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＃ 質問 回答

1 石川県観光クーポンとはどういうものですか。
県内の取扱店舗（土産物店、飲食店、観光施設、交通機関など）で利用できるクーポンで、「いしかわ旅行
割キャンペーン」を利用して石川県内を旅行する都道府県民に対して、特典として配布するものです。

2 石川県観光クーポンは紙媒体のみですか。 紙媒体のクーポンのみです。

3
石川県観光クーポンの券種にはどのようなものがあるか。複数枚の利用は可
能ですか。

1,000円券の1種類です。 複数枚の利用は可能です。

4 石川県観光クーポンの利用期限はいつですか。
石川県観光クーポン利用については、令和4年12月28日(水)まで利用できます。（令和4年11月25日更
新）

5 石川県観光クーポンは利用可能な場所はどこですか。
石川県観光クーポン取扱店舗として登録されている、石川県内の土産物店や飲食店、 交通事業者などで
利用できます。 なお、取扱店舗の情報は公式ホームページをご覧ください。
※ URL:https://www.goto-ishikawa-campaign.com

6 半券が切り取られた未使用の観光クーポンは受け取りできますか。
半券が切り取られた石川県観光クーポンは無効となります。お客様にその旨をお伝えの上、取扱店舗は
お受け取りされないようお願いいたします。

7
石川県観光クーポンを利用する前に、クーポンを汚損してしまったが、そのまま
利用できますか。

クーポン裏面の2個所に記載されているクーポン番号が確認できるものであり、券面の面積が5分の4以
上残存しているものであれば、利用できます。

8 石川県観光クーポンの発行元はどこですか。 石川県です。

9
石川県民飲食店応援食事券や市町が発行するプレミアム商品券と合わせて商
品の支払いに充てることはできますか？

当事業石川県観光クーポンとしては併用可能ですが、市町が発行するプレミアム商品券等によっては異
なる商品券等との併用を認めていない場合がございます。各商品券等の発行元に併用の可否をご確認く
ださい。

10 石川県観光クーポンを石川県外へ移動する乗車船券として販売できますか。
石川県内で完結する旅行に限ります。従って石川県から他県への移動の乗車船券の販売はできません。
ただし、石川県内で完結する観光遊覧船や、自身が県外に出ないもの（宅配サービス等）はご利用いただ
けます。

11 石川観光クーポンで消費者へ提供できない商品・サービスを教えてください。
「いしかわ旅行割キャンペーン」公式ホームページで確認していただくか、クーポンを利用する店舗で確認
してください。※いしかわ旅行割キャンペーン「石川県観光クーポン」取扱要領の８～９頁でも確認ができ
ます。

12
観光施設の年間パスポートや有効期間が石川県観光クーポンの利用可能期
限を超える企画乗車船券などについては、石川県観光クーポンで販売・購入は
可能ですか。

企画乗船券等の商品自体の有効期間が石川県観光クーポンの利用可能期限を超えるものであっても、
商品の有効期間が石川県観光クーポンの有効期限に含まれているものは販売・購入していただくことが
できます。

13
カーシェアリングはレンタカーと同様に石川県観光クーポンの受取対象です
か。

受取可能です。

14 ガソリン代は石川県観光クーポンの受取対象ですか。 受取可能です。

15 定期観光バスの乗車船券は石川県観光クーポンの受取対象ですか。 受取可能です。

16

石川県観光クーポンで販売できないものとして「店舗が独自に発行する商品
券」があげられるが、例えば、地域で使える返金不可の観光施設フリー入場券
や、商店街など狭いエリアに限定した食事券などは、サービスとして販売対象
ですか。

返金不可の地域で使える観光施設フリー入場券や地域限定の食事券などについては、換金性が低く、観
光地における消費喚起に寄与することから、石川県観光クーポンの利用対象となります。

17
石川観光クーポンは、通信販売により提供される商品・サービスにも利用でき
ますか。

ご利用いただけません。

18
いしかわ旅行割キャンペーンの公式ホームページでは取扱店舗の情報をどこ
まで公表していますか。

業種、取扱店舗名称、取扱店舗コード、所在地、電話番号を公表しています。

19
石川県観光クーポン取扱店舗となった場合、移動販売等（例：キッチンカー）で
他の場所で営業した場合でも、観光クーポン券を取り扱い可能ですか。

石川県内であれば、お取り扱いいただけます。

20
麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター店は石川観光クーポン取扱店舗として登
録できますか。

登録できません。

21
麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター店は、風営法に基づく遊技場営業として石
川県観光クーポンの利用対象外となるとのことだが、宿泊施設の中にあるゲー
ムコーナーも同様に対象外ですか。

ゲームコーナーで利用対象外となるのは、風営法に規定する「風俗営業」を営む店舗に限られます。 従っ
て、宿泊施設の一角に設置されるゲームコーナー等は、「風俗営業」 に該当しない場合、 石川県観光クー
ポンの利用対象となり得ます。

22
性風俗関連特殊営業（ソープランド等）は、石川県観光クーポン取扱店舗として
登録できますか。

登録できません。

▶取扱店舗向け
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▶取扱店舗向け

23
接待飲食等営業（スナック・キャバレー等）は、石川県観光クーポン取扱店舗と
して登録できますか。

登録できません。

24 カラオケは、石川県観光クーポンの取扱店舗として登録できますか。
登録できません。ただし、カラオケ機器を利用しないことが明確にされている場合はこの限りではありませ
ん。

25
観光列車やフェリーの車内・船内販売は石川県観光クーポン取扱店舗として
登録できますか。

石川県内でサービスが完結する交通サービスの中で行われる車内販売については、路線・便を一店舗と
して、その運行・運航範囲等の情報を予め事務局に申請し、承諾を得た場合には石川観光クーポンの取
扱店舗となることができます。

26
 地方公共団体が運営する美術館や博物館など、公共施設の使用料に利用さ
れた石川県観光クーポンを地方公共団体の歳入として受け入れることはでき
ますか。

地方公共団体への使用料等の支払いに石川県観光クーポンが利用された場合には、石川県観光クーポ
ン自体を歳入とすることはできませんが、当該石川県観光クーポンに係る給付金をもって歳入とすること
ができます。
なお、石川県観光クーポンの利用及び国からの給付金の地方公共団体への給付は、使用料等について、
国による後払いとなるため、地方公共団体の条例や規則により、使用料等について、前払いに限ることや
延滞金が生じることを定めている場合には、所要の措置を講ずる必要があります。
なお、公の施設について指定管理者制度を活用した場合の利用料金については、地方自治法上特段の
定めはございません。

27 石川県観光クーポン取扱店舗になるには、どうしたらいいですか。
いしかわ旅行割キャンペーン事務局にて登録申請を随時受け付けています。申請方法については、事務
局 （076-255-6736）までお問い合わせください。HPからも新規参画申込書をダウンロード可能で
す。https://www.goto-ishikawa-campaign.com

28 登録申請の期限を教えてください。 随時、受付をしております。詳しくは「いしかわ旅行割キャンペーン事務局」へお問い合わせ下さい。

29
取扱店舗の登録は事業者単位で行うとのことだが、公式ホームページに店舗
の一覧を表示する際に、 店舗名で表示してもらえますか。

公式ホームページでは店舗ごとで掲載いたします。

30
商店街やショッピングセンターなどで、個々の事業者がバラバラに登録申請す
るのではなく、登録申請を取りまとめることは出来ますか。

登録申請を取りまとめていただくことは可能です。 なお、登録申請のとりまとめに関して事務局より費用
負担は致しかねますのでご了承ください。

31
大型の商業施設などで、登録申請をとりまとめて行った場合、精算（換金請求）
もとりまとめる必要はありますか。

登録申請のみとりまとめていただき、換金請求は個々の事業者ごとに行っていただくことも可能です。申
請の際に、換金請求方法についてもご申告いただきます。換金伝票にご記入いただいた取扱店舗コード
毎にお振込みいたします。

32
バス事業者の場合、申請はどの単位で行うか。取扱店舗としてどこを登録した
らいいですか。

バス1台毎の登録は不要です。バスターミナルや営業所単位に取扱店舗としてご登録ください。

33
鉄道事業者の場合、申請はどの単位で行いますか。取扱店舗としてどこを登
録したらいいですか。

取り扱う駅単位で取扱店舗としてご登録ください。

34 鉄道事業者の場合、全ての駅を取扱店舗として登録する必要がありますか。 石川県観光クーポンを取り扱う駅のみでも構いません。

35
タクシー事業者の場合、申請はどの単位で行うか。取扱店舗としてどこを登録
すればいいですか。

タクシー1台ごとの登録は不要です。石川県観光クーポンを取り扱う営業所単位に加盟店（取扱店）として
登録してください。

36
フェリー事業者の場合、申請はどの単位で行うか。取扱店舗としてどこを登録
すればいいですか。

石川県観光クーポンを取り扱う営業所単位に取扱店舗として登録してください。

37
石川県観光クーポン取扱店舗となるためには、どのような感染症対策を講じる
ことが求められますか。

宿泊施設や飲食店については「いしかわ新型コロナ対策認証制度」の認証基準を満たし、認証書を取得
していること、また、それ以外の事業者については「石川県新型コロナ対策取組宣言」に取り組んでいるこ
とが必要となります。
詳しい対策に関しましては「いしかわ新型コロナ対策認証制度」 https://ishikawa-anshin-
ninsyou.jp/
「石川県新型コロナ対策取組宣言」https://ishikawa-act-against-covid19.jp/question.html
のHPまたは、お問い合わせ先(076-262-6170)にご確認いただくようお願いいたします。

38 飲食店について、登録の際に追加で必要になるものはありますか。
「石川県新型コロナ対策取組宣言」に取り組んでいること、「いしかわ新型コロナ対策認証制度」の 認証
基準を満たし、認証書を取得していることが必要です。

39
石川県民飲食店応援食事券加盟店であれば、自動的にいしかわ旅行割キャン
ペーンにも取扱店舗として登録されますか。

別の事業となりますので自動的に登録されません。
別途、いしかわ旅行割キャンペーンの登録をお願いします。

40
県民割事業の石川県観光クーポン取扱店舗として登録していれば、いしかわ
旅行割キャンペーンの石川県観光クーポンの取扱いはできますか。

取り扱いは出来ません。 いしかわ旅行割キャンペーンの石川県観光クーポン取扱店舗として、改めて登
録してください。

41 クーポン取扱店舗登録の完了確認方法をお教えください。
登録されましたら、公式ホームページの取扱店舗検索画面に表示されますので、各自ご確認ください。 ま
た、申請が受理され次第、スターターキットが郵送されます。到着次第、クーポン券受取可能となります。

42 石川県観光クーポン取扱店舗となった場合、ステッカーは何枚もらえるのか。
各店舗1枚です。追加の発送は受け付けおりません。スターターキットに同封のステッカーをコピーしてご
利用ください。汚損、毀損した場合は事務局までお問い合わせください。
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▶取扱店舗向け

43
複数店舗を有する事業者ですが、石川県観光クーポン取扱店舗の登録は店舗
ごとに行いますか。

法人（事業者）単位で登録またはそれぞれの店舗ごとで登録のどちらでも登録可能です。法人（事業者）
単位で申請される際は、登録を希望するすべての店舗に関する情報（店舗名、住所、連絡先、担当者名な
ど）をまとめてご報告いただきます。

44
複数店舗を有する事業者だが、事務局から配送されるスターターキットは、
個々の店舗に直接郵送してもらえますか。

個々の店舗に直接送付します。 複数店舗を取りまとめて登録申請された場合には、各店舗にその旨を事
前にお知らせいただき、事業の円滑な実施にご協力をお願いします。

45
観光クーポンの取扱店舗であることを旅行者に知ってもらうために、事務局か
ら配布されるステッカーの他に広告物を作成してもよいのでしょうか。

可能です。
ロゴの使用については事務局までお問合せください。

46
800円の商品の支払いに1,000円の観光クーポンを受取りましたが、お釣り
を支払ってもいいですか。

お釣りは支払わないで下さい。なお、換金請求の際は受け取ったクーポン券の額面をお振り込みし ます。

47
1,200円の商品の支払いに1,000円の観光クーポンを受取りましたが、残り
代金はどのように徴収したらよいのですか。

残り代金（この場合　200円）については、別途現金などで旅行者から徴収してください。

48
通常1,200円の商品を実質的に値下げして、石川県観光クーポンの利用の場
合は1,000円とすることは出来ますか。

できます。ただし、石川県観光クーポンを利用する場合に、商品価格を実質的に値上げするなどの差別的
な取扱いをすることはできません。

49
観光クーポンを利用したお客様に対して、取扱店舗側で特典（ポイント等）を更
に付与することはできますか。

付与していただくこともできます。店舗様でルール等を設定いただくことが可能です。

50

特売品等一部の商品やサービスについて観光クーポンの利用対象外とするこ
と、他の割引企画（市町が発行する商品券等）との併用不可とすること、ポイン
ト加算対象外とすることなど、観光クーポンの使用上限を定めることはできま
すか。

できます。ただしその場合は、あらかじめ利用者が認識できるように陳列棚・チラシ等にその旨を明示して
ください。

51 観光クーポンを受取りましたが、どのように管理したらいいのですか。

受け取った観光クーポンは、換金用片（大）と取扱店舗控（小）に切り離し、分けて保管してください。
換金用片（大）は換金請求時に事務局にお送りください。これがないと換金請求に応じることができませ
ん。
取扱店舗控（小）は、入金が確認できるまで「換金用伝票（取扱店舗控）」とともに大切に保管してくださ
い。
※取扱店舗控え部分に記載されている数字8クーポン券番号）は、万が一入金が行われない場合などに
事務局に問い合わせする際に必要となります。

52 換金請求手続きについて教えてください。

スターターキットに同封の換金用伝票に必要事項（受取った観光クーポンの枚数等）を記入の上、クーポ
ンの換金用片（大）（取扱店舗控（小）を切り離したもの）を事務局にお送りください。換金請求依頼書到着
日（以下、締日）を月１～２回設けていますので、一番近い締日に忘れずに請求を行ってください。
なお、最終締日以降の換金請求には応じられません。換金請求スケジュールについてはホームページで
ご確認ください。https://www.goto-ishikawa-campaign.com

53
石川県観光クーポン取扱店舗が精算をする際に、換金用伝票やクーポン券の
半券等を事務局に郵送することになるが、その際の郵送代は取扱店舗が負担
する必要があるのか。

スターターキットに、料金受取人払の封筒を同封しますので、送料を取扱店舗において負担していただく
必要はありません。

54 石川県観光クーポンの精算（換金）にはどれくらいの時間がかかりますか。
精算書類事務局到着日の締切日から２～３週間程度で指定の口座に入金します。 換金請求スケジュー
ルについてはホームページでご確認ください。https://www.goto-ishikawa-campaign.com

55
石川県観光クーポンを利用して購入した商品やサービスは返品の際に返金し
てはいけないとされているが、台風などにより商品やサービスを旅行者に提供
できなかった場合でも、旅行者に返金不可でしょうか。

石川県観光クーポンと引き換えに提供することとしていた商品又はサービスが、自然災害その他の旅行
者の責めに帰さない事由により、やむを得ず提供できないこととなった場合には、現金としての返金では
なく石川県観光クー ポンを旅行者にお返しください。

56
宿泊施設内に飲食店や土産物店がある場合、観光クーポン取扱店舗として登
録できますか。

できます。ただし、宿泊代金の支払いを観光クーポンで行うことはできません。また、当該宿泊施設が宿
泊施設として参画登録をしていた場合でも、別途観光クーポン取扱店舗としての登録をしていただくこと
が必要です。

57
複数の業種・業態にまたがるが、どの業種の感染症対策ガイドラインを遵守す
ればいいですか。

複数の業種にまたがる場合には、対応するすべての業種別の感染症対策ガイドラインを遵守して頂いたう
えで、「いしかわ新型コロナ対策認証」を取得する、もしくは「石川県新型コロナ対策取組宣言」に取り組
んでいただく必要があります。

58
業種別のガイドラインが定められていないが、感染症対策として何を行えばい
いですか。

「石川県新型コロナ対策取組宣言」に取り組んでいただく必要があります。
宿泊施設と飲食店の場合は「石川県新型コロナ対策取組宣言」への取組みと「いしかわ新型コロナ対策
認証」の取得が必要です。

59
 業界団体に所属していない為、業種別のガイドラインがどのようなものかわか
らない。どこで入手できるか。

政府の新型コロナウイルス感染症対策のホームページに、業種別のガイドラインが掲載されていま
す。 https://corona.go.jp/

60
飲食店や宿泊施設において、「石川県新型コロナ対策取組宣言」は行っている
が「いしかわ新型コロナ対策認証」を取得していない場合、加盟店（取扱店）登
録はできるか。

出来ません。必ず「いしかわ新型コロナ対策認証」を取得してください。

61
「いしかわ新型コロナ対策認証」を取り消された場合、取扱店舗の登録も取り
消されるのか。

取り消します。なお、登録が取り消された場合、以後、石川県観光クーポンの取扱は出来ません。
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＃ 質問 回答

▶取扱店舗向け

62 換金請求時の書類に記入する取扱店舗コードは、どこでわかりますか？
スターターキット郵送時のラベルに取扱店舗コードを記載しています。また、いしかわ旅行割キャンペーン
のホームページの「クーポンを使えるお店を探す」で検索した店舗情報欄にも取扱店舗コードが表示され
ます。

63 取扱店舗情報に変更等が生じた際はどうしたらいいか？ 事務局へ連絡してください。

64
旅行者から観光クーポンを受け取ったが、あとから確認したら有効期限が記載
されていなかった場合どうしたらいいですか。

事務局へ連絡してください。

65
新型コロナウイルスの感染拡大により、いしかわ旅行割キャンペーンが停止さ
れましたが、石川県観光クーポンの受け取りはできますか。

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、クーポン利用停止期間が定められた場合、その期間中は
クーポンをお受け取りできません。


