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１、「福島県 県民割プラス」とは

事業の目的
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概要

福島県（事業受託者：公益財団法人福島県観光物産交流協会。以下、「協会」といいま
す）は、新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要の落ち込みに対応するため、
福島県在住者が福島県内における宿泊代金を割り引いて販売する宿泊事業者等及び旅行
会社に対し、予算の範囲内において、支援金を交付する支援事業を実施します。

以下、必要な事項を定めます。

福島県在住者を対象とする福島県内に1泊以上宿泊する商品を対象に、宿泊割引事業

「県民割プラス」を実施します。実施要綱は下記の通りです。

（１）宿泊対象期間

10月4日～12月31日（9月28日時点）

※新型コロナウイルス感染症の状況、政府全体の方針等により、対象期間が

変更になることがあります。

※予算がなくなり次第終了します。

（２）予約受付期間

10月1日（金）10:00～（9月28日時点）

※第１弾として、10月4日（月）チェックイン～10月31日（日）チェックアウト

までの予約が可能です。

※過度の移動促進につながらないよう予約可能期間を制限します。

※11月以降の予約については、新型コロナウイル感染状況を注視しながら

10月中旬以降に改めて発表いたします。

（３）割引対象者

福島県内在住の方

・予約・購入時、また旅行当日も県内在住者であること

・人数制限なし、団体・グループでも可

・観光旅行であること（ビジネス利用は不可）

（４）割引対象商品

福島県内全域の、1泊以上の宿泊商品

・１回の旅行につき同施設での利用は上限3連泊

・利用回数の制限なし（同施設での連続した利用は不可）

・宿泊＋交通など、宿泊とオプションのセットプランも可

・日帰り旅行、また換金性の高い商品は対象外



（５）県民割プラスの割引額

①宿泊の費用補助

旅行代金の最大50%を割引（上限：1人1泊10,000円）します。

    詳細金額は下記表の通りです。

    予約した宿泊代金の総額を人数で割った場合のひとりあたりの金額です。

    添い寝や食事代のみなど宿泊代金のかからない幼児・子供は人数に含めません。

②福島県民割プラス宿泊者特典クーポンの配布

1人1泊あたり、宿泊者特典クーポン2,000円分を配布します。

・子供も、宿泊代金を含む商品の予約購入がある場合は、配布の対象です。

・宿泊代金がかからない幼児・子供の方は対象外となります。

・宿泊チェックイン時の配布です。事前配布はありません。
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１、「福島県 県民割プラス」とは

１人１泊あたり 補助額 特典クーポン

20,000円以上 10,000円

2,000円分

18,000円～ 9,000円

16,000円～ 8,000円

14,000円～ 7,000円

12,000円～ 6,000円

7,700円～ 5,000円

5,000円～ 2,500円

～4,999円 なし なし



２、旅行者様の利用方法

ご利用方法については、以下の内容をご確認ください。

（１）利用方法

県民割プラス参画事業者が販売する、「県民割プラス」対象商品を購入する事に

より、ご利用頂けます。

対象事業者は、福島県県民割プラス旅行者用サイト

（https://fukushima-pr.staynavi.direct/campaign/prefecture/fukushima/kenmin）

にて公開しております。

（２）申込方法

対象事業者リストを確認の上、各事業者の販売窓口やホームページで販売している

本キャンペーン対象旅行商品を購入してください。

※対象事業者とは、宿泊施設、旅行会社、宿泊予約サイト（ネット予約サイト）に

なります。

（３）その他

受付開始日（事業開始日）より前に申し込んでいる旅行商品に「県民割プラス」を

適用することは出来ません。

受付開始日（事業開始日）以降の予約が対象となります。

県民割プラス 利用方法
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３、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ

全体像
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【チェックイン時】
①宿泊クーポンと、身分証を提示する

【チェックイン時】
①身分証を提示する
②宿泊施設が発行した

宿泊クーポンの内容
を確認する

③宿泊クーポンに署名
する

宿泊施設が代理で宿泊ク
ーポンを発行する場合と、
旅行者様ご自身で宿泊ク
ーポンを発行する場合が
あります。

※宿泊施設へ予約をした
際に、どちらで宿泊クー
ポンを発行するかご確認
ください。

旅行者様ご自身で宿泊クーポンを発行

・県民割プラス旅行者用サイトへアクセスし、
必要な情報を入力してください。

（https://fukushima-pr.staynavi.direct/login）
・発行した宿泊クーポンを印刷するか、

スマホ画面に保存してください。

旅行会社に割引後の宿
泊代金を支払い、旅行
会社が発行した宿泊ク
ーポンを受け取ります。

【チェックイン時】
①宿泊クーポンと身分

証を提示する

宿泊施設のフロントで宿泊者特典クーポンを受け取る
（宿泊者特典クーポンの有効期限は、チェックアウト日のまでとなります）

精算（割引後の宿泊代金を支払う）

【チェックアウト】

※旅行者様ご自身で宿泊クーポ
ンを発行した場合は、ご自身
で発行した宿泊クーポンと
身分証をご提示ください。

旅行者様

県民割プラスに参画されている【宿泊施設】【宿泊予約サイト（ネット予約サイト）】【旅行会社】の
一覧は、県民割プラス旅行者用サイトに掲載されています。https://fukushima-
pr.staynavi.direct/campaign/prefecture/fukushima/kenmin

(２)宿泊施設
公式サイトでの予約

(１)宿泊施設へ電話
での予約

(４)旅行会社
での予約

(３)宿泊予約サイトでの

予約
（ネット予約）

チェックイン時に、本人確認・住所確認のため宿泊者全員の身
分証（免許証、マイナンバーカード等）を提示してください。



３、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ
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①宿泊予約

旅行者様ご自身で宿泊施設の公式サイトで予約をします。

※注意※

・予約時、宿泊施設の公式サイトでは割引前価格で販売されています。

・対象になる予約は、現地払いのプランのみになりますのでご注意ください。

・県民割プラスを利用して宿泊クーポンを発行するためには、予約情報が必要に

なります。予約表などを印刷いただくことをお勧めします。

②STAYNAVIで会員登録を行い、宿泊クーポンを登録・発行

→STAYNAVIの利用方法についてはＰ9～11にてご案内します。

③宿泊施設チェックイン

チェックインの際に、STAYNAVIで登録した宿泊クーポンと身分証をご提示ください。

代表者及び同行者全員分の氏名・住所確認のため公的な身分証明証（マイナンバー
カード、運転免許証、健康保険証等）を確認させていただく必要があります。

登録した宿泊クーポンは印刷して頂くか、スマホ等の画面提示でも構いません。

宿泊施設で内容に誤りがないか確認した後、【福島県民割プラス宿泊者特典クーポン

（1人1泊につき2000円）】をお受け取り頂きます。

④割引後の宿泊代金支払い

宿泊施設での精算時に、割引された宿泊代金を施設にてお支払いください。

①宿泊予約
(宿泊施設)

②宿泊ｸｰﾎﾟﾝ
発行

③宿泊施設
ﾁｪｯｸｲﾝ

④割引後の

宿泊代金支払
い

県民割プラスを利用して宿泊クーポンを発行するためには、宿泊施設を予約した際の予約

情報が必要です。

宿泊施設が代理で宿泊クーポンを発行する場合と、旅行者様ご自身で宿泊クーポンを発行

する場合があります。宿泊施設へ予約をした際に、どちらで宿泊クーポンを発行するかご

確認ください。

●宿泊施設が発行する場合：旅行者様はそのままご旅行にご出発ください。チェックイン

時に身分証をご提示ください。お支払いは割引後の金額を宿泊施設にお支払いください。

●旅行者様が発行する場合：下記の【宿泊施設公式サイトで予約をした場合】の②③④
と同じ流れとなります。

(１)宿泊施設へ電話で予約をした場合

(２)宿泊施設公式サイトで予約をした場合



３、旅行者様の申し込みからご利用までの流れ
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旅行会社で販売される商品は、割引後の価格で販売されます。割引後の宿泊代金を旅行会

社へお支払いください。

事前に旅行者様がSTAYNAVIサイトで行う手続きはございません。旅行会社から予約を証明

する書類と、宿泊助成を受けるために必要なSTAYNAVIで発行された宿泊クーポンをお受け

取りいただき、チェックイン時に宿泊施設のフロントで身分証とあわせてご提示ください。

※予約を証明する書類や、宿泊クーポンは印刷して頂くことをおすすめします。

(４)旅行会社を通じて予約をした場合

(３)宿泊予約サイト（ネット予約サイト）を通じて予約をした場合

「(２)宿泊施設公式サイトで予約をした場合」と同様の手順となります。



４、宿泊クーポン発行までの流れ

STAYNAVIの会員登録（マイページ作成）
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旅行者様は、宿泊クーポン発行のために、STAYNAVIで会員登録をする必要があります。

ご登録いただくと、マイページができ宿泊クーポンの発行ができるようになります。

※STAYNAVIの会員登録（マイページ作成）は無料です。

※STAYNAVIで宿泊クーポンを発行していない場合は給付の対象になりません。

※既に、STAYNAVIの会員登録がお済の方は、今回新規登録は必要ございません。

 既にお持ちのSTAYNAVIマイページから宿泊クーポンの発行を行ってください。

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

①福島県県民割プラス旅行者用サイト

  （https://fukushima-pr.staynavi.direct/login）

 より【会員登録】をクリックします。

②  登録するメールアドレスを入力して

  【同意して登録する】をクリックします。

③登録したメールアドレス宛に、本登録用

  のURLが送られてきます。メール本文内の

  URLをクリックします。

④アカウント名、パスワードをご自身で設

  定し、【同意して会員登録する】をクリッ

  クします。
※アカウント名：半角英字(大文字・小文字)・数字のみ

255文字以内

 ※パスワード：半角英字(大文字・小文字)・数字・記号

（!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~）を3種類以上含む、

8文字～32文字

⑤会員登録完了後、登録されたメールアド

  レスに【会員登録完了】のメールが届き

  ます。

①

②

③

④

⑤



４、宿泊クーポン発行までの流れ
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宿泊クーポンの発行＜手順＞

①

④

②

③

Step1

Step2

Step3

Step4

STAYNAVIにて宿泊クーポンを発行します。発行した宿泊クーポンをチェックイン時に提

示することで、当該旅行が割引と支援の対象となります。

※STAYNAVIで宿泊クーポンを発行していない場合は支援の対象になりません。

①マイページにログインします。

（会員登録の際のメールアドレスとパス

ワードを入力）

  ※パスワードが分からない場合は、

【パスワードをお忘れですか？】より

パスワードの再設定を行ってください。

STAYNAVIマイページログイン画面
https://fukushima-pr.staynavi.direct/login

②マイページ内の【クーポン券の発行登

録】宿・ホテルをクリックします。

③予約情報を入力し、【予約情報を登録し、

クーポンを本発行する】をクリックします。
（必須項目はすべて入力必要）
※宿泊施設の予算枠が上限に達した場合は、
クーポンを発行することができなくなり
ます。

※予約情報登録詳細は次ページ参照ください。

④クーポン券の発行が完了したら、

【クーポン券を確認】をクリックすると、

宿泊クーポンが表示されます。

宿泊当日は、チェックインの際に宿泊クーポ

ンと身分証を提示してください。

（宿泊クーポンは、印刷頂くか、スマホ画面

の提示でも可）



４、宿泊クーポン発行までの流れ
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宿泊クーポンの発行＜予約情報登録画面＞

前ページのSTEP３：予約情報登録画面の詳細です。

宿泊クーポンの登録を行います。お間違いないようご登録お願いします。

●宿泊施設を検索

・検索ワードを入れて検索

・施設を選択すると施設名等張り付きます

●チェックイン／チェックアウト

・カレンダーから選択します

●予約経路

・プルダウンから選択します

●予約番号

・宿泊施設・宿泊予約サイト（ネット予約サイト）の

予約番号を入力します

※半角英数、半角ハイフン「ｰ」、半角アンダーラ

イン「_」が使用できます

●ご予約日

・予約日を入力します

●プラン名

・予約したプラン名を入力します

●代表者の居住地

●代表者（姓）カナ

●代表者（名）カナ

●代表者電話番号

・旅行に実際に行く旅行者のお名前と番号です

・居住地はチェックイン日の居住地で登録します

●宿泊人数

・大人、子供の人数を入力します

※添い寝や幼児は人数に含めません

●予約総額（税込）

・予約金額の総額を入力します

●施設使用欄

・宿泊施設の使用欄ですので入力不要です

※新型コロナウイルス等の影響により割引が適用でき
なくなる場合がある旨、その際のキャンセル料の
保障等が無い旨の同意に☑を入れてください。

※登録後、予約の変更などにより修正が必要な場合は、
キャンセルのうえ、新しく発行し直してください。
発行した宿泊クーポンを修正することはできません。



４、宿泊クーポン発行までの流れ
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宿泊者特典クーポンの表示箇所

旅行者向けSAYNAVI画面では、

①STAYNAVIマイページ内、宿泊クーポン詳細画面

②印刷した書面

③宿泊クーポン発行完了メール

の3箇所に宿泊者特典クーポンの枚数と金額が表示されます。

①STAYNAVIマイページ内
宿泊クーポン詳細画面

③宿泊クーポン
発行完了メール

②印刷した書面



５、キャンセルや変更について

キャンセルや変更になった場合

宿泊予約をキャンセルする場合、宿泊クーポンもキャンセルする必要があります。

宿泊クーポンのみをキャンセルしても、宿泊予約はキャンセルになりません。

宿泊予約のキャンセルは、ご予約された事業者（宿泊施設・宿泊予約サイト（ネット予約サイ

ト）・旅行会社）にてお手続きください。

発行した宿泊クーポンの内容を変更することはできません。

変更があった場合は、登録済の宿泊クーポンをキャンセルしてから、新たに宿泊クーポンを発

行してください。
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宿泊クーポンキャンセルの手順

①マイページにログインし、キャンセルしたいクーポンの【内容を確認する】をクリック

②【キャンセルする】をクリック

③メッセージが表示されるので、【ＯＫ】をクリック

宿泊施設において宿泊クーポンを修正・キャンセルした場合、旅行者様にメールが届く
場合がございます。
届いたメールについてご不明な点がございましたら、宿泊施設へ直接お問合せください。



名称 「県民割プラス宿泊者特典クーポン」

発行券種 紙クーポン
・券種：500円
・４枚つづり

利用期間（ク
ーポンの有効
期限）

チェックインからチェックアウトの日まで

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、配布及び利用を停止
することがあります。

配布方法 事業への参加登録を行った宿泊事業者から旅行者へ配布
配布は宿泊当日チェックインの際になります。

チェックインより前にお渡しする事は出来ませんので、あらかじめ
ご了承ください。

利用エリア 福島県内

利用可能店舗 福島県民割プラスの事業者登録を受けた店舗・施設等

（土産物店、飲食店などのほか、観光施設、アクティビティ、交通
機関等を含む）

給付額 1人1泊につき2000円分を旅行者に配布。

※宿泊代金がかからない幼児・子供の方は対象外となります。

注意事項 県民割プラス宿泊者特典クーポンと現金の交換は出来ません。
クーポン券面額以下のお支払いの場合でもお釣りは出ません。

県民割プラス宿泊者特典クーポンによる支払いで不足する分は現金
等でお支払いください。

６、県民割プラス宿泊者特典クーポンについて
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概要

見 本



QRコードから、ご利用頂けるお店を
ご覧いただけます
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宿泊者特典クーポンの利用

チェックイン時に宿泊施設のフロントにて宿泊者特典クーポンをお受け取りください。

特典クーポンは4枚綴り（500円Ｘ4枚）になっています。

表面

見 本

有効期限と宿泊施設名が記載
されています

本券と半券は切り離さないでください

ご利用の際は、1枚ずつ切り離してお使いください。

見 本

見 本

見 本

見 本

６、県民割プラス宿泊者特典クーポンについて
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宿泊者特典クーポンをご利用頂ける店舗には、ステッカーやポスターが掲示されています。

ステッカー ポスター

＜宿泊者特典クーポンご利用上のご注意＞

・宿泊者特典クーポンをご利用いただける対象施設は、福島県県民割プラス旅行者用サイトの 

「参加加盟店」よりご確認ください。

https://www.tif.ne.jp/kenminwariplus/
＊対象店舗情報は順次更新してまいります。

・利用対象外となる商品・サービス等もございますので、ご利用時は対象施設でご確認くださ

い。

・釣銭は出ません。

・現金との引換え、換金性の高い各種金券、各種商品券、証紙等の購入には利用できません。

・偽造、悪用、乱用した場合、発行の主旨・目的に反する行為をした場合は、返還請求を求

め、相応の処置をとることとします。

・盗難、紛失、滅失または偽造、変造、模造等に対し、発行者・配布施設・利用施設は一切そ

の責任を負いません。

・利用可能日を経過したクーポンは無効です。

・利用可能日内に利用しなかった場合、また対象施設の事情により利用できなくなった場合で

も払い戻しはできません。

・売却・交換は認めません。

・破損、折り曲げ、切り取りをしないでください。

・新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、利用できなくなる場合があります。

６、県民割プラス宿泊者特典クーポンについて



改訂履歴
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改版 発行日 改訂履歴

第1.0版 2021年7月17日 初版発行

第1.1版 2021年9月17日 ・1、「福島県 県民割プラス」とは

 （１）（２）期間の変更

 （５）注意事項の追記

・２、旅行者様の利用方法

 （２）期間の変更

・４、宿泊クーポン発行までの流れ

  STAYNAVIマイページログイン画面のURLを変更

・お問い合わせ先 対応時間表記の変更

第1.2版 2021年9月28日 ・1、「福島県 県民割プラス」とは

 （１）（２）期間の変更

・２、旅行者の利用方法

 （１）県民割プラス旅行者用サイトのURLを変更

 （２）対象期間を削除

・３、旅行者の申し込みからご利用までの流れ

  県民割プラス旅行者用サイトのURLを変更

・４、宿泊クーポン発行までの流れ

  ①県民割プラス旅行者用サイトのURLを変更

第1.3版 2021年9月30日 身分証明書の確認について

・6ページ、7ページ



問い合わせ先

※旅行者者の皆さまにおかれましては、ご旅行前に下記を確認頂き、感染症対策に

ご協力をお願いいたします。

 新しい旅の エチケット

※当マニュアルの、複製・転載することを禁止します。

※本事業に関するお問い合わせは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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お問い合わせ先
福島県 県民割プラス事業サポートセンター
●電話（９:３０－１７:３０ 年中無休）

旅行者専用 ０５７０－０００－３３７

●よくある質問はこちら

福島県県民割プラス
よくあるご質問
【旅行者向け】

https://tayori.com/faq/9
7842d1dd733feed647cf
9a8b2ca51676299f33c


