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カテゴリー:お知らせ 

 

 

年明け以降の観光応援キャンペーンの実施について 

 
埼玉県は、コロナ禍で大きな影響を受けている観光関連事業者の支援を図るととも

に、埼玉県民及び全国の方に本県の魅力を知っていただく契機とするため、観光需要

喚起策である観光応援キャンペーンを１月１０日から実施します。 

 

１ 「２０２３ 全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン 

埼玉県民及び全国からの旅行者に、日帰り・宿泊旅行代金の２０％を割引(上限

額５，０００円又は３，０００円)します。 

また、土産物店等で利用できる電子観光・飲食クーポン券を平日の旅行に 

２，０００円分、休日の旅行に１，０００円分配布します。 

なお、割引等を受けるには事前予約をした上でワクチン３回接種※１又はＰＣＲ

検査等・抗原定性検査※２による陰性結果の確認が必要です。 

 ※１ ワクチン３回接種 

   ３回接種当日以降の方が対象です。 

   なお、埼玉県民が全国旅行支援を活用して他都道府県を旅行する場合も３回のワクチ   

  ン接種又はＰＣＲ検査等による陰性結果が必要です。詳しくは旅行先の都道府県にお問 

  い合わせください。 

 ※２ 抗原定性検査 

    市販の簡易キットによって旅行者自身が検査する場合は、検査機関が発行する証明書 

   が出ないため陰性結果として利用できません。 

 

（１）対象となる旅行 

 令和５年１月１０日（火）～令和５年３月３１日（金）までの旅行 

 （宿泊の場合は令和５年４月１日（土）チェックアウト分まで） 

 ※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては上記期間中であっても本事業を 

  停止する場合があります。その場合であっても、キャンセル料の補填等は行いません 

  ので、予めご了承ください。 

① 宿 泊 

県内対象宿泊施設への宿泊 

最新の対象宿泊施設は下記（７）記載のホームページで公開 

【参考】令和４年１２月２２日（木） 現在２５６施設 

  令和４年１２月２２日 

産業労働部 観光課 
総務・物産・民泊担当 伊藤・丹生 

直通 048-830-3950 
内線 3950 

E-mail: a3950@pref.saitama.lg.jp 
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② 日帰り 

県内を主な旅行先とした旅行商品で、当事業に参加する旅行会社を経由し

て申し込まれたもの（添乗員や係員などが配置された日帰りバスツアーや団

体旅行など） 

 

（２）代金割引及び電子観光・飲食クーポン配布内容について 

 宿泊と日帰りの場合で、割引額や電子観光・飲食クーポン券の配布枚数が異

なります。 

① 宿泊の場合 

  １人１泊当たりで以下の支援があります。 
 

支援内容 平日※３ 休日※３ 

割引率等 

１ 代金割引率：２０％ 

２ 割引上限額 

（１）交通付旅行商品※４    ５，０００円 

（２）上記以外       ３，０００円 

クーポン 

配布枚数 
２，０００円分（２枚） １，０００円分（１枚） 

※３ 「平日」と「休日」について 

   原則として宿泊の「休日」は土曜日です。但し、「土曜日・日曜日・月曜日 

  （祝日）」の場合は、土曜日と日曜日を「休日」とします。それ以外の日が「平日」 

  です。 

※４ 交通付旅行商品 

      旅行会社が販売する、航空料金や鉄道の有料特急料金などを含む旅行商品です。 

      旅行会社を通さない個人での旅行は対象外です。 

     ＜その他の留意事項＞ 

・ 支援対象となる旅行代金の下限額は、平日３，０００円、休日２，０００円です。 

・ 支援対象は７連泊が上限です。 

 

 

 

② 日帰りの場合 

  １人１回当たりで以下の支援があります。 
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支援内容 平日※５ 休日※５ 

割引率等 
１ 代金割引率：２０％ 

２ 割引上限額：３，０００円 

クーポン 

配布枚数 
２，０００円分（２枚） １，０００円分（１枚） 

※５ 「平日」と「休日」について 

   日帰りの「休日」は土曜日・日曜日・祝日です。それ以外の日が「平日」です。 

    ＜その他の留意事項＞ 

・ 支援対象となる旅行代金の下限額は、平日３，０００円、休日２，０００円です。 

・ 割引の対象となる旅行商品であっても、催行日直前に企画された商品である等の理

由により旅行会社がクーポン券を用意できないことがあります。事前に旅行会社にご

確認ください。 

 

（３）予約開始日 

① 宿泊施設への直接予約の場合 

  令和４年１２月２６日（月） 

 

② 旅行会社（宿泊予約サイトを含む）を利用した予約の場合 

  令和４年１２月２６日（月）以降 ※旅行会社によって異なります。 

 

（４）既存予約旅行商品等について 

予約開始日前（令和４年１２月２５日（日））までに予約された宿泊及び旅

行商品（既存予約商品）は、本キャンペーンの適用外となりますのでご注意く

ださい。 

※ ただし、受注型企画旅行（自治会の旅行や修学旅行等）については、確定書面の交付

日が１２月２６日（月）以降であって、旅行の実施日が事業期間内であれば、支援対象

となる場合があります。詳細については、旅行会社にお問い合わせください。 

 

（５）電子観光・飲食クーポン券について 

本キャンペーンでは、旅行者がスマートフォンに金額をチャージして利用す

ることができるＱＲコード付きの電子観光・飲食クーポン券を発行します。 
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① 利用期間 

  令和５年１月１０日（火）～令和５年４月１日（土） 

② 利用施設 

最新のクーポン利用可能施設は下記（７）記載のホームページで公開 

【参考】令和４年１２月２２日（木） 現在２，９７６施設 

③ 利用方法 

  詳細は後日下記（７）記載のホームページで公開 

 

（６）「全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーンのクーポン券の 

  利用期限について 

令和４年１２月２７日（火）旅行分まで配布している「全国版 旅して！埼玉

割」観光クーポン券の利用期限は１２月２８日（水）までです。 

利用期限までにご利用ください（利用期限の延長は行いませんのでご注意く

ださい）。 

 

（７）ホームページ 

その他事業の詳細については、下記ホームページをご参照ください。 

https://chocotabi-saitama.jp/topics/53862 

 

２ 「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーンの延長について 

令和４年１２月９日（金）から１２月２７日（火）までの期間実施している「と

くとく埼玉！」観光応援キャンペーンは、令和５年１月１０日（火）から金額を

最大２，０００円に増額し、配布を再開します。 

なお、とくとく埼玉！観光クーポン券の利用期間は、３月１日（水）まで延長

します。（とくとく埼玉！観光クーポン券は紙での配布となります。） 
 

 「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーン 

クーポン 
配布期間 

 
 
 
 

※ クーポン券は期間中であっても配布が終了になる宿泊施設があり

ますので事前に宿泊施設にご確認ください。 

クーポン 
利用期間 
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クーポン 
配布金額 

１月１０日（火）宿泊分から最大２，０００円分配布 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては本事業を停止する場合があります。その

場合であっても、キャンセル料の補填等は行いませんので、予めご了承ください。 

※ ご利用になる場合ワクチン接種歴（３回）又はＰＣＲ検査等・抗原定性検査による陰性結

果の確認が必要です。 

 

〔参考〕「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーンの概要 

県内の対象宿泊施設に宿泊した埼玉県民及び全国からの旅行者で、ワクチン

３回接種の方又はＰＣＲ検査等・抗原定性検査による陰性結果の確認ができる方

に、飲食店や土産物店等で利用できる観光・飲食クーポン券を最大２，０００円

分配布します。 

（１）配布額 

 １人１泊当たり最大２，０００円分（１，０００円分×２枚） 

※ １２月２７日（火）宿泊分までは最大１，０００円分の配布となります。 

※ 支援対象は３連泊が上限です。 

（２）クーポン配布宿泊施設、クーポン利用可能施設 

 【参考】令和４月１２月２２日（木） 現在 

  クーポン配布宿泊施設：１９６施設  クーポン利用可能施設：５，０１７施設 

（３）ホームページ 

  その他事業の詳細については、下記ホームページをご参照ください。 

  https://chocotabi-saitama.jp/topics/53862 

 

３ ２つの観光応援キャンペーンの併用について 

「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーンは、「２０２３ 全国版 旅して！埼

玉割」観光応援キャンペーンと併用して利用することができます。 

また、旅行者にも一定程度の自己負担をしていただくという考え方から、旅行

代金に応じて、「とくとく埼玉！」観光・飲食クーポン券の配布枚数を調整しま

す。 
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【２つの観光応援キャンペーンを併用した場合の支援総額の例】 

旅行代金 旅行日※６ 

２０２３ 全国版 旅して！埼玉割 とくとく埼玉！ 

支援額合計 
宿泊割引額 
（２０％） 

クーポン配布額 クーポン配布額 

4,000円 
平日 800円 2,000円 配布なし 2,800円 

休日 800円 1,000円 1,000円 2,800円 

10,000円 
平日 2,000円 2,000円 2,000円 6,000円 

休日 2,000円 1,000円 2,000円 5,000円 

 ※６ 「２０２３ 全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーンの宿泊旅行における「平

日」と「休日」になります。原則として「休日」は土曜日です。但し、「土曜日・日曜日・

月曜日（祝日）」の場合は、土曜日と 日曜日を「休日」とします。それ以外の日が「平日」

です。 

詳細は下記ホームページにある、併用の場合の料金別早見表をご参照ください。 

https://chocotabi-saitama.jp/topics/53862 

 

４ ご利用上の注意 

（１）旅行中は「新しい旅のエチケット（観光庁）」などの感染対策をお願いいたし

ます。参考：https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html 

（２）宿泊先等の現地で、ワクチン接種歴・ＰＣＲ検査等による陰性結果の確認がで

きなかった場合は、「２０２３ 全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン

及び「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーンが利用できなくなりますのでご注

意ください。 

（３）予算状況によっては予告なくこのキャンペーンを終了する場合があります。 

 詳細については下記ホームページをご参照ください。 

https://chocotabi-saitama.jp/topics/53862 
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【参考】 

 
「２０２３ 全国版 旅して！埼玉割」 

観光応援キャンペーン 

「とくとく埼玉！」 

観光応援キャンペーン 

実施期間 

【割引対象・クーポン配布期間】 

１月１０日（火）～３月３１日（金） 

【クーポン利用期間】 

１月１０日（火）～４月 １日（土） 

【クーポン配布期間】 

１月１０日（火）～２月２８日（火） 

【クーポン利用期間】 

１月１０日（火）～３月 １日（水） 

対象者 埼玉県民及び全国からの旅行者 

対象となる 

旅行 
日帰り・宿泊旅行 宿泊旅行のみ 

旅行代金割引 

代金割引：２０％ 

（上限額：交通付旅行商品５，０００円、 

         その他３，０００円） 

なし 

クーポン 

配布 

平日：２，０００円 

休日：１，０００円 
最大２，０００円 

ワクチン・検査 

パッケージ 
ワクチン３回接種又はＰＣＲ検査等・抗原定性検査による陰性結果の確認が必要 

 


