
　〒８５５－０８６１
　　島原市下川尻町７－５
　　島原港ターミナルビル１階 島原港観光案内所

担当 下田/坂本
TEL ０９５７－６２－３９８６
FAX ０９５７－６３－５５６１

e-mail gaiko@shimabaraonsen.com

「島原ふるさと応援旅行券」

加盟店マニュアル

※詳細は『島原市ふるさと応援旅行券発行事業約款』をご覧ください。

株式会社 島原観光ビューロー
（島原市ふるさと応援旅行券発行事業事務局）

お問合せ先

mailto:gaiko@shimabaraonsen.com


島原ふるさと応援旅行券
　加盟店登録希望の事業者 様

株式会社 島原観光ビューロー

電話 0957-62-3986

電話 0957-62-4766

　「島原ふるさと応援旅行券」の取扱い加盟店の申込みについてご案内いたします。
　今回の旅行券発行総額は １億３０００万円、島原市内の宿泊施設、有料観光施設、お土産品を取り
扱う事業者、食事を提供する店舗、交通事業者様で広く使えるものです。

　プレミアム率は３０％（１３，０００円の旅行券を１０，０００円で販売）、皆様からのご応募をお待ちして
おります。
　なお、詳細は「加盟店マニュアル」に記載しております。ご確認のほどよろしくお願申し上げます。

１．募集の期間・時間

令和４年　６月１７日（金）～　６月２６日（日）　・・・土日含む、９時～１７時まで

２．提出書類

様式4-① 　＊必要事項をご記入のうえ、期日までにPDFmail添付でお申込み
　　 頂くか、FAX（後日本通をお持ち頂く）でお申し込み願います。

３．送付先／問合せ先

株式会社島原観光ビューロー（島原市ふるさと応援旅行券発行事業事務局）
 〒８５５－０８６１
　島原市下川尻町７－５　島原港ターミナルビル１F
　島原港観光案内所内
　担当 下田/坂本
　電 話 ０９５７（６２）３９８６
　FAX ０９５７（６３）５５６１
　mail gaiko@shimabaraonsen.com

以上

記

令和４年６月１７日

「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店の募集について（ご案内）

誘 致 営 業 推 進 部

総 合 企 画 支 援 部

mailto:gaiko@shimabaraonsen.com


１．「島原ふるさと応援旅行券」の概要

２．取扱い加盟店の申込みについて

３．様式４-①「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店 申請書

４．販売・報告・換金フロー（概要）

５．加盟店と事務局間の報告書類・換金フロー（詳細）

６．報告書類・換金のポイント

７．加盟店とお客様間の販売・案内フロー（詳細）

【参考】

加盟店用キット・・・加盟店へお渡しする予定のもの
　（１）各種申請・報告様式 エクセルでお渡しします。
　（２）のぼり１セット（1本） 7/7（木）・8（金）予定、但し前後する場合あり

＊終了後回収いたします。
　（３）取扱店（販売店・加盟店共通）ステッカー１～2枚 　〃
　（４）チラシ（お客様へお渡しするもの） 　〃
　（５）ポスター1～２枚 　〃

【参考】

各種様式
（１）様式1 「島原ふるさと応援旅行券」取扱い販売店 申請書
（２）様式2 「島原ふるさと応援旅行券」購入 申込書
（３）様式3－① 「島原ふるさと応援旅行券」販売代金振込報告書 兼 販売手数料等請求書
（４）様式3－② 「島原ふるさと応援旅行券」販売実績報告書 兼 在庫管理表
（５）様式3－③ 「島原ふるさと応援旅行券」追加配賦 依頼書

（６）様式4－① 「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店 申請書

（７）様式4－② 「島原ふるさと応援旅行券」換金 申請書
（８）様式4－③ 「加盟店様アンケート調査」提出書

目次

販売
店用

加盟
店用



 1,000円券が13枚つづり（3枚は宿泊料金で利用不可）

　＊購入者は3,000円お得です。

 市外からの観光客など

　＊原則市内の方は購入できませんが、一部代理購入を認める場合があります。

 原則、ふるさと応援旅行券の販売店は、宿泊施設、交通事業者様並びに当社の以下

  4ヵ所で販売いたします。

　　◆島原港 観光案内所 電話 ０９５７－６２－３９８６

　　◆島原駅 観光案内所 〃 ０９５７－６３－６９００

　　◆島原城 本丸売店 〃 ０９５７－６３－４８７４

　　◆観光交流センター 清流亭 〃 ０９５７－６４－２４５０

 ◇様式4-①「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店 申請書～にて

　 6月26日（日）までにお申し込み頂いたところとします。

 ◇加盟店の登録資格は以下です。

　 第26条「加盟店は、島原市内の事業所のうち、本事業に参加を希望するもので

　　　次に掲げるものとする。」

（１）宿泊施設

（２）有料観光施設

（３）土産品を取り扱う事業所

（４）食事等を提供する店舗

（５）交通事業者（鉄道・船舶・ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ・運転代行・ﾚﾝﾀｶｰ・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）

 ◇島原港観光案内所内に「島原市ふるさと応援旅行券発行事業」事務局を設置します。

 　島原市下川尻町７－５　島原港ターミナルビル１F（島原港観光案内所内）

 ◇換金日・時 毎週水曜日　10：00～15：00

7月分 7/20 水 7/27 水

8月分 8/3 水 8/10 水 8/17 水 8/24 水 8/31 木

9月分 9/7 水 9/14 水 9/21 水 9/28 水

10月分 10/5 水 10/12 水 10/19 水 10/26 水

11月分 11/2 水 11/9 水 11/16 水 11/30 水

12月分 12/7 水 12/14 水 12/21 水 12/28 水

1月分 1/4 水 1/11 水 1/18 水 1/25 水

 ◇最終換金日 令和5年1月25日（水）　10：00～15：00

 ◇換金方法 小切手（換金手数料：０％）
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１．「島原ふるさと応援旅行券」の概要

発行者  株式会社 島原観光ビューロー

券の名称  島原ふるさと応援旅行券

発行額  発行総額 １億３千万円　1冊＠13,000円×10,000冊

販売額  販売総額 １億円　　　　1冊＠10,000円×10,000冊

換金日一覧

購入対象者

旅行券の
販売店

必要書類
の提出

換金について

額面

販売期間  令和４年7月１６日（土）　～　令和５年1月１５日（日）

有効期間  令和４年7月１６日（土）　～　令和５年1月１５日（日）

加盟店



「島原ふるさと応援旅行券」の取扱い加盟店の申込みについてご案内いたします。
今回の旅行券発行総額は １億３０００万円 で、島原市内の宿泊施設、有料観光施設、お土産品を取り
扱う事業者、食事を提供する店舗、交通事業者（鉄道・船舶・バス・タクシー・運転代行・レンタカー・
ガソリンスタンド）様で広く使えるものです。
　プレミアム率は３０％（13,000円の旅行券を10,000円で販売）、皆様からのご応募をお待ちして
おります。

（１）様式４-①「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店 申請書　～の太枠内に
　　　必要事項をご記入のうえ、下記までPDF化のうえmaiにてお送りください。
　　　FAXされた場合は、後日あらためて捺印した本通をご持参ください。

 〒８５５－０８６１
　島原市下川尻町７－５　島原港ターミナルビル１F
　島原港観光案内所内
　担当　下田/坂本
　電 話　０９５７（６２）３９８６
　FAX   ０９５７（６３）５５６１
　mail gaiko@shimabaraonsen.com

（２）募集期間

　　　令和4年　6月17（金）～26日（日）必着

（３）取扱い加盟店申請の可否のご連絡について

　　　受付け次第、「島原ふるさと応援旅行券取扱い加盟店 申請書」の下段に「加盟店コード」を
　　　記載のうえ、随時mail（又はFAX）にてご回答いたします。
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2．取扱い加盟店の申込みについて

送信送付先・お問合せ先

（島原市ふるさと応援旅行券発行事業事務局）
株式会社島原観光ビューロー

mailto:gaiko@shimabaraonsen.com


令和　　年　　月　　日

㈱島原観光ビューロー　御中

㈱島原観光ビューローで実施する、「島原ふるさと応援旅行券」の取扱い加盟店として参加したく、
以下の通り申請します。　なお、申請にあたっては約款等の定めを遵守いたします。

＊太枠内のみご記入ください

ﾁｪｯｸ

令和　　年　　月　　日

このたびは、「島原ふるさと応援旅行券」の取扱い加盟店にご応募頂きありがとうございました。
以下に、取扱い加盟店コードをお知らせいたします。

株式会社島原観光ビューロー（島原市ふるさと応援旅行券発行事業事務局）
 〒８５５－０８６１
　島原市下川尻町７－５　島原港ターミナルビル１F
　島原港観光案内所内
　担当　下田/坂本
　電 話　０９５７（６２）３９８６
　FAX   ０９５７（６３）５５６１
　mail　 gaiko@shimabaraonsen.com
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（　 ） ②有料観光施設

（　 ） ③土産品を取り扱う事業所

①宿泊施設

④食事等を提供する店舗

⑤交通事業者
（鉄道・船舶・ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ・運
転代行・ﾚﾝﾀｶｰ・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）

㊞

様

取扱い加盟店
コード

加盟店名

様式4-①

「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店 申請書

事業社名
＊広報用の事業所名をご記入ください。

代表者名 ㊞

所在地
　〒

電話番号 ―　　　　－ FAX ―　　　　－

担当者名 e-mail

事務局
使用欄

責任者 確認者 受付日

業　　種

該当に〇印

（　 ）

（　 ）

（　 ）

選択肢 主な商品名を記入ください



令和　　年　　月　　日

㈱島原観光ビューロー　御中

消費者より当店（加盟店）で受け取った、「島原ふるさと応援旅行券」の換金をしたく、使用済
旅行券を添え、以下の通り申請します。

＊太枠内のみご記入ください

上記の小切手を確かに受け取りました。

令和　　　　年　　　月　　　日

-４-

様式4-②

「島原ふるさと応援旅行券」換金 申請書

事業社名
加盟店
コード

代表者名 ㊞

換金申請者名
(窓口来店者)

事務局
使用欄

責任者 確認者

（３）

×

□全て捺印 □一部漏れ

円

枚

円

使用済旅行券
換金申請枚数 枚

事務局
記入欄

1,000円

小切手の額

（１） 旅行券 確認枚数

（２） 旅行券の総額

旅行券裏面の事業者印

（４）

受付日

（５） 小切手発行NO

小切手受取人 氏名
㊞



令和　　年　　月　　日

-５-

㈱島原観光ビューロー（島原市ふるさと応援旅行券発行事業事務局）行き
FAX：0957-63-5561

 島原ふるさと応援旅行券 加盟店様アンケート調査

『島原ふるさと応援旅行券』につきまして、参加・ご協力を賜り、ありがとうございました。
今回の事業の影響・効果等を把握するため、ご多忙中ご迷惑をおかけいたしますが、アンケートにご協力い
ただきますようお願いいたします。
なお、回答は 2月28日（火）までにご提出いただければ幸いに存じます。

◆該当する番号に〇をつけてご回答ください。
【問１】加盟店としてご登録された、あなたのお店の業種をお尋ねします。
　　　　1．宿泊施設　2．有料観光施設　3．土産品を取扱う事業者　４．食事等を提供する店舗
　　　　５．交通事業者（鉄道・船舶・バス・タクシー・運転代行・レンタカー・ガソリンスタンド）
　
【問２】今回の島原ふるさと応援旅行券に参加された理由は何ですか。（複数回答可）
　　　　1．売上増に繋がると思ったから。
　　　　2．消費者の旅行券利用に際しての利便性に答えるため。
　　　　3．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【問３】島原ふるさと応援旅行券は、あなたのお店にとって、効果はありましたか。
　　　　1．効果があった。　　　⇒　問４にお進み下さい
　　　　2．少しあった。　　　　⇒　問４にお進み下さい
　　　　3．効果は無かった。　　⇒　問５にお進み下さい

【問４】「効果があった」「少しあった」お店にお尋ねします。どのような効果がありましたか。
　　　　（複数回答可）
　　　　1．売上に効果があった。　　　　　2．新しい顧客が増えた。
　　　　3．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【問5】「効果は無かった」お店にお尋ねします。（複数回答可）
　　　　1．売上に効果はなかった。　　　　2．旅行券の利用が無かった。
　　　　3．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【問６】島原ふるさと応援旅行券で消費してもらうために、何か販促活動をされましたか。
　　　　1．行った。
　　　　※割引、クーポン券等の何らかの販促活動を行った場合、具体例をご記入下さい。
　　　　【具体例：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　2．行っていない。

【問７】今回の島原ふるさと応援旅行券について、ご意見等ございましたら、ご記入下さい。
　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

※ 以上、アンケートへのご協力ありがとうございました。
㈱島原観光ビューロー（島原市ふるさと応援旅行券発行事業事務局）
担当：下田、坂本　TEL0957-62-3986

様式4-③



加　盟　店

旅行券の提出

お客様への対価・サービスの提供
受領旅行券裏面への店名スタンプの捺印

①様式4-②「島原ふるさと応援旅行券換金申請書」の 7月
　太枠内を記入し出力のうえ公印を捺印します。 20日 （水）
②回収した旅行券は50枚を1束にします。 27日 （水）
③指定された日時に①②を持参のうえ事務局へ 8月

3日 （水）
①様式4-②「島原ふるさと応援旅行券換金申請書」記載 10日 （水）
　内容の確認と回収旅行券の枚数確認 17日 （水）
②小切手のお渡し（様式4-②への受取人の記名・捺印） 24日 （水）

31日 （水）
③書類並びに旅行券の保管 9月

7日 （水）
14日 （水）
21日 （水）
28日 （水）

10月
5日 （水）

12日 （水）
19日 （水）

26日 （水）
～

-６-

※詳細は５.加盟店と事務局間の報告書類･換金フロー（詳細）　６.報告書類･換金のポイントを確認ください。

事
　
務
　
局

毎週水曜日

時間:10時～15時まで

４．販売・報告・換金フロー（概要）

事
　
務
　
局

購
入
者

旅行券での

購入

旅行券の収受

対価・サービス

の提供

販売フロー

換金フロー

様式4-②

受取った旅行券

小切手引渡し

受取人の記名捺印

使われた旅行券の枚数管理と記入

【様式４-② 島原ふるさと応援旅行券換金申請書】加盟店コード

加盟店キット一式

のお渡し

様式4-①で

加盟店申込



（1）加盟店応募書類のご案内 6/17 →
＊6/26(日)で申込を締切ます (予定)

← 6/26 （2）島原ふるさと応援旅行券取扱い加盟店 申請書
(早めに)     ＊様式4-① でお申込みください。捺印したものをPDF化のうえmail添付

　 　で送信ください。FAXの場合は後日本通をご持参ください

（3）承認書の送付 随時 →
＊メールPDFで送付or郵送

（4）加盟店説明会開催
＊日程は今後の調整となります。
　加盟店用ｷｯﾄは説明会時お渡し 7/7.8 →
①マニュアル・加盟店用エクセル (予定)

　報告シート・約款はmail可 ← （5）加盟店説明会への参加
②加盟店用キット一式お渡し 　　 加盟店用キットが揃った段階で日程をご案内しますが
　のぼり/ステッカー/チラシ 　　 ご欠席の場合は、お手数ですが後日事務局まで引き取り
　ポスター/加盟店用マニュアル 7/7.8 　　 をお願いします。
　約款等 ← (予定)

7月分 7/20 水 7/27 水

換金は右記のスケジュール 8月分 8/3 水 8/10 水 8/17 水 8/24 水 8/31 木

に沿って行ないます。 9月分 9/7 水 9/14 水 9/21 水 9/28 水
10月分 10/5 水 10/12 水 10/19 水 10/26 水
11月分 11/2 水 11/9 水 11/16 水 11/30 水
12月分 12/7 水 12/14 水 12/21 水 12/28 水

1月分 1/4 水 1/11 水 1/18 水 1/25 水
注意 ：11/23（水）は祝日の為、換金を行いません。

← 7/20 （6）換金は毎週水曜日に行いますので以下の流れでご準備ください。
(水) 　　　＊換金受付は 10時～15時 までです。

　  ①様式4-②(換金申請書)の太枠内を全てご記入ください
　  ②出力後、公印を押してください。
　  ③回収した旅行券は50枚を1束にしてください。
　　　＊旅行券裏に事業所スタンプが全て捺印されていることを
　　　　確認してください。
　  ④指定された日時に②③を持参のうえ事務局までお越しください。

（7）様式4-②記載内容と旅行 → 　　　＊受取人はサイン・捺印が必要です、認印をご持参ください。
　　  券の確認をします。
　　①記載内容の確認
　　②旅行券の枚数確認
　　③裏面の捺印確認
　　④小切手を準備しお渡し
　　⑤受取人ｻｲﾝと捺印収受
　　⑥書類並びに旅行券保管

← （8）サインと捺印をして小切手を受け取ります。
　　①事務局が確認を終え、小切手を準備したら、様式4-②に
　　   受取り人氏名と認印を押します。
　　②額面を確認のうえ、サイン・捺印をしてください。

ご注意ください！（詳しくは約款をご覧ください）

　①旅行券には有効期限があります　⇒ 令和5年1月15日（日）まで ・・・1月16日以降は使用できません。 第19条

　②お客様から受け取った旅行券は、必ずその場で「裏面」に事業所スタンプや印を押してください。 第30条

　③旅行券取扱い加盟店自らの、商品仕入れや経費等の支払いには使用できません。 第37条

　④最終換金日は・・・令和5年1月25日（水）です・・・最終換金日を過ぎた旅行券は換金できなくなります。 第28条
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毎週水曜日、上記の繰り返しになります。

換金日一覧
換金時間　10時～15時まで

５．加盟店と事務局間の報告書類・換金フロー（詳細）

7月16日(土）利用開始

事務局 お客様加盟店



共　通（1）～（3）「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店の応募案内等について
　6月15日（水） （事務局）市内の事業社様へ、新聞にて加盟店募集を告知
　6月17日（金） （事務局）加盟店の受付開始

（加盟店）様式4-①に必要事項を記入のうえ捺印、PDF化してmailで送付ください。
　 FAXで送られた施設は、後日本通をご持参ください。

（事務局）届き次第、加盟店コードを付番のうえmailまたはFAXで回答します。
　6月26日（日） （事務局）申請を締め切ります。

　 　　＊加盟店の一覧表化を行います。

共通（4）（5）「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店様への説明会の開催
　7月8～9日頃 加盟店様にお集まり頂き、関係書類・加盟店用キット等をお渡しします。

　①マニュアル・加盟店用エクセル報告シート・約款　　～アドレス記入の方へは事前に送ります。
　②加盟店用キット類一式お渡し

のぼり/ステッカー/チラシ
ポスター/加盟店マニュアル/約款～等

加盟店（6）換金の流れ
　換金は、毎週水曜日／10時から15時の間です。日によっては混雑も予想されます。ご迷惑おかけいたしますが、ご理解と
　ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

① 事業社名、加盟店コード、代表者氏名、公印など、太枠内に漏れがないようご記入ください。
＊換金申請者＝窓口来店者です。お渡しする際サインを頂きますので、記載されている方がお見えください。

② 様式4-①「島原ふるさと応援旅行券」取扱い加盟店申請書～で使用した「公印」を捺印してください
③ 消費者から受取った旅行券は、その場で裏面に事業所スタンプを押してください。紛失や盗難など再利用防止のためです。
④ 受取り人の方は、必ず認印をお持ちください。

事務局（7）換金の流れ
① 様式4-②の記載内容を確認します。代表者印が合致するか様式4-①「取扱い加盟店申請書」と照らし合せます。

②③ 旅行券の枚数を数え申請書と合致するか確認します（機械）。その上で裏面に事業所スタンプがあるか確認をします。
④ 小切手を発行し、様式4-②に必要事項を記入します（発行金額・小切手ＮＯ）
⑤ 以上を終えたら、小切手を見せ確認してもらい、その後様式4-②にサインと認印をもらいます
⑥ その後、様式4-②を上司に回し確認印をもらったら旅行券と合わせ保管します。

加盟店（8）換金の流れ
記載どおりです。

-８-

予定

6．報告書類・換金のポイント



（1）お客様が旅行券でお支払い 7/16 →
(以降)

（2）旅行券でのお支払いに対応します。
　　  のぼり、加盟店ステッカー、ポスター、チラシ等を使い
        旅行券が使える店舗であることをアピールしましょう！

　　①旅行券利用日が、有効期間内であることを確認してください。
　　　＊有効期間：令和4年7月16日～令和5年1月15日までです。

　　　　　  1月16日以降は使用できません。
　　②旅行券1枚につき1000円分の商品及びサービス等とお引換え
　　　ください。但し、お釣りはださないこととします。
　　③加盟店様が,旅行券を使用できない商品及びサービス等を指定
　　　する場合は、お客様とトラブルにならないよう事前告知など、
　　　最善の方法を取るよう努めてください。
　　④お持ちになった旅行券が汚損（おそん）していた場合は、以下
　　　2点がともに満たされている場合に限り、ご利用可能です。
　　　　□旅行券右上の7桁の番号が全て判別できること
　　　　□且つ、旅行券が3分の2以上残っていること

（３）旅行券の裏側に事業所のスタンプ等を押します。
　　　＊換金の際、事業所のスタンプや印が押印されていないと
　　　　換金できません。
　　　＊換金は毎週水曜日です。それまでは大切に保管ください。

-９-

7．加盟店とお客様間の販売・案内フロー

7月16日(土）利用開始

お客様 事務局加盟店


