明

3.メニュー画面 ログインが完了するとメニュー画面が表示されます。

③

④ ⑤ ⑥

① 申請 割引申請データの新規登録・変更・削除を行います。

② 請求書 請求対象データを集計し、精算が確定した段階で事務局から請求書がダウンロードできます。

③ 申請一覧 登録した申請の全データを一覧で確認することができます。

④ 同意書印刷 登録済みの割引申請データから同意書を検索し印刷ができます。

⑤ CSV出力 登録した申請データのCSV出力ができます。

⑥ 登録情報照会 参画時に登録した旅行会社の企業情報・精算金融機関情報を確認できます。

〇〇株式会社 〇〇営業所「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



※は必須項目です。

4.申請画面（全体） 割引申請データの新規登録・変更・削除を行います。

〇〇株式会社 〇〇営業所「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



〇〇株式会社 〇〇営業所

申請検索 登録済みデータの検索ができます。

申請更新 表示されているデータの更新登録をします。

申請更新（同意書表示） 更新登録と同時に同意書の印刷ができます。

申請削除 表示されている登録済みデータの削除ができます。

クリア 表示されている入力内容がクリアされます。

① ②

4.申請画面（参加代表者入力）

③

④ ⑤
■参加代表者の説明

① 代表者名 お申し込み時に店頭で身分証明を確認した代表者の氏名を入力してください。

② 郵便番号
代表者の身分証明書に記載された住所の郵便番号を入力してください。
（番地の記載は不要です）

③ 電話番号
代表者へ連絡の取れる電話番号を入力してください。
ご旅行の内容確認のため、事務局より代表者へ直接連絡をする場合があります。

④ 旅行者人数
代表者を含む旅行申込者全員の人数を入力してください。
（県外など割引対象外の人数含む）

⑤ 支援対象人数 代表者を含む兵庫県在住の割引対象者の人数を入力してください。

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



⑥ ⑦

4.申請画面（旅行商品情報入力）

⑧

⑨ ⑩

■旅行商品情報の説明

⑥ 受付日 旅行の申し込みを受け付けした日をカレンダーから選んで入力してください。

⑦ 出発日 旅行の出発日をカレンダーから選んで入力してください。

⑧ 帰着日 旅行の帰着日をカレンダーから選んで入力してください。

⑨ 販売形態 販売形態を選択してください。複数該当する場合は主な形態を選んでください。

⑩ 造成会社

検索から造成会社を選んでください。
該当がない場合は【ｺｰﾄﾞ：9999その他】を選択し枠に直接造成会社を入力してください。
造成会社が複数ある場合は、主な造成会社を登録してください。
※⑨販売形態が□募集型の場合は、必ず入力してください。

⑪ 管理番号 各旅行会社ごとに決められている、予約内容のわかる番号を入力してください。

⑪



4.申請画面（旅行代金入力・ふるさと応援旅クーポン）

⑫ 旅行代金総額
申し込みをされた旅行代金の総額を入力してください。（割引対象外の代金含む）
キャンセル料は含まない金額を入力してください。

⑬ 支援対象金額
割引の対象となる旅行代金のみを入力してください。
（県外同行者の旅行代金・６泊目以降の宿泊代金などは含まないでください）

⑭ 支援金額 ※自動計算 正しい金額が表示されているか確認ください。

⑮ お支払金額
※自動計算 正しい金額が表示されているか確認ください。
⑫旅行代金総額から、⑭割引金額を引いた金額が表示されます。

⑯ クーポン金額 ※自動計算 正しい金額が表示されているか確認ください。

⑫ ⑬
⑭ ⑮

⑯

■旅行代金及びふるさと応援旅クーポンの説明



4.申請画面（利用施設明細①）

■利用施設明細の説明

⑰ 利用施設

宿泊施設（日帰りの場合は利用施設）を検索から選んで入力してください。
該当施設がない場合：【ｺｰﾄﾞ:999999未登録施設】を選択し枠に直接施設を入力
日帰りの場合 ：【ｺｰﾄﾞ:999998日帰り施設】を選択し枠に直接施設を入力
不泊など対象外宿泊の場合 ：【ｺｰﾄﾞ:999997割引対象外宿泊】を選択

⑱ 利用開始日
⑯利用施設の利用開始日を入力。
⑦出発日が自動で入力されます。変更する場合はカレンダーから選択してください

⑲ 利用終了日
⑯利用施設の利用終了日を入力。
⑧帰着日が自動で入力されます。変更する場合はカレンダーから選択してください

⑳
（施設明細）

自動表示

［施設追加］ボタンを押して、明細が表示されるか確認ください。
利用施設が複数ある場合は、続けて⑯利用施設から2か所目以降を登録してください。
全ての入力ができたら、画面上部の［申請更新］ボタンを押して登録してください。

⑰ ⑱ ⑲

⑳



4.申請画面（利用施設明細②）

■申請したい施設が未登録の場合

施設名を直接手入力できる
ようになるので、利用施設の
正式名称をご登録下さい。
不泊の場合は「999997割引対象外施設」

を選択し「不泊」と直接入力。

選択

選択



4.申請画面（利用施設明細③）

〇〇株式会社 〇〇営業所「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



4.申請画面（申請更新前）

〇〇株式会社 〇〇営業所「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム



１枚目 事務局送付用 ２枚目 旅館提示用（＊必ずお客様へお渡しください）

代表者及び支援対象同行者全員の
フルネーム・住所の記載が必要です。
記載のないものは無効です。
（住所が同じであれば同上で可）

代表者ご署名の記載が必要です

宿泊施設より受取るクーポン券の金額



５.入力画面の例① １泊２日の場合

旅行・宿泊代金（１人泊） 支援金額

10,000円以上 5,000円

8,000円以上10,000円未満 4,000円

6,000円以上8,000円未満 3,000円

4,000円以上6,000円未満 2,000円

※日帰り旅行も対象
※業務上の長期滞在は対象外

旅行・宿泊代金（１人泊） クーポン金額

15,000円以上 2,000円

10,000円以上15,000円未満 1,000円

※日帰り旅行は対象外
※宿泊施設にて配布



５.入力画面の例② ２泊３日の場合

1泊ごとに利用施設が異なる場合は
1泊ずつ検索し追加してください。

２泊分の施設が表示されます。
１施設 ５連泊までが支援対象

有馬グランドホテル



同意書２泊３日 ２施設宿泊の場合クーポン券の金額例

宿泊代金に関係なく均等に自動反映します。



６.申請検索

修正、変更、削除などはこちらから
検索し申請内容を確認してください。



5.エラーメッセージ
1 編集中の申請データは変更されています。

データを再取得後に編集しなおしてください。
編集中に別の端末、または同じ端末の別のブラウザウィンドウ(タブ)で更
新された

2 受付期間は****年**月**日をもちまして終了しました。 システム日付が販売期間を過ぎて、申請を新規登録した。

3 代表者名を入力してください。 画面の代表者名が未入力

4 郵便番号を入力してください。 画面の郵便番号が未入力

5 郵便番号は半角数値のみ(ハイフン無し)で入力してください。 画面の郵便番号欄に半角数字以外の文字が入力されている

6 電話番号を入力してください。 画面の電話番号が未入力

7 電話番号は半角数値のみ(ハイフン無し)で入力してください。 画面の電話番号欄に半角数字以外の文字が入力されている

8 旅行人数を入力してください。 画面の旅行人数が未入力、または0が入力されている

9 旅行人数を正しく入力してください。 画面の旅行人数欄に数値以外の値が入力されている

10 旅行人数は、1～9,999の範囲内で入力してください。 画面の旅行人数欄に0以下、または10000以上の値が入力されている

11
兵庫県民割引が適応される代表者を含む兵庫県民の人数を入力して
ください。

画面の支援対象人数が未入力、または0が入力されている

12
兵庫県民割引が適応される代表者を含む兵庫県民の人数を正しく入
力してください。

画面の支援対象人数欄に数値以外の値が入力されている

13
兵庫県民割引が適応される代表者を含む兵庫県民の人数は、1～
9,999の範囲内で入力してください。

画面の支援対象人数欄に0以下、または10000以上の値が入力されている

14 旅行人数より、支援対象人数の方が多くなっています。
画面の旅行人数に入力した値により、支援対象人数に入力した値の方が大
きい

15 受付日を入力してください。 画面の受付日が未入力

16 受付日を正しく入力してください。 画面の受付日欄に日付以外の値が入力されている

17 受付日に未来の日付は入力できません。 画面の受付日欄の値が現在の日付より後の日付入力されている

18 販売期間範囲外の受付です。 画面の受付日欄の値が販売期間の範囲外の日付が入力されている

19 出発日を入力してください。 画面の出発日が未入力

20 出発日を正しく入力してください。 画面の出発日欄に日付以外の値が入力されている



5.エラーメッセージ
21 出発日には受付日より過去の日付は入力できません。 画面の出発日欄の値が受付日欄の値より小さい値が入力されている

22 帰着日を入力してください。 画面の帰着日が未入力

23 帰着日を正しく入力してください。 画面の帰着日欄に日付以外の値が入力されている

24 旅行期間(出発日～帰着日)を正しく入力してください。 画面の出発日欄の値が帰着日欄の値より大きい値が入力されている

25 施設の利用期間が旅行期間(出発日～帰着日)の範囲外になっています。
施設の利用開始日が出発日の値より小さい、または施設の利用終了日が帰着日
の値より大きい

26
****年**月**日宿泊分(利用分)の利用施設明細が入力されてません。
旅行期間(出発日～帰着日)のうち、登録されていない期間があります。
利用施設明細を確認し、登録を追加してください。

旅行期間(出発日～帰着日)の範囲内で、利用明細の利用日の中で
宿泊日が設定されてない日付が存在する

27 既に請求期間が過ぎている帰着日のため、更新することができません。 対象旅行期間の申請が既に終わっており、請求書が発行されている場合

28 ****年**月**日以前の申請は既に締め切られました。 販売期間の申請が既に終わっている場合

29 ****年**月**日以降の申請は支援金対象外になります。 支援金対象旅行期間を超えている場合

30 以降の申請は支援金対象外になります。 画面の管理番号が未入力

31 旅行代金総額を入力してください。 画面の旅行代金総額が未入力、または0が入力されている

32 旅行代金総額を正しく入力してください。 画面の旅行代金総額欄に数値以外の値が入力されている

33 旅行代金総額は、1～99,999,999の範囲内で入力してください。 画面の旅行代金総額欄に0以下、または100000000以上の値が入力されている

34 支援対象金額を入力してください。 画面の支援対象金額が未入力、または0が入力されている

35 支援対象金額を正しく入力してください。 画面の支援対象金額欄に数値以外の値が入力されている

36 支援対象金額は、1～99,999,999の範囲内で入力してください。 画面の支援対象金額欄に0以下、または100000000以上の値が入力されている

37 旅行代金総額より、支援対象金額のほうが多く入力されています。
画面の旅行代金総額に入力した値により、支援対象金額に入力した値の方が大
きい

38
施設利用の対象となる明細を入力し「施設追加」ボタンを押してくだ
さい。※複数行入力可

編集中の旅行内容に利用施設明細が1行も入力されてない

39 施設利用の異なる明細で重複している利用期間があります。
編集中の旅行内容に利用施設明細が複数ある場合に、宿泊日が重複している日
付が存在する

40 既に請求済の申請データのため、削除することができません。 対象旅行期間の申請が既に終わっており、請求書が発行されている場合



支援金申請・精算について

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン準備事務局



〈旅行会社向けシステム〉申請～精算までの流れ

・精算サイクルは月２回（帰着日を基準とし毎月①15日と②末日締め）

・事務局審査完了後、管理システムより振込内容（請求書）を確認できます

・旅行会社のデータ確認期間後は、一切の修正変更はできません。

16~末日

1~15日

帰着の

ご旅行

翌1~5日

16~20日

旅行会社

データ確認

6~10日

21~25日

同意書

発送

11~24日

26~翌9日

事務局

審査

末日

翌15日

指定口座

振込

①

②

都度システム

登録・更新

変更

キャンセル

処理

送付表紙を添付し

同意書発送
同意書到着確認

重複データチェック

請求書発行

※注意

同意書未着分は

振込されません



①申請内容確認書 兼 支援金給付同意書
（事務局送付用）

②署名済み同意書送付表紙



〈旅行会社向けシステム〉申請～精算までの流れ

・精算サイクルは月２回（帰着日を基準とし毎月①15日と②末日締め）

・事務局審査完了後、管理システムより振込内容（請求書）を確認できます

・旅行会社のデータ確認期間後は、一切の修正変更はできません。

16~末日

1~15日

帰着の

ご旅行

翌1~5日

16~20日

旅行会社

データ確認

6~10日

21~25日

同意書

送付

11~24日

26~翌9日

事務局

審査

末日

翌15日

指定口座

振込

①

②

都度システム

登録・更新

変更

キャンセル

処理

送付表紙を添付し

送付書発送
同意書到着確認

重複データチェック

請求書発行

※注意

同意書未着分があれば

振込されません



3. 請求書ダウンロード

「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引及びクーポン券配布事業」参画旅行会社申込フォーム

こちらからダウンロードし、振込金額の
確認をお願い致します。
印刷した請求書は、事務局から振込が確認
できるまで大切に保管してください。

■請求書例



事務局からのおしらせをご確認ください


