
みやぎ宿泊割キャンペーン「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」取扱マニュアル【第 4 版】  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎ宿泊割キャンペーン 

「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」 

取扱マニュアル 

 

 

令和３年５月１９日 作成 

 

 

  

宿泊割 



みやぎ宿泊割キャンペーン「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」取扱マニュアル【第 4 版】  

2 

 

 

目次 

取扱マニュアル ............................................................................................................ 1 

１ はじめに ................................................................................................................ 3 

２ 泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプランの概要 ......................................... 3 

(1) 支援内容 .................................................................................................................... 3 

(2) 支援対象期間 ............................................................................................................. 5 

(3) 市町村独自のキャンペーンとの併用等について ........................................................ 5 

(4) 販売にあたっての留意事項 ........................................................................................ 5 

３ 各種報告事項について 【参考資料：宿泊割引＆クーポン券 申請作業早見表】 7 

(1) 補助金交付申請 ........................................................................................................... 7 

(2) 補助金内示額通知 ........................................................................................................ 7 

(3) 定例報告について ........................................................................................................ 8 

(4) 交付決定金額の変更申請について【該当者のみ】 ....................................................... 8 

(5) 概算払（毎月の精算）について【概算払請求を行う者のみ】 ..................................... 8 

(5) 最終実績報告書の提出について ................................................................................... 9 

４ 事業者情報の WEB登録について ............................................................................ 9 

５ 不正防止について.................................................................................................. 9 

６ 割引の考え方 ....................................................................................................... 10 

７ 各様式の案内 ....................................................................................................... 11 

様式第１号 泊－１ .........................................................................................................11 

様式第２号 泊－２ .........................................................................................................12 

様式第４号 泊－４ .........................................................................................................12 

様式第６号 泊－６ .........................................................................................................12 

様式第８号 泊－８ .........................................................................................................12 

委任状（参考様式）..........................................................................................................12 

８ キャンペーン事務局 ............................................................................................ 12 

 

 

 

■改正履歴 

R3.5.19 マニュアル作成 

R3.5.23 改正（事務局） 

R3.6.11 改正（事務局） ※予約期間をマニュアルに記載 

R3.6.28 改正（事務局） ※予約・販売期限の延長に伴うもの 

  



みやぎ宿泊割キャンペーン「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」取扱マニュアル【第 4 版】  

3 

 

 

１ はじめに 

 令和３年度「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」は，新型コロナウイルス

感染症により落ち込んだ宮城県内の観光・宿泊需要の早期回復を図るため，宮城県内にお

ける宿泊商品を割り引いて販売する宿泊事業者に対して，予算の範囲内において宿泊・観

光需要創出事業（宿泊代金・クーポン券）補助金（以下「補助金」という。）を交付する制

度です。本書では，交付申請書を事務局に提出した宿泊施設及び旅行会社を対象としたマ

ニュアルです。申請時に寄せられた質問などと，施設情報の登録について記載致します。 

 

２ 泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプランの概要 

(1) 支援内容 

①対象施設：下記に掲げる事業者のうち，宮城県内に事業所があり，事務局が選定した 

      者 

○ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）に基づき旅行業の登録を受けた 

事業者。 

      ○ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を 

受けた者。ただし，風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭 

和２３年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営 

業を行う者を除く。 

○ 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項に規定する 

届出を行った事業者。 

②対象旅行者： 宮城県内在住者（在留外国人を含む）限定とします 

③対象となる経費：宿泊した宿泊代金の割引に要する経費。ただし，宿泊施設の利用開

始時と利用終了日が同日（デイユース）であるもの（２４時以降にチェ

ックインして１泊した場合）は補助対象にはなりません。 

④補助金額 ： 事業者を通して予約した宿泊プランについて，１旅行１人泊当たりの宿

泊代金の１／２（千円未満切り捨て）又は 5,000 円のいずれか低い金額。 

（１旅行連泊の場合，１人当たり 10,000 円を上限） 

        旅行者は期間中何度でも利用できます。但し,１旅行連泊の上限を超え

る長期連泊に割引の適用は出来ません。 

観光客以外にビジネス客も対象といたします。 

⑤支援方法 ： 事業者ではあらかじめ割引いた金額で旅行商品や宿泊商品を販売し，県

から事業者に対し割引に要した金額を給付します。 

※旅行者は既に割引かれた額で旅行商品,又は宿泊を利用できます。 

※旅行商品の内容は問いません。 
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⑥クーポン券の配付：事業者は，宮城県内の土産物店等で使用可能なクーポン券を，旅

行商品や宿泊商品を割引いて販売した旅行者に対して配付します。 

          なお，利用可能店舗については，現在募集中ですので，決まり次

第，改めて連絡します。 

〇クーポン券：１枚あたりの額面 1,000 円 

          〇配付枚数：１人泊当たりの割引額で計算 

宿泊割引 5,000 円の場合２枚 

5,000 円に満たない場合１枚 

                        〇クーポン券使用期間：チェックイン当日から 

                         チェックアウト当日 24時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

計算例 No.1 

 Ａさん Ｂさん C さん 

宿泊代金（１泊目） 15,000 円 8,000 円 4,500 円 

宿泊代金（２泊目） 15,000 円 8,000 円 4,500 円 

宿泊割引（１泊目） △5,000 円（※１） △4,000 円 △2,000 円（※２） 

宿泊割引（２泊目） △5,000 円（※１） △4,000 円 △2,000 円（※２） 

割引総額 △10,000 円 △8,000 円 △4,000 円 

クーポン配付枚数 ４枚 ２枚 ２枚 

    A さんは１人泊当たりの割引額が 5,000 円であるため，クーポン券は４枚 

    （１泊目２枚＋２泊目２枚） 

    B さんは１人泊当たりの割引額が 4,000 円であるため，クーポン券は２枚 

    （１泊目１枚＋２泊目１枚） 

    C さんは１人泊当たりの割引額が 2,000 円であるため，クーポン券は２枚 

    （１泊目１枚＋２泊目１枚） 

 

 

 

 

 

 

※１ 

１旅行１人泊当たりの宿泊代金の 1/2（千円未満切り捨て）又は 5,000 円のいず

れか低い金額が１人泊当たりの割引上限額となります。 

なお，１旅行連泊の場合，１人当たり 10,000 円が割引上限額となります。 

※２ 

4,500 円の 0.5 を乗じると 2,250 円ですが，1,000 円未満を切り捨てるため， 

割引額は 2,000 円となります。 

計算例 No.2 １泊定価 8,000 円の宿に４泊する場合 

 定価 割引金額 利用者支払金額 割引総額 

１泊目 8,000 円 4,000 円 4,000 円 4,000 円 

２泊目 8,000 円 4,000 円 4,000 円 8,000 円 

３泊目 8,000 円 2,000 円 6,000 円 10,000 円 

４泊目 8,000 円 0 円 8,000 円 10,000 円 

    １人泊当たりの割引額で配付枚数を決めるため， 

    １泊目１枚＋２泊目１枚＋３泊目１枚＋４泊目０枚＝３枚となります。 

    ＜注意！＞ 

     割引総額 10,000 円＝クーポン券４枚とはなりません。 
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(2) 支援対象期間 

開始：（予定）令和３年７月中 

      （感染状況を勘案して，開始日を決定します。） 

      （具体的な開始日については，事務局から連絡します。） 

      （予約日が開始日以後のものに限ります。支援対象期間前の予約のものに 

関しては対象となりません。） 

終了：（予定）令和３年１２月３１日（木）チェックアウト分まで 

○ 令和３年１０月３１日までに予約，販売されたものが対象となります。 

○ 感染拡大状況により開始を遅らせたり，中断したり，終期を早めたりする場合があり

ます。 

    ○ 感染拡大状況の目安は，ステージ２以下とします。（ステージ３相当以上が見込まれ 

た段階で中断） 

○ 予算がなくなり次第終了します。 

(3) 市町村独自のキャンペーンとの併用等について 

○ 他の地方公共団体又はその委託を受けた者が実施する宿泊割引事業との併用は不可 

とします。 

  ○ 団体旅行（８名以上の旅行とする。）の宿泊割引を行う場合は，あらかじめ事務局に 

連絡してください。 

(4) 販売にあたっての留意事項 

①旅行者の住所確認について 

○ 宮城県民を割引対象としたプランとなります。予約時の住所確認の励行と，チェッ

クイン時には運転免許証などの身分証明書で住所の確認をお願いします。宮城県に

在住していないことが判明したときには，割引の対象とはなりません。 

○ 団体・グループ手配の場合で，宮城県在住者以外の旅行者が含まれていることが判

明した場合には，その旅行者の分は割引対象外となります。 

【住所確認方法】 

（証明書の提示）※いずれも参加者名および住所が併記されている場合 

 ■運転免許証 ■健康保険証 ■住民票 ■学生証 ■社員証 

■マイナンバーカード ■公共料金領収書（発行日から２ケ月以内） 

■在勤証明書など 

（その他） 

    ■参加者自宅に設置されている固定電話番号（頭の 3 ケタ） 

    ※運転免許証などの個人情報をコピーする必要はありません。 

※事務局から証明として提出は求めません。 

②宿泊条件のご案内について 

○ 食事条件や施設の設備，コロナウイルス感染症の対策，取消料や精算方法について 

の説明は，旅行者へ明確にご案内をしてください。 

○ キャンペーン事務局は施設からの問い合わせやご要望に対し助言や支援は行いま
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すが，旅行の斡旋や旅行契約を行う事は出来ません。よって，旅行者への旅行条件

のご案内は施設側で責任をもって行ってください。 

③支援金対象と給付について 

○ キャンペーンの割引は，宿泊費のみが対象であり，日帰り料金，追加飲食費用，お

土産代等は対象とはなりません。 

  なお，このキャンペーンが中断された際に発生したキャンセル料の取扱いについて

は，プラン販売開始前までに連絡する予定としております。 

 ○ 子供料金・幼児料金は割引の対象となります。 

 ○ キャンセル料については割引前の定価を基に算出してください。 

 ○ QUO カードなどの金券付き宿泊パックは対象外とします。 

 ○ 旅行者に直接助成金が給付されることはありません。宿泊施設が割引価格で販売を

行い，割引分についてキャンペーン事務局に助成金請求を行い，各宿泊施設が割引

額の助成金の交付を受けます。 

④価格表示について 

 ○ 販売にあたっては，「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」の適用を明

示するとともに，販売割引後の販売価格と併せ，割引金額となる支援金額を消費者

が認知できるようにしてください。 

＜表示例＞ 

宿泊代金 8,500 円，宿泊割引＆クーポン付きプランでの割引 4,000 円の場合  

販売価格 4,500 円＋クーポン券 1,000 円×1 枚配布 

（泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン 4,000 円分の割引適用後の価格です。） 

⑤【宿泊施設のみ】専用チェックインシートの活用について 

 ※旅行会社は申込書等旅行者が確認出来るものをチェックインシートに代えます。 

○ 宮城県在住者（在留外国人を含む）であることの証明と，万が一施設において新型

コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の濃厚接触者特定及び感染経路の

把握をする為，専用チェックインシートを使用し宿泊者の管理を行ってください。

このチェックインシートには個人情報が含まれますので取り扱いには十分ご注意

ください。また，精算時に証明書として使用しますので保管には十分注意してくだ

さい。 

○ 代表者本人の署名とともに，同行者本人の署名もご記入をお願いします。 

○ 署名欄には代表者は住所，同行者は居住地（市町村）の記入が必要です。 

○ お客様に確認事項を確認いただきチェック☑の記入もお願いします。 

⑥その他留意事項 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し，宮城県観光連盟の定める「新

型コロナ対策チェックリスト」を遵守し，安心・安全な十分留意してください。 

○ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを参照し，感染拡大防止策を図るようお願い

します。 
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 ○ 不正利用が発覚した場合は，事務局は事実を確認の上，本キャンペーンで申請・利 

用した全ての支援金の返還を求めます。 

   ○ 宿泊者がクーポン券を使用できなかった場合に被った損害について，宮城県及び事 

務局では責任を負いません。 

 ○ 事務局にて定めたスケジュール等ルールに則って，適正な取り組みにご協力願います。 

 ○ 事業で使用した証票類は報告時に提出の必要がないものについても，支援を受けた 

翌年度から５年間の保管をお願いします。 

３ 各種報告事項について 【参考資料：宿泊割引＆クーポン券 申請作業早見表】 

(1) 補助金交付申請 

 泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付プランを適用した宿泊プランの販売は，次の申

請書を提出いただき，事務局の承認を受けることが必要です。 

① 提出書類 

１． 宿泊・観光需要創出事業（宿泊代金・クーポン券）補助金交付申請書 

（様式第１号）（泊－１） 

※複数のプランを有する旅行業者はプランごとの内訳書，複数の宿泊施設を有

する宿泊事業者は，施設ごとの内訳書を添付すること。 

２． 誓約書（泊－誓） 

３． 振込口座情報，通帳又はキャッシュカード等の写し 

４． 宿泊プランの内容（正規料金）分かる資料（パンフレットなど） 

５． 申請者の住所（所在地）及び氏名（名称）が確認できるもの（個人にあっては運

転免許証等，法人にあっては登記全部事項証明書の写し等） 

② 提出期間：令和３年６月７日（月）～ 

※予約・販売期限の延長に伴い，宿泊事業者の申請は随時受け付けることとします。 

※販売開始日については，新型コロナウイルス感染症の流行を勘案して決定しますので， 

ご注意ください。 

※具体的な販売開始日については，事務局から連絡します。 

③ 提出先 ：Ｐ12 の「お宿を応援！みやぎ宿泊割キャンペーン事務局」へ送付してく 

ださい。 

※その後，販売状況に応じ追加配分又は減額をする場合があります。 

 (2) 補助金内示額通知 

ｒ随時ｒ 

 事務局で参加事業者をとりまとめた後，交付決定額等を通知いたします。また，販売

状況に応じて追加配分又は減額をする場合があります。 

交付申請書には誘客目標を記載して頂きますが，参加事業者間の公平を期すため一定

数を均等に配分し，その後に予約状況や利用実績に応じ追加配分又は減額をする場合が

あります。 
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(3) 定例報告について 

報告日：毎週月曜日にその前日までの販売状況を事務局へ FAX 又はメールで報告 

専用の報告用紙に，①宿泊予約人数②実績人数(報告日前日までの宿泊人数)を記入し，

事務局へ FAX 又はメールにて報告ください。 

人数の変動がない場合でも無い旨報告をしてください。 

なお，専用の報告用紙は交付決定額等の通知後にご案内します。 

※補助金の残額を明確にし，確定補助金額を超えない様に留意してください。 

(4) 交付決定金額の変更申請について【該当者のみ】 

 交付決定通知のあった事業者について，補助金の追加申請やコロナウイルス感染症の 

流行状況等を鑑み途中で減額する場合には，次の書類を提出してください。 

①宿泊・観光需要創出事業補助金変更申請書（様式第２号）（泊－２） 

②実績内訳書（様式第６号）（泊－６） 

(5) 概算払（毎月の精算）について【概算払請求を行う者のみ】 

     毎月１日に，宿泊された方，人数及び宿泊代金が記載された実績を証明する証憑書類

を添えて必要な理由を明記の上，概算払請求書（泊－８）を提出することにより，キャ

ンペーン終了を待たず，実績額に応じて補助金の支払を受けることができます。 

  １．提出書類 

   (1) 旅行会社・宿泊施設共通 

    ・概算払請求書（様式第８号）（泊－８）（記名・押印を忘れずに） 

    ・実績内訳書（様式第６号）（泊－６） 

    ・その他事務局が必要と認める書類 

   (2) 旅行会社 

    ○利用者全員分の人数等と宿泊代金及び割引額の内訳がわかる書類 

    ＜例＞※下記の書類でも人数や宿泊代金等が確認出来ないものは不可です。 

    ・旅行引受書又は申込書 

    ・全旅・大手旅行会社クーポン券 

    ・利用者に発行した領収書（人数，宿泊代金や割引額等の内訳がわかるもの） 

    ・その他事務局が必要と認める書類 

   (3) 宿泊施設 

    ○専用チェックインシートの写し（必須） 

    ○領収書等の写し 

○利用者全員分の宿泊代金及び割引額の内訳がわかる書類（領収証への明細記載可） 

＜例＞※下記の書類でも人数等と宿泊代金等が確認出来ないものは不可です。 

・顧客に発行した領収証の控え 

    ・宿泊代金及び割引額を証明できるもの（領収書等）の写し 

    ・OTA の場合，宿泊代金及び割引額を証明する確認書 

    ・その他事務局が必要と認める書類 



みやぎ宿泊割キャンペーン「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」取扱マニュアル【第 4 版】  

9 

 

 

(6) 最終実績報告書の提出について 

   当該事業が完了した時（補助金を使用したプランの販売が完了した時）には，速やか

に実績報告書を事務局に提出してください。最終の提出期限は令和４年１月２２日とし

ます。提出期限以降の請求はいかなる理由でも受付致しません。 

①宿泊・観光需要創出事業宿泊割補助金実績報告書（様式第５号）（泊－５） 

②実績内訳書（様式第６号）（泊－６） 

③宿泊実績が証明できる書類 

・専用チェックインシートの写し（宿泊施設のみ） 

・利用者全員分の宿泊代金及び割引額の内訳がわかる書類 

・顧客に発行した領収証の控え 

④その他証明に必要と認められる書類（事務局が必要と認める書類） 

⑤委任状（申請者以外の銀行口座への振込を希望する場合） 

４ 事業者情報の WEB登録について 

 登録締切日：６月２５日（金）まで 

   参加施設は，キャンペーン専用 HP へ施設情報と宿泊プランの入力をしてください。

インターネット環境の無い施設に関しては，事務局から「施設情報代行登録シート」を

お送りしますので，必要事項を記入し６月１８日までに事務局へ FAX または郵送してく

ださい。代行の場合には，キャンペーン専用 HP への情報反映まで数日かかります。あ

らかじめご了承ください。 

   ※６月１９日以後に事業者申請を行った場合は，別に事務局が指示する日となります。 

  【キャンペーン専用 HP】 

   後日公開いたします。 

  【事業者用トップページ】 

   https://sendai-miyagi-syukuhakuwari.jp/owner● 

  【事業者登録用トップページ】 

   https://sendai-miyagi-syukuhakuwari.jp/owner/register● 

５ 不正防止について 

 ○ 顧客が宿泊を取消したにもかかわらず，対象事業者が当該補助金を請求していたことが 

発覚した場合には，不正請求とみなし補助金の全部または一部の支払の停止，または支 

払済の補助金について返還を求めます。 

 ○ 対象外の宿泊者に対する補助金請求についても返還を求めます。 

  ○ 各対象事業者より提出いただく報告書類をもとに，事務局はルールに沿った申請がなさ

れているか確認します。報告内容が正当な内容であるかの確認の為，事務局または宮城

県による立ち入り検査や関係宿泊施設へ宿泊実績の確認を行う場合があります。 
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６ 割引の考え方 

  本キャンペーンの割引額について詳しくご案内します。 

１．算定方法 

(1) 基本 

宿泊代金（正規料金）から割引額を控除して得た額に 0.5 を乗じ， 

1,000 円未満を切り捨てて得た額を補助金とします。 

  ※令和 2 年度とは異なります。ご注意ください。 

 

(2) 上限額 

イ １人１泊あたりの上限額は 5,000 円とします。 

ロ 長期連泊をされる場合，１万円を上限とします。 

（例）１泊定価 8,000 円の宿に 4連泊する場合 

 定価 割引金額 利用者支払金額 割引総額 

１泊目 8,000 円 4,000 円 4,000 円 4,000 円 

２泊目 8,000 円 4,000 円 4,000 円 8,000 円 

３泊目 8,000 円 2,000 円 6,000 円 10,000 円 

４泊目 8,000 円 0 円 8,000 円 10,000 円 

※3泊目で残額 2,000 円となり 4泊目の割引はありません。 

ハ 宿泊者グループの中に，単価の異なる利用者がいる場合（以下(3)参照） 

 

(3) 単価の異なる利用者がいる場合 

１泊ごと，１人ごとに上限額及び割引額を計算する 

（例）Ａさん：定価 20,000 円，Ｂさん：定価 5,000 円，２人で３泊の場合 

   合計割引額=16,000 円 

 Ａさん割引額 Ｂさん割引額 

１泊目 5,000 円 2,000 円（※） 

２泊目 5,000 円 2,000 円（※） 

３泊目 0 円 2,000 円（※） 

割引総額 10,000 円 6,000 円 

クーポン枚数 ４枚 ３枚 

 ※この場合，A さんは１人泊当たりの割引額が 5,000 円のため，クーポン券は４枚 

       （１泊目２枚＋２泊目２枚＋３泊目０枚） 

       B さんは１人泊当たりの割引額が 2,000 円のため，クーポン券は３枚 

       （１泊目１枚＋２泊目１枚＋３泊目１枚） 

 

※5,000 円の 0.5 を乗じると 2,500 円 

ですが，1,000 円未満を切り捨て 

2,000 円になります。 
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(4) 子ども料金の考え方 

○ 子どもであっても(2)の上限額は大人と同様に適用します。 

○ 「子ども」の範囲は各事業者の定義によるものとします。 

○ 宿泊代金を徴収していない場合や食事代のみ徴収している乳幼児については，１ 

人分として計上することはできません。 

 

(5) 宿泊代金の範囲 

含むもの一例 含まないものの一例 

宿泊予約時の宿泊プランに含まれる 

室料，食事代等 

・宿泊代金と別に現地で支払う代金 

（追加飲食代，カラオケ，駐車場等） 

・金券類など換金性の高いもの 

・消費税，入湯税 

 

２．他制度との併用 

他の地方公共団体又はその委託を受けた者が実施する宿泊割引事業との併用は不可とし

ます。 

 

３．OTA に関する注意点（宿泊施設のみ） 

  楽天トラベル，じゃらん等 OTA 経由の予約は妨げないが，その場合であっても前項 

に掲げる割引の適用を守らなければいけません。 

 

４．連泊制限回避策を講ずる者の排除 

  長期連泊者であって「連泊の場合最大１万円」の制限を回避する意図が外形上に明ら

かな宿泊は，過剰分について補助対象外とします。 

認めるものの一例 含まないものの一例 

・２連泊後，キャンペーン参加の 

他施設に２連泊。 

・２連泊後，１日宿泊せずその翌日 

キャンペーン適用で２連泊。 

・２連泊後チェックアウトし同日に 

チェックインして再度２連泊する。 

・２連泊後続けて通常価格で１泊， 

続けてキャンペーン価格で２連泊。 

 

７ 各様式の案内 

様式第１号 泊－１ 

 ■申込時 

この様式は，本キャンペーンへ参加する申込の際に提出してください。 

１．押印について 

 ○ 法人申請の場合：法人印を押印してください。 

２．法人申請の場合，１法人１申請としてください。（複数の宿泊施設を有する宿泊事業者 
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は，施設ごとの内訳書を添付するようにしてください。） 

３．記載に際しては，鉛筆等の消えるものではなく，ボールペン等の消えないものを使用 

 してください。 

４．振込口座情報について 

○ 振込先口座の名義と補助金申請者の名称が一致しないと，振込みできません。 

  ○ 申請者以外の口座への振込みを希望する場合，委任状（参考様式）を添付して下さい。 

様式第２号 泊－２ 

 ■補助金の変更時 

この様式は，補助金額の増額・減額する際に様式第６号と一緒に提出してください。 

 ○ 文中の日付は，交付の決定通知書に記載の日付を記載してください。 

様式第４号 泊－４ 

  ■中止（廃止）時 

  この様式は，補助事業を廃止（中止）する場合に提出してください。 

様式第６号 泊－６ 

  ■実績報告時・概算払請求時 

  この様式は，実績を報告する際，もしくは，概算払請求を行う際に提出してください。 

様式第８号 泊－８ 

 ■概算払請求時（マニュアルＰ．８） 

  この様式は，概算払請求時に添付書類と一緒に提出してください。 

委任状（参考様式） 

 ■様式第１号，様式第６号の必要時 

 この様式は，申請者と提出する書面の名前に相違がある場合に提出してください。 

 

８ キャンペーン事務局 

【お宿を応援！みやぎ宿泊割キャンペーン事務局】 

   〒980-0021 仙台市青葉区中央４－１０－３ 仙台キャピタルタワー２階 

    TEL：050-6868-9823 

    FAX：050-6868-9785 

    E-mail：miyagi-kenwari@cb.wakwak.com  


