
ぎふ旅コイン事務局コールセンター

TEL： 0570-00-8884
（10:00～17:00）

取扱注意

ぎふ旅コイン事業期間

ーご注意くださいー
本資料に記載の情報は、記載日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の流行等の社会情勢により、岐阜県及び岐阜県観光連盟からの指示のもと内容に変更が生じる場合がございます。

また、記載されております情報の中には、一般に公表していない部分も含みますので、取扱に厳重注意ください。

ポイントカード配付期間 ぎふ旅コイン利用可能期間

令和4年10月11日(火)～令和4年12月27日(火) 取得（チャージ）した日～
最終利用期限令和4年12月28日(水)
※チャージ期限、最終利用期限ともに

12月28日迄となります。ご注意ください。

令和4年10月11日(火)～
令和4年12月27日(火)（12月28日チェックアウト分迄）
※チャージ期限は12月28日迄となります。ご注意ください。

ぎふ旅コイン利用店舗マニュアル（全国旅行支援）延長！

キャンペーンについて変更となる場合がございます。最新の情報は、ぎふ旅コインHPでご確認お願い致します。

令和4年11月28日（月）現在



ぎふ旅コイン
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１．電子観光クーポン「ぎふ旅コイン」とは
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ポイントを取得（チャージ）した月の翌月末
（23:59）まで。

12月に取得（チャージ）した者は12/31
（金）（23:59）まで。※出来る限り旅行期

間中にご利用ください。
ぎふ旅コイン付与対象者

◆岐阜県を目的とする日本国内に居住する旅行者
◆旅行割引キャンペーンを利用した募集型企画旅行の参加者
※ツアー（添乗員有もしくは当日斡旋員有の日帰り旅行）含む
※事前配布は対象外

ぎふ旅コイン実施期間

ぎふ旅コイン利用可能期間

ぎふ旅コイン付与方法

◆令和4年10月11日(火)～12月27日（火）迄
※ポイントカードの配布期間は12月27日(火)迄
※新型コロナウイルスの感染が拡大した場合は、配布を中止します。
※中止した場合でも、チャージ済みのポイントは使用できます。

◆宿 泊：【平日】1人1泊あたり 3千円分(ポイントカード1枚)
※1泊あたり5千円以上の旅行に限る

【休日】1人1泊あたり 1千円分(ポイントカード1枚）
※1泊あたり2千円以上の旅行に限る
※平日、休日合わせて、7連泊以上の場合はカード7枚が上限

◆日帰り：【平日】1人あたり 3千円分(ポイントカード1枚）
※旅行代金5千円以上の旅行に限る

【休日】1人あたり 1千円分(ポイントカード1枚）

※旅行代金2千円以上の旅行に限る

ポイント付与額（1ポイント＝1円）

利用可能店舗
主として観光客が利用する施設で、ぎふ旅コイン登録店舗

宿泊施設 館内におみやげ、飲食、日帰り入浴等

販売店 土産品店、食品・雑貨店、伝統工芸品販売店、
道の駅、酒蔵、ガソリンスタンド等

飲食店 料理店、喫茶店、菓子店、居酒屋等
(テイクアウト含む)

体験施設等 各種体験、レジャー施設、博物館、日帰り温泉等

交通事業者 鉄道、バス、タクシー、レンタカー 等

・岐阜県の「令和4年度“ほっと一息、ぎふの旅”キャンペーン（全国旅行支援）延長！」宿泊割引キャンペーンにあわせて、一般社団法人岐阜県観光連盟が実施する電子

観光クーポン事業です。以下「令和4年度“ほっと一息、ぎふの旅”キャンペーン（全国旅行支援）延長！」をキャンペーンと記す。）

・割引キャンペーン利用者に対して、平日1人1泊あたり3千円分のポイント、休日1人1泊あたり1千円のポイントを付与し、登録店舗で利用できます。

・登録店舗は、主に観光客が利用する店舗等（宿泊施設、販売店、飲食店、体験施設等、交通事業者）です。宿泊施設利用料にはご利用いただけません。

・宿泊施設でチェックインの際等に、対象者にポイントカードを配付、スマホ専用アプリでポイントカードのQRコードを読み取ることでチャージします。

・利用者が会計の際に、専用アプリで登録店舗に設置するQRコードを読み取り、利用金額を入力し決済します。

・電子なので換金も簡単。振込手数料など登録店舗様の費用負担はありません。

・今後も「ぎふ旅コイン」システムを活用して、さまざまな観光キャンペーンを実施する予定です。

・キャンペーン割引の対象となる宿泊施設・旅行会社は全国旅行支援感染症対策ガイドラインの遵守をお願いします。

◆宿泊施設でチェックインの際にポイントカードを配付
※日帰り旅行（添乗員有又は当日斡旋員有の旅行）の場合は旅行当日に配付
※宿泊を伴う旅行の場合は、宿泊施設にて配布

◆ポイントを取得（チャージ）した日～12月28日（水）迄
※最終チャージ期限は12月28日迄となります。ご注意ください。
※ポイントのご利用はチャージ月の翌月末日となり、
最終利用期限は令和4年12月28日(水) 23:59となります。



観光クーポン『ぎふ旅コイン』のスキーム

ぎふ旅コイン登録店舗

お土産店
観光施設

体験施設 など

旅行会社

OTA

⑦ポイント利用（決済）
（アプリで店舗のQRコード読込）

①ポイントカード配付
（日帰り旅行のみ）

④日帰りの場合
旅行当日、添乗員又は斡旋員より

ポイントカードを配布

「ぎふ旅コイン」システム
(株)フィノバレー「Money Easy」

⑩支払

旅行者

銀 行

⑧利用データ吸い上げ

②キャンペーン予約

⑥サービス提供
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岐阜県
（一社）岐阜県
観光連盟

補助金

委託

利用許諾・保守委託

⑨振込データ

③専用アプリダウンロード
⑤アプリでポイントカードの

QRコードを読み取りチャージ

２．「ぎふ旅コイン」の実施スキーム

④宿泊を伴う場合
旅行当日、宿泊施設より

ポイントカードを配布

宿泊施設

ぎふ旅コイン事務局

（ぎふ旅コイン事務局共同事業体）
＜代表者：(株)JTB岐阜支店＞



ぎふ旅コイン
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ぎふ旅コインの利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします

■新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底

旅行者は以下に掲げる感染防止対策を徹底すること。

1.旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、宿泊

施設近隣の医療機関等の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認ア
プリのご利用をお願いします。

2. 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる場面で3
密が発生する場や施設等は回避し、 大声を出すような行為もご遠慮ください。

3. 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高い
と考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行を
お願いします。

4. 認証施設が定める感染症対策を守って下さい。

3．ぎふ旅コイン利用者が遵守すべき事項



ぎふ旅コイン
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ぎふ旅コインの利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします

旅行中に発熱やせき、からだのだるさ等の体調不良が出たお客様は、
・宿泊施設であれば、フロント等にその旨をお申し出ください。
・その他の場面であれば、近隣の医療機関や受診・相談センターまでご連絡くだ
さい。

■コイン適用対象者

■その他

■旅行中の体調不良等への対応

ぎふ旅コイン事務局コールセンター
（10:00～17:00）

電話番号

0570-00-8884

本事業の対象商品の販売者が取得した利用者の個人情報は、国の補助金の
申請を行うため、岐阜県、岐阜県観光連盟及び事務局に提供します。

「ぎふ旅コイン」の適用対象者は 「令和4年度“ほっと一息、ぎふの旅”キャンペーン
（全国旅行支援）」 」キャンペーン利用者とする。

●感染症対策等、国又は都道府県からの要請があった場合には、それに従うこ
と
●県内の感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合など
において、国又は都道府県の判断で、行動制限を要請した場合には、それに従
うこと
●チャージ済みの 「ぎふ旅コイン」は、登録店舗で利用可能

■岐阜県 全国旅行支援感染症対策ガイドラインについて

3．ぎふ旅コイン利用者が遵守すべき事項



ぎふ旅コイン

4-1．登録から精算までの手順

ぎふ旅コイン利用店舗の登録から代金収受までの手順は下記の通りです

STEP１ STEP２ STEP3

参加登録

「ぎふ旅コイン」参加店舗申込みサイト

gifutabicoin.jp

インターネット環境がない場合は、コールセン
ターまでお問い合わせください。
「参加申込書兼誓約書」を FAXで送りますの
で必要事項をご記入の上ご返信ください。

マニュアルや販促物等を
スターターキットとして

登録施設・店舗へお送りします。

審査が完了後、順次発送。
※準備が整い次第、順次発送させていただきま
す。

【スターターキット】
・加盟店マニュアル・・・1部
・ポスター・・・1枚
・加盟店ステッカー・・・1枚
・卓上POP(QRコード貼付済)・・・1枚

スターターキット発送

※ポスター、加盟店ステッカーは、見やすいとこ
ろに掲示ください。
※マニュアル等必要書類は、ホームページから
もダウンロードいただけます。

※事務局での審査を行った後、登録となります。

代金支払
（事務局⇒登録施設・店舗）

5

利用実績に応じて、事務局より清算金額を、
指定の口座に振り込みます。

※店舗からの請求はありません。
※振込名義は【ぎふ旅コイン事務局】です。

※随時申し込みを受け付けます。

事業期間に変更等が生じた場合は、
ホームページにて改めてスケジュールを
ご連絡させていただきます。

利用日 振込予定日

10/11～10/31 2022/11/21頃

11/1～11/30 2022/12/21頃

12/1～12/28 2023/1/21頃

4．登録から精算までの手順
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4-2．給付金の給付対象となる商品の販売者が遵守すべき事項（参加条件）

事業者の申し出を受けて、次のいずれにも適合すると認めるときは、参画事業者として指定する。

主に観光客が利用する施設で、宿泊施設、販売店、飲食店、体験施設等、交
通事業を営むもの。また新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく感染拡大
防止策や各種業界団体が作成したガイドラインに基づき、感染拡大防止策を実
践できるもの。ただし次の事業者を除く。

■事業者の条件

■誓約書への同意

ぎふ旅コイン事務局が指定する申込書兼誓約書に同意し、誓約書記載内容につ
いて遵守すること。

• 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和 23 年法律第 122 号)
の許可・届出の対象となる店舗（同法第 33 条第 6 項の酒類提供飲食店営業を除
く。）を営む者。ただし、主として観光客を対象に営業する施設であって、温泉街のスマー
トボール場、射的場等、地域の観光協会等が特に重要と認める場合は、事務局による
事前の承諾を受けて利用対象とすることができる。

• 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務内容が公序良俗に反する営業を行っている
者

• 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店または営業所の代表
者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者
および支配人並びに支店または営業所を代表する者。以下同じ)が暴力団員(暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」
という)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき

• 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ)または暴力団員が
経営に実質的に関与しているとき

• 役員等が自社・自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える
目的をもって暴力団または暴力団員を利用しているとき

• 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
直接的もしくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、または関与しているとき

• 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
• 「 ぎふ旅コインの利用対象外とするもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
• 法令又は公序良俗に反するもの。

■不正利用の防止

参画事業者は、不正利用防止のために、不正利用を極力排除するための措置を
講じること。

■給付金の取り消し

① 事務局は、参画事業者がこの要領の規定に違反した場合や不正な申請を
行った場合は、参画事業者としての指定を取り消すとともに、事業者名を公表し、
給付金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

② 前項の規定は、給付金を給付した後においても適用する。

■給付金の返還

① 事務局は、給付金の給付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該
取消しに係る部分に関し、その返還を命じる。

② 前項の命令を受けた参画事業者は、事務局が指定する期日までに、直ちに給
付金を返還しなければならない。

事務局は、必要に応じて参画事業者から報告を求め、立入等の調査を行うことが
できる。

■状況報告及び調査

■参加条件（感染症拡大防止策に係る責務等）

①業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること
②行政からの要請（特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等）に従うこと
③取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した旅行者
等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、
事務局に報告を行うこと

④ 感染症や災害の状況を踏まえ、本事業の円滑な執行と岐阜県が実施する感染
症対策・災害対応の措置に協力すること

4．登録から精算までの手順
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5-１．利用者対応方法

お客様（利用者）への対応

お会計（支払額の提示）

ぎふ旅コイン使用についてのお客様の意思表示

お客様のスマホアプリ画面をご確認ください

決済音を確認し、金額不足分を受領してください

精算音により決済が終了したことを確実に確認してください
（14ページを参照）

不足分は現金等で受領してください。

使用対象外の商品購入・サービス提供への使用はお断りください。

利用者が店舗掲示のQRコードを
ぎふ旅コイン専用アプリで読み取り、支払金額を入力する。

※入力金額などのご確認をお願いします。
万が一、偽物と思われる画面を提示の場合は、受取を拒否し、

速やかにコールセンターへご連絡ください。

店内用POP

中央と下部にスターターキット同封のQRコードと
店舗名のシールを貼付し、左記のようにPOPを組み立て、
レジ横などに掲示ください。
支払い時に利用者がコードを読み取り、利用金額を入力
し支払います。

※卓上POPイメージ

参画店舗でのお会計の際に、
お客様が「ぎふ旅コインで支払います。」と伝える。

※さるぼぼコイン（高山市・飛騨市・白川村）が利用
できる加盟店は、さるぼぼコインのQRコードをぎふ旅コ
インのアプリで読み取ることで、ぎふ旅コインを使用す
ることが可能です。右のシールをさるぼぼコインのQR
コード台紙にお貼りください。

このシールが目印

5．ぎふ旅コインの流れ
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5-2．ぎふ旅コイン 支払い 全体フロー

店頭にQRコードを掲示

ぎふ旅コイン
アプリを起動

「支払う」を
タップ

カメラが起動し
店頭のQRコードを

読み取る

支払金額を
入力

③ 登録された
メールアドレスに

通知メール
が届きます

支払完了

お客さまのスマートフォンで

①完了画面（金額の点滅）
②決済音を確認。

場合によって
③通知メールも確認

お

客

さ

ま

加

盟

店

下部の矢印を
右にスライド

①金額が

点滅します

②決済音♫
「郡上おどり・かわ
さき」が鳴ります

5．ぎふ旅コインの流れ
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（ご参考）ユーザーのポイント取得の流れ

「ぎふ旅コイン」アプリで
ポイントカード読み取り

ポイントカードの取得 ポイント獲得

「ぎふ旅コイン」アプリの
インストール

カメラを起動し、カードの裏
面のQRコードを読み取り
(読み取りは1回限り有効)

5．ぎふ旅コインの流れ
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招待メール

「ぎふ旅コイン 加盟店」参加申込フォームにて

登録いただいたメールアドレス宛に、

招待メールが送付されます。

リンクをクリックいただくと、Webブラウザが 立ち上がり

「初期パスワード設定」に移動。

※ 有効期限 メール送信時間から7日以内

初期
パスワード
設定

初期
パスワード
設定

招待メール

初期パスワードを設定します。

（8文字以上 18文字以内の半角英数字、記号は任意）

※ 他の加盟店で既に登録のあるメールアドレスの場合は、パスワード

設定画面がスキップされます。

※ 有効期限「7日」を超えてしまった場合は、ぎふ旅コイン事務局まで

ご連絡ください。

ログイン ログイン

6-1．加盟店管理画面へのログイン | 初期登録（1/2）

❷ ③①② ③❶

6．加盟店の業務
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6-1．加盟店管理画面へのログイン | 初期登録（2/2）

招待メール
初期

パスワード
設定

ログイン

②①

パスワードが設定されると、
自動的にログイン画面へ移動します。

メールアドレスとパスワードを入力し、
ログインします。

備忘録： 登録した情報

メールアドレス

パスワード

https://merchant.gifukankou.moneyeasy.jp/

「ぎふ旅コイン」加盟店管理画面URL

ver1.0【2021.10】

ログインができない場合などは、ぎふ旅コイン 運営事務局にご連絡ください。

パスワードを忘れた場合

ログインボタンの下にある「パスワードを忘れた方

はこちら」をクリックいただくと、

再設定用の画面に移動します。

メールアドレスを入力し、送信ボタンを押すと、

再設定用のURLがメールで送付されます。

❸

6．加盟店の業務
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6-2．[加盟店管理画面]  加盟店管理トップ

運営からのお知らせ

取引履歴（p6）

取引履歴の検索
売上キャンセル

データ出力（p8）

各種データ出力（CSV）

加盟店情報（p9）

加盟店の詳細情報

加盟店ユーザー（p10）

加盟店のユーザー管理

二次元コード

店舗の
二次元コード
が画像で
表示されます。
ご自由に
活用ください。
（右クリックで画像保存）

管理画面マニュアル
加盟店利用規約
プライバシーポリシー

各種マニュアル

運営側からのお知らせが 表示
されます。

ウォレット情報

加盟店名／アカウントNo.
保有コイン残高（未精算換金）
払い戻し（個別換金）依頼中コイン

振込金額

6．加盟店の業務
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6-3．[加盟店管理画面] 取引履歴

下に表示される取引履歴データの対象期間を変更することができます。
初期設定では、当月の１日 00:00 から、当日の 23:59 が、設定されます。

キーワード（例：ユーザーのニック
ネームなど）での絞り込みや
取引種別での絞り込みもできます。

「ぎふ旅コイン」
での取引種別

売上：
ユーザーからの支払い

売上キャンセル：
売上の取り消し

自動払い戻し：
毎月の自動換金（振込金額）

※上記以外の取引種別は、今後の機能拡
張に応じて利用予定です。

売上の取り消し処理ができます。
確認のポップアップ画面が出ます。

売上キャンセルのルール

⚫ 売上取引から24時間を越えると、売上取消しボタン が （現金キャンセル

ボタン）に変更されます。売上取引から24時間を越える売上キャンセルの場合は、
ぎふ旅コイン運営事務局へご連絡ください。

⚫ 換金処理中および換金精算完了後のキャンセルは、ぎふ旅コイン運営事務局へ
ご連絡ください。※お客様側のキャンセル、返金は承れません。

⚫ 金額の一部キャンセルはできません。売上全額の取消しのみとなります。
※一部キャンセルの場合は、全額取消した上で、再度、正しい金額での支払いの
手続きをお願いいたします。

表示されている取引一覧をデータ（CSV）でダウンロードができます。

お客さまへは
即時に通知・返金が反映

6．加盟店の業務
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6-4．[加盟店管理画面] データ入力

取引履歴をCSVファイルにて出力ができます。
「種別」や「対象の日付」での絞り込みが可能です。

取引データの出力（CSV）、明細書（PDF）の出力ができます。

「ぎふ旅コイン」での種別
ver1.0【2021.10】

取引履歴： ユーザーからの支払い（売上）や売上キャンセル

現金キャンセル： 現金精算での売上の取消し

※上記以外の取引種別は、今後の機能拡張に応じて利用予定です。

明細書をPDFファイルにて出力ができます。
「種別」や「対象の日付」での絞り込みが可能です。

「ぎふ旅コイン」での種別
ver1.0【2021.10】

コイン取引明細書：取引履歴（全取引対象）
※上記以外の取引種別は、今後の機能拡張に応じて利用予定です。

6．加盟店の業務
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6-5．[加盟店管理画面] 加盟店情報

店舗写真は、
アプリの確認画面でも表示されるため
目視でわかりやすい画像の設定を推奨します。

登録内容の修正・変更が発生した場合、ぎふ旅コイン事務局コールセンター
（TEL：0570-00-8884 10：00～17：00）までご連絡ください。
※修正・変更されても自動反映されません。

6．加盟店の業務
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お問い合わせ

ぎふ旅コイン事務局コールセンター

TEL：0570-00-8884
受付時間：10時～17時 ※発信料は事業者様負担となります。

ホームページ： https://gifutabicoin.jp/


