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1. はじめに 

本事業における商品の販売、補助金の申請については、本書、並びに別添資料を確認の上、間違い

のないよう、お願いいたします。あわせて、既に提出いただいております誓約書に記載のある事項に

つきましても遵守ください。  

なお、本書に掲載のない事項につきましては、その都度、事務局まで問い合わせください。  
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□別添資料  

・様式第１号 対象事業認定申請書 

(裏面)誓約書 

・様式第２号 実施計画書 

・別記１    補助金算出シート（宿泊単品用、交通付き・周遊型用、着地型用） 

・様式第３号 補助金交付決定通知書  

・様式第４号 補助金変更申請書 

・別記 2   事業変更計画書 

・様式第５号 補助金交付申請書 

・様式第６号 補助金実績報告書（ 月分）  

・別記 3   事業実績書（ 月分） 

・別記 4   別記 4 補助金実績シート 

・様式第７号 補助金交付確定通知書 

・様式第 8 号 補助金交付請求書 

・Q&A 
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2. 「九州ふっこう割」の実施にあたって  

「九州ふっこう割」とは、平成 28 年熊本地震により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、

国が交付する九州観光支援交付金を活用して実施する補助金です。本書では、そのうち国内向け旅行

商品等の補助金について取り扱います。 

補助対象の種類 

種類 宿泊単品旅行 交通付き宿泊旅行 周遊型旅行 着地型旅行 

対象  

大分県でのみ宿泊

する交通付き企画

旅行 

大分県を含む５県

での連泊企画旅行 

大分県を主たる目

的地とした日帰り

旅行 

販売方法 募集型 

募集型 

受注型※ 

募集型 

受注型※ 

募集型 

割引率 
最大 7 割補助 

（詳細は下表） 

対象期間 平成 28 年 7 月１日～9 月 30 日宿泊分まで 

※受注型については、別途ご案内致します。 

割引額（割引率） 

 
販売価格帯 

（消費税込み商品単価） 
割引上限額 販売促進費 

ア.宿泊単品旅行 

6,000 円～9,999 円 4,000 円 

割引額実績の１０％ 
10,000 円～19,999 円 7,000 円 

20,000 円～29,999 円 14,000 円 

30,000 円以上 20,000 円 

イ.交通付き宿泊 

旅行（大分単県） 

20,000 円～29,999 円 14,000 円 

割引額実績の１０％ 
30,000 円以上 20,000 円 

50,000 円以上かつ 2 泊

以上 
30,000 円 

ゥ.着地型旅行商品 

2,000 円～4,999 円 1,400 円  

 

割引額実績の１０％ 

5,000 円～6,999 円 3,500 円 

7,000 円～9,999 円 4,500 円 

10,000 円以上 7,000 円 
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販売価格帯 

（消費税込み商品単価） 
割引上限額 販売促進費 

エ.周遊型旅行 

（大分県と熊本県の両

方に宿泊） 

 

30,000 円～39,999 円 

合計 20,000 円 

（大分県 10,000 円） 

（熊本県 10,000 円） 

両県に別途手続き必要 

 

 

割引額実績の１０％ 

 

40,000 円～49,999 円 

合計 28,000 円 

（大分県 14,000 円） 

（熊本県 14,000 円） 

両県に別途手続き必要 

 

 

割引額実績の１０％ 

 

50,000 円以上 

合計 35,000 円 

（大分県 17,500 円） 

（熊本県 17,500 円） 

両県に別途手続き必要 

 

 

割引額実績の１０％ 

 

エ.周遊型旅行 

（大分県と 5 県※に

宿泊） 

30,000 円～39,999 円 

合計 17,000 円 

（大分県 10,000 円） 

（5 県 7,000 円） 

両県に別途手続き必要 

 

 

割引額実績の１０％ 

 

40,000 円～49,999 円 

合計 24,000 円 

（大分県 14,000 円） 

（5 県 10,000 円） 

両県に別途手続き必要 

 

 

割引額実績の１０％ 

 

50,000 円以上 

合計 30,000 円 

（大分県 17,500 円） 

（5 県 12,500 円） 

両県に別途手続き必要 

 

 

割引額実績の１０％ 

 

※5 県とは、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県を指す。 

※旅行会社において、上位のランクの旅行商品であっても、下位の割引額の適用も可とする。 

  

  

【イ.交通付き宿泊旅行（大分単県）】 

① 旅行会社が造成する企画募集旅行商品のうち単県分（添乗員付き） 

② 旅行会社が造成する企画募集型宿泊旅行商品（単県・周遊とも）で添乗員がつかないも

の（通称：フリープラン）は「表イ」とする。なお、複数県に宿泊する場合は総額を商

品単価とし、１泊目のみ宿泊県の助成を受けることとする。（重複した割引の適用・請

求は認めない。） 
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（例１）１県１泊のみ（大分泊）商品２万円・・・支援額は１．４万円（大分県へ申請 

（例２）１県２泊以上（大分泊→大分泊）商品３万円・・・支援額は２万円（大分県へ申 

請） 

（例３）２県２泊以上（大分泊→福岡泊）商品３万円・・・支援額は２万円（大分県へ申 

請） 

（例４）２県２泊以上（熊本泊→大分泊）商品３万円・・・支援額は２万円（熊本県へ申 

請） 

（例５）２県２泊以上（宮崎泊→大分泊）商品３万円・・・支援額は１.５万円（宮崎県

へ 

申請） 

 

【エ.周遊型旅行について】※添乗員付き 

① ３県以上にまたがって周遊しても、行程上３県目以上は宿泊割引対象外とする 

② ２県にまたがり、２泊以上の商品の各県の１泊目のみ補助対象とする 

③ あらかじめ補助対象と認めた県に対し、証拠書類を添付の上請求する 

 

 

 

 

3. 補助の申請について 

注意事項 

・発売開始前に最終原稿等を必ず事務局へ送付すること。 

・証拠書類については、控えを取る必要があります。 

不備があり再送頂く場合でも、各種様式の最終の提出期限は平成２８年１０月３１日です。 

様式 3 号「交付決定額の通知」を受けた後に、申請内容の変更があった場合、様式第４号「補

助金変更申請書」を提出し、審査を受けて頂きます。 
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請求手続きの流れ 

 

※催行月の翌月 10 日必着 ・・・（例）8/2 催行分は 9/10 までに必着 

                  →9/10 必着分は、10/10 までに補助金の振込 

 

 

清算方法 

・別添にある指定の請求書を使用ください 

 書式データを希望される場合は専用 WEB サイト上よりダウンロードが可能となります。 

 7 月 12 日専用サイトオープンまでは、ツーリズムおおいたの HP よりご利用ください。 

 （ツーリズムおおいた HP URL：http://www.visit-oita.jp/） 

7 月 12 日専用サイトオープン以降は、以下よりご利用ください。 

（専用 WEB サイト URL：www.fukkouwari-oita.jp） 

 

・配達記録が残る形で送付して下さい 
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 様式類を事務局へ送付の際は、配達記録が残る形での方法でお願い致します（書留、宅配便

等）。 

 普通郵便で送付され、万が一紛失が発生した場合は事務局ではその責任を負いませんのでご注意 

ください。 

※原本をお送りいただく為、必ずコピー等控えをお取りください。 

  ※送付にかかる費用は補助事業者様にてご負担ください。 

 

送付先 

・おんせん県おおいた「九州ふっこう割」事務局（(株)ＪＴＢビジネスサポート九州内）宛 

〒８１０-００７２ 福岡市中央区長浜１-１-３５ 新ＫＢＣビル 6 階 

（株式会社ＪＴＢビジネスサポート九州内） 

TEL／０９２－７３７－１５３６（月曜日～金曜日９：３０～１７：００) 

０５７０－０６５－３３３（月曜日～金曜日９：３０～１７：００) 

FAX／０９２－７２２－４７２０ 

Mail／oita_fukkou_ryokou@kys.jtb.jp 

 

※毎月 10 日までに送付いただく書類 

  ・様式第 5 号 補助金交付申請書 

  ・様式第 6 号 補助金実績報告書 

  ・別記 3   事業実績書 

  ・旅行実績証明書のコピー 

 

※郵送（消印有効)、持参のいずれかで提出すること（電子データも併せて提出） 
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4. 申請スケジュール 

  

※受注型旅行については、第三次を予定しています。詳細な要件については、HP 上にて別途ご案内いたしま

す。 
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5. アンケートについて 

旅行者及び各旅行会社様へアンケートのご協力をお願いします。 

アンケートの様式については別途ご案内致します。 

6. 様式集 

・様式第１号 対象事業認定申請書 

(裏面)誓約書 

・様式第２号 実施計画書 

・別記１   補助金算出シート（宿泊単品用、交通付き・周遊型用、着地型用） 

・様式第３号 補助金交付決定通知書  

・様式第４号 補助金変更申請書 

・別記２   事業変更計画書 

・様式第５号 補助金交付申請書 

・様式第６号 補助金実績報告書（ 月分） 

・別記３   事業実績書（ 月分） 

・別記 4   別記 4 補助金実績シート 

・様式第７号 補助金交付確定通知書 

・様式第 8 号 補助金交付請求書 

 

7. 事務局連絡先 

・おんせん県おおいた「九州ふっこう割」事務局（(株)ＪＴＢビジネスサポート九州内）宛 

〒８１０-００７２ 福岡市中央区長浜１-１-３５ 新ＫＢＣビル 6 階 

（株式会社ＪＴＢビジネスサポート九州内） 

TEL／０９２－７３７－１５３６（月曜日～金曜日９：３０～１７：００) 

０５７０－０６５－３３３（月曜日～金曜日９：３０～１７：００) 

FAX／０９２－７２２－４７２０ 

Mail／oita_fukkou_ryokou@kys.jtb.jp 
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8. 「ふっこうロゴ」の使用にあたって 

対象旅行商品において、以下の通りロゴマーク及びキャッチコピーを必ず使用すること。 

（例：割引額の具体的な明示／補助金額表示） 

 

(例：【旅行代金】３０，０００円 )  

この旅行は記載の旅行代金から 

国の九州観光支援交付金により２０，０００円割引します。 

 ①              ② 

      

 

 ③              ④  

 

 

※ ①、②はどちらも必ず掲載し、③、④のおんせん県おおいた復興ロゴは、いずれか

の 

タイプを掲載すること。④が望ましい。 

 

※（①、②のロゴデータに関しては、「九州観光復興ポータルサイト／九州ふっこう割 

お知らせサイト」よりダウンロード下さい。 

⇒ http://kyushu-fukkou.jp/logo/ 

 

※（③、④のタイプは、「使用要領」にあるピンク・オレンジ・水色の３色のうちであ

れば色は問わない。） 

おんせん県おおいた復興ロゴ等使用要領：「大分県復興サイト」に掲載 

   ⇒ http://www.visit-oita.jp/onsenken-cp/download/ 

 

http://kyushu-fukkou.jp/logo/
http://www.visit-oita.jp/onsenken-cp/download/
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9. 専用 WEB サイトについて 

 

  

http://kyushu-fukkou.jp/ 

http://www.welcomekyushu.jp/kyushufukkou/ 

【九州観光復興ポータルサイト】 

クリック 

【九州ふっこう割のお知らせ】WEB サイト 

≪掲載内容≫ 

・旅行会社の窓口 

（商品ができ次第、7月 1日以

降、順次販売となります。詳細は

随時お知らせ予定) 

※一般社団法人 九州観光推進機構運営 WEBサイ

ト内、下部にて【「九州ふっこう割のお知らせ」専

用 WEBサイト】のリンクバナーがあります。 
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http://www.welcomekyushu.jp/kyushufukkou/ 

【おんせん県おおいた 観光旅行復興キャンペーン】 

※公益社団法人ツーリズムおおいた運営 WEBサイト 


