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令和４度「Re ビジット高松キャンペーン」

宿泊事業者用マニュアル
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はじめに

観光客等の高松市への再訪及び宿泊意欲の喚起や、周遊観光を後押
しするキャンペーンを展開することにより、観光産業の安定的な回復を下
支えするとともに、リピーター（固定客）獲得につなげることを目的とした
高松市の事業です。

◆高松市内の宿泊施設
（旅館業法第３条第１項に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けた者
が宿泊営業を営む施設（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を
除く。））

対象施設

参画条件

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会及び日本旅館協会、
全日本シティホテル連盟が策定した「宿泊施設における新型コロナウイ
ルス対応ガイドライン」等を参考に、各施設の実情に合わせた感染拡大
防止対策を講じた事業者。
併せて、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関の把握や、
旅館業法第６条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者
の状況把握に努めること。

目的
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概要

キャンペーン期間中に高松市内の対象宿泊施設に泊まられた方を対象に、
もう一度高松市に泊まられる方に対して宿泊代を最大1万円負担し、観光
消費喚起を図るとともに、高松市の良さをアピールします。

■割引金額
①キャンペーン応募期間中に高松市内の登録した宿泊施設へ宿泊された方が当選された場合、リピート宿泊期間中に同じ施設でのみ利用可
能な最大10,000円割引の宿泊補助クーポンを進呈します。（お一人様1回限りとなります）
②割引対象となるのは、他の割引が適用された後の当選者お一人様分料金となります。（消費税、入湯税、サービス料を含む）
ただし、飲食代や電話代などの追加費用は含まれません。
※「新うどん県泊まってかがわ割」との併用はできませんのでご注意ください。但し、本キャンペーンは2回目の宿泊の割引のため、1回目にあ
たる宿泊ではかがわ割がご利用いただけます。
■宿泊割引の受け方
①お客様が、Reビジット高松キャンペーン応募期間中に宿泊施設にチェックインの際、専用アプリをダウンロードし、アプリより本キャンペーンに
応募します。
②当選されたお客様が、同じ宿泊施設にリピート期間中に宿泊予約を行います。
③２回目宿泊のチェックアウトの際に、アプリの当選画面を宿泊施設に提示し当選者お一人様分上限10,000円の割引にて精算します。
■割引助成人数・上限額
4,500人泊想定。（全宿泊が当選者お一人様分上限10,000円の場合）助成額の上限（4,500万円）に達したところで終了となります。
■対象期間
キャンペーン応募期間：2022年8月1日（月）～2022年11月30日（水）（1回目の宿泊期間となります。※8/2チェックアウト分より適用）
リピート宿泊期間：2022年8月2日（火）～2023年2月12日（日）（2回目の宿泊期間となります。※2/13チェックアウト分まで適用）
■対象宿泊施設
宿泊助成金の交付の対象となる事業者は、旅館業法による許可を受け、高松市内の旅館・ホテル及び簡易宿所を営業する事業者です。
ただし、企業の保養所、研修所や福利厚生施設、下宿営業及びファッションホテルは対象外となります。
■宿泊割引方法
①１回目の宿泊の際にReビジット高松キャンペーンの対象となることを宿泊者に提示またはお伝えください。
②専用アプリのダウンロード（ＱＲコード）とチェックインポイントの読み込みを完了させてください。
③抽選で当選されたお客様が同じ宿泊施設にチェックイン。その際、２度目のチェックインポイントの読み込みを完了させてください。
④チェックアウト時にアプリのクーポン当選画面にて確認を行ってください。又、当選者の氏名と住所（都道府県のみ）をご確認ください。補助金
請求時の実施内訳シートに記載が必要となります。
⑤2回目の宿泊者のチェックアウト精算時にReビジット高松キャンペーン宿泊助成金額（当選者お一人様分上限10,000円）を差し引いた金額で
精算します。その際、現地払いでの精算方法のみ適用となります。（旅行会社などの事前決済の場合は適用できません。）
尚、当選者お一人様分宿泊代金が10,000円に満たない場合、差額の払い戻しはございません。
■Reビジット高松キャンペーンが対象となる条件
○キャンペーン応募期間に専用アプリをダウンロードし、アンケートに答えてアプリより応募すること。
○宿泊施設固有のチェックインポイントを１回目の宿泊の際に専用アプリより読み込むこと。
〇リピート宿泊期間中に１回目と同じ宿泊施設に宿泊すること。その際の予約手段としては、現地払いでの精算方法のみ適用となります。
（旅行会社などの事前決済の場合は適用できません。）
〇宿泊施設固有のチェックインポイントを２回目の宿泊の際も専用アプリより読み込むこと。
■精算方法
①月末締めの翌月末払いとなります。下記の資料を期日までに提出します。
【添付書類】（1）実績内訳シート、（2）請求書
②事務局が審査後、助成金を月末までに振込みます。
■スケジュール
①2022年7月15日（金）・・・事務局開設・事業募集開始
②2022年7月24日（日）・・・事業者募集締切（郵送の場合、7/24必着）
③2022年7月26日（火）・・・事務局よりスターターキットを送付
④2022年8月01日（月）・・・キャンペーン応募期間 開始
※7/25（月）以降の募集に関しては事務局にご相談ください。
※スターターキット：マニュアル、ポスター、ステッカー、卓上ポップ、チェックインポイント用QRコード
■その他
①新型コロナウィルスの感染拡大状況等、新たな事態が生じた場合には、事業を中断・中止することがありますので、あらかじめご了承願いま
す。
②他の割引との併用は可とします。他の割引を先に適用後、本割引を実施してください。

※「新うどん県泊まってかがわ割」との併用はできませんのでご注意ください。
③１回目の予約は、宿泊施設の独自サイト及び電話での予約、宿泊予約サイトでの予約、旅行会社経由での予約、いずれも可とします。
ただし、２回目の予約は現地決済のみの適用となります。
■宿泊施設登録方法
対象施設の認定を受けたい場合には、公式ＨＰより必要事項を入力の上申請してください。
※WEB入力が出来ない場合は、郵送にてご提出ください。（ 申請書は公式ＨＰからダウンロードしてください。）
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登録から精算の流れ

①取扱店舗登録申請（P４参照）
・第一次登録期間：２０２２年７月１５日（金）～７月２４日（日）

②事前配布物（スターターキット）の受取（Ｐ５参照）
・スターターキット：マニュアル・ポスター・ステッカー等

③ポスター掲示等の事前準備（Ｐ６～８参照）
・業種別感染症対策ガイドラインの遵守を宣言するポスターを掲示
・チェックインポイント用ＱＲに不備がないかご確認お願い致します

④取扱開始（Ｐ９～１１参照）
案内等のご協力お願い致します！

⑤月次報告とご請求方（Ｐ１２，１３参照）
締め日は月1回、締め日の月末を目途にお支払いします。
実績内訳シートと請求書（様式第3号）をお送りください！

⑥事務局より登録口座へ振込



4

１．登録について

・申請に必要な書類に必要事項を入力または、記入し以下のいずれか
の方法で申請
１）公式ホームページでオンライン申請
https://www.revisit-takamatsu.com
（エントリーフォームに入力し申請手続）
２）郵送で申請
公式ホームページ（上記）より申請書類一式をダウンロードの上、下記
住所まで郵送
〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町７－６ JTB高松ビル4階
「Reビジット高松キャンペーン事務局」宛

・第一次登録期間：２０２２年７月１５日（金）～７月２４日（日）
※申請は随時受け付けておりますが、申請からスターターキット到着ま
で多少お時間がかかります。登録完了後、スターターキット（ポスター、
ステッカー等）など一式を配送いたします。

３．申請に必要な書類 (郵送にて申請する場合のみ）

１．申請期間

２．登録申請方法

１）参画申込書兼同意書（様式第1号）
２）情報登録申請書（様式第2号）
３）振替口座の通帳コピー（通帳の表紙と通帳を開いた1ページ目、2ペー
ジ目）
４）旅館業法許可証の写し
※公式ホームページでオンライン申請する場合には、申請様式のダウン
ロードは不要です。

https://www/
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２．事前配布物の受取 ３．ポスター掲示等事前準備

■登録申請内容に不備がなければ、事務局より宿泊施設登録証を
メールにて送信、スターターキットを郵送にて送付させていただきます。
到着後、ポスター・ステッカーを店頭に掲示後、「Reビジット高松キャ
ンペーン」取扱い開始となります。

スターターキット（同封物一覧）

※ポスターに必要事項を記入しステッカー、卓上ポップとともに店
頭の入口など見えやすい場所へ掲示してください。

１）ポスター
（A3サイズ)

２）ステッカー ３）チェックインポイント
用ＱＲカード（２種類：
エントリー用、リピート
用）

４）卓上ポップ ５）事業者用マニュアル
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３．ポスター掲示等事前準備 －動作確認のお願い－

■届いたチェックインポイント用QRに不備がないかご確認をお願いします。

【手順①】 My Digital Walletをダウンロードして新規登録

下記の項目でQR読取テストをお願いします。

動作確認の手順（①～③）

←ダウンロードはコチラから

１．QRコードがきちんと読み取れるかどうか。
２．チェックインポイント「1ポイント」をきちんと受け取れるかどうか。
３．ポイント履歴内の拠点名に間違いがないか。

①新規登録を押す
②メールアドレスと
パスワードを入力 ③ご利用規約を3つチェックして【新規登録】を押す

④【次へ】で進み、最後に【完了】を押す ⑤新規登録 完了

【ホーム画面】
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３．ポスター掲示等事前準備 －動作確認のお願い－

操作方法：【アプリを開く】→【貯める】→【QR読取】→【カメラが起動】

→【チェックインポイントQRを読み取り】 ※

※エントリー用QR→1ポイントが受け取れるか確認

※リピート用QR→1ポイントが受け取れるか確認

【手順②】チェックインポイントが受け取れるか確認

【貯める】 【QR読取】

【カメラが起動】

【アプリを開く】

【受け取り完了】【チェックインポイントQR読取】
エントリー用／リピート用

0

2
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３．ポスター掲示等事前準備 －動作確認のお願い－

操作方法：【アプリホーム画面】→【履歴】→【来店付与】→【利用場所】

利用場所に記載されている名称に間違えがないか確認。

【手順③】履歴を確認して拠点名が正しいか確認

【アプリホーム画面】

2
2

【履歴】 【利用場所】

１．ホーム画面から「履歴」をタップするとポイントの履歴一覧が表示されます。
２．チェックインポイントの履歴（来店付与）が表示されますので、来店付与の
文字をタップして下さい。

３．ポイント履歴詳細が表示されますので、利用場所を確認してください。

※もし、チェックインポイントが付与されなかったり、ポイント履歴詳細の画面で
「Reビジット高松キャンペーン事務局」が表記されていない場合、お手数ですが
事務局までご連絡下さい。不備の状態のまま運用された場合、クーポン利用の
精算が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

この動作確認は、お客さまが実際に操作される手順ですので、ご理解とご協力のほど
宜しくお願い申し上げます。

2P
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４．取扱開始

①専用アプリをダウンロード

②操作方法（お一人様1回限りの応募となります）

◆ご宿泊された方へ【本事業案内周知】と【QRカード提示】のお願い

①ご宿泊された方に本事業のPRをお願いします。
②申込みされる方にチェックインポイント用QRカードの提示をお願いします。

◆応募方法・当選通知・リピート宿泊（2回目）の注意点

「My Digital Wallet」と検索して
ダウンロードお願いいたします。

チェックイン
ポイントQRコー
ド（エントリー
用）

①アプリ内「貯める」から「QR読

取」よりチェックインポイント（エ
ントリー用）を読み取る。

②「アンケート」をタップしアン
ケートに答える。

※アンケートに応えると応募が
完了し、クーポンの画面に抽選
券が配布される

応募登録完了

宿泊者
限定で
見せる
ように
してく
ださい。

キャンペーン応募期間中に高松市内の登録した宿泊施設へ宿泊された方が当選された場合、リ
ピート宿泊期間中に同じ施設でのみ利用可能な当選者お一人様分最大10,000円割引の宿泊補
助クーポンを進呈します。（お一人様1回限りの応募となります）
割引対象となるのは、他の割引が適用された後の料金となります（消費税、入湯税、サービス料
を含む）。 ただし、飲食代や電話代などの追加費用は含まれません。
※「新うどん県泊まってかがわ割」との併用はできませんのでご注意ください。但し、本キャンペー
ンは2回目の宿泊の割引のため、1回目にあたる宿泊ではかがわ割がご利用いただけます。

QRコードを読
み取るとＨＰ
へ遷移します
ので、そちら
からダウン
ロード。

（直接ダウンロードする場合） （QRコードからダウンロードする場合）

※チェックインポイントの取得は、
P.7の確認操作と同様です。
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③当選通知

抽選後、当選者にのみ
通知いたします。
残念ながら落選した場合の
通知はございません。

④リピート宿泊（当選者のみ対象）

当選者は２回目の予約を行います。

【予約の際の注意事項】
直接宿泊施設に予約、もしくはOTA経由（現地払いのみ）に限る。

４．取扱開始

※旅行会社経由の予約及びOTA経由の予約（現地払いではない場合）は、
事前決済となるため、キャンペーンの対象になりません。

※ホテル直接手配の場合でも、事前決済の場合はキャンペーンの対象となりません。

※「新うどん県泊まってかがわ割」との併用はできません。



11

◆Reビジット高松キャンペーンでリピート宿泊された方への対応

①チェックイン時【チェックインポイント用QRコード】の提示・読込

チェックインポイントQR
（リピート用）を提示

①当選者の氏名と住所（都道府県のみ）をご確認ください。
後日、補助金申請時の実績内訳シートへ記載が必要となります。
②アプリ上の「クーポン」又は「クーポン一覧」を宿泊者にタッ
プしていただく。㊟アイフォン端末は「クーポン」、アンドロイ
ド端末は「クーポン一覧」と表記されています。
③「宿泊補助クーポン」を宿泊者にタップしていただく。
④クーポン画面の一番下の部分にある「つかう」を宿泊者にタッ
プしていただく。
⑤クーポンを使う画面に変わるので、宿泊施設スタッフがその画
面の一番下に表示されている「利用済にする」をタップする。

②アプリで「宿泊補助クーポン」の確認

【注意】
クーポン画面のタイトルに宿泊施設名が記載されていま
す。必ず、自社の宿泊施設名が記載されているかを確認
してから、「利用済にする」をタップしてください。
※誤って違う宿泊施設のクーポンをタップした場合、補
助金適用となりませんので、ご注意ください。

４．取扱開始

アプリ内「貯める」から「QR読

取」よりチェックインポイント
（リピート用）を読み取る

（宿泊施設事業者） （お客様）

チェックインポイントQR
（リピート用）を読込

※チェックインポイントの取得は、P.7の確認操作と同様です。

宿泊者限定で見
せるようにしてく
ださい。
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①実績内訳シート

②請求書（様式第3号）

期限までに以下2点のご提出をお願いいたします。

◆提出方法
基本メール添付のみとします。
revisit-takamatsu@bsec.jpにお送りください。
※実績内訳シートには必ずパスワードをかけてお送りください。

メールでのご提出が物理的に難しい場合には郵送にてお送りください。
〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町７－６ JTB高松ビル4階
Reビジット高松キャンペーン事務局 宛

５．月次報告と補助金ご請求方

決定通知書番号 Reビジット高松キャンペーン

実績内訳シート（ 月分） ※補助金請求額

宿泊施設
名

Reビジット高松キャンペーン割引額
合計

0

【注意事項】
・空欄（白紙）のセルにご記入ください
・宿泊者名は当選者の氏名をご記入ください。

見本

基本情報 宿泊内容 宿泊代金

宿泊者名
（当選者）

宿泊者住所
(都道府県)

リピート宿泊
開始日

宿泊日数
リピート宿泊
終了日

①Ｒｅビジット高
松キャンペーン対
象者宿泊代金
（お一人様分）

②Reビジット高松
キャンペーン割引
額（上限10,000

円）

③割引後
（宿泊者負担）
（①－②）

例 高松 次郎 香川県 2022/10/01 1 2022/10/02 15,000 10,000 5,000

mailto:revisit-takamatsu@bsec.jp
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補助金請求締め日について

月次報告 必要書類 締め日 提出方法

8月利用分

①実績内訳シート
②請求書

令和4年9月9日（金）
必着

メール

9月利用分
令和4年10月7日（金）
必着

メール

10月利用分
令和4年11月10日（木）
必着

メール

11月利用分
令和4年12月9日（金）
必着

メール

12月利用分
令和5年1月10日（火）
必着

メール

1月利用分
令和5年2月10日（金）
必着

メール

2月利用分
令和5年3月10日（金）
必着

メール

下記のスケジュールに従い、事務局への送付をお願いします。

締め日の月末を目途にお支払いいたします。

５．月次報告と補助金ご請求方


