
 

 

                  

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 11日 

 

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事務局 

〒 920-0961 

石川県金沢市香林坊２丁目４番３０号 香林坊ラモーダ８階 

電話番号：076-256-5317 MAIL：kanazawa_gochisou@jtb.com 

平日 9:00～17：00 （土・日・祝日休み） 

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業 

ワクチン・検査パッケージ 

申込・受付マニュアル 
 

mailto:kanazawa_gochisou@jtb.com
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ワクチン接種歴又は陰性の検査結果について 

 

（１）ワクチン接種歴 

・石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以上経過していること、そ

の他在住者は３回目接種済であることが分る予防接種済証等（接種証明書、

接種記録書等を含む。以下同じ）を提示してください。 

 ・予防接種済証等を撮影した画像や写し、電子的なワクチン接種証明書等でも 

提示可能です。 

 

（２）陰性の検査結果 

 ・ＰＣＲ検査等（ＬＡＭＰ法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む）及び抗原 

定性検査の陰性である結果通知書（以下「検査結果通知書」という。）を提 

示してください。 

 ・検査結果通知書は、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法（※）、④検査 

所名（※）、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限が明記されてい 

るものであること。 

※事業者の管理下で行った抗原定性検査の検査結果通知書の場合は、③検 

査方法の代わりに使用したキット名、④検査所名の代わりに事業所名が 

明記されたものを提示してください。 

 ・有効期限は、ＰＣＲ検査・抗原定量検査は旅行日の前日から起算して３日以 

内、抗原定性検査は１日以内です。 

 ・12歳未満については同居する親等の監護者が同伴する場合には検査不要 

です。 

 ※監護者が、自身のワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果を提示す 

ることが前提です。 
 ※ただし、まん延防止等重点措置等の対象区域に係る都道府県をまた 

ぐ移動にあっては、６歳以上１２歳未満は検査が必要となる場合が 
あります。 
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●大事なポイント 

利用時の注意点をお客様に必ず説明してください 

 

１）申し込み、チェックイン時に利用者全員のワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果の提示と 

身分証明書等の本人確認書類の提示が必要なこと 

２）宿泊日当日までに、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を確認できない場合、後日提出は認 

められないこと 

３）ＰＣＲ検査及び抗原定性検査等の検査費用は自己負担であること 

４）五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン（以下「本キャンペーン」）の適用条件を満たさない 

方は、割引適用外となること 

５）本キャンペーンの適用条件を満たさない場合の取消料及び別プラン（割引対象とならないプ 

ラン）に切り替えるなど想定されることについて説明すること 

６）12歳未満については同居する親等の監護者が同伴する場合には検査不要です。 

  ※監護者が、自身のワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果を提示することが前提です。 

  ※ただしまん延防止等重点措置等の対象区域に係る都道府県をまたぐ移動にあっては、 

６歳以上 12 歳未満は検査が必要となる場合があります。 

７）今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、新規予約の受付停止や割引適用を一時中

止する場合があること 

 

自社オンライン予約を行う事業者は上記の注意点を掲載するとともに、トラブル防止のため、電

話等で直接お伝えすることをお勧めいたします。 
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※宿泊事業者用 

□ワクチン・検査パッケージについて（宿泊施設への直接予約の場合） 

 

■予約・受付時の対応 

１．旅行される全ての方のワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以

上経過していること、その他在住者は３回目接種済であること）又は陰性が判かるＰＣＲ検査、

抗原定量、定性検査の結果が確認できる原本または画像や写し等と本人確認書類（運転免許証な

ど居住地が確認できるもの）をチェックイン当日に必ず持参するように案内してください。 

※12歳未満については同居する親等の監護者が同伴する場合には検査不要です。（感染状況によ

っては変更する場合があります。） 

（電話予約やインターネット予約時の対応の推奨例） 

（１）①予約・受付時に住所、氏名、連絡先等の必要事項の聞き取り 

   ②チェックイン時のワクチン・検査パッケージに関する確認証明書 

   （「ワクチン接種歴」又は「陰性の検査結果」）の聞き取り 

   ③ワクチン・検査パッケージに関する注意事項を案内 

   ④（２）に関するものを送付する旨の案内 

（２）申込者に郵送または電子メールにて以下のものを送付 

   ①予約確認書 

   ②ワクチン・検査パッケージ利用に関する案内事項 

   ③宿泊証明書（記入のうえ、当日持参してもらうことを案内） 

   ④その他、旅行者に事前配布することでチェックイン時に時間短縮につながるもの 

（３）旅行前（３日前）の最終宿泊確認の連絡 

   ①当日、ワクチン・検査パッケージに関する証明書の持参依頼 

   ②申込内容に関する変更などの確認 

※検査を証明するものは、下記事柄が記載されているものに限ります。 

・検査結果を受けた本人の氏名・検査結果・検査方法・検査をした施設名 

  ・検体採取日・検査管理者氏名・有効期限 

２．原則、チェックイン当日に、抗原定性検査を受診できる機関がないことを案内してください。 

※宿泊事業者にて抗原定性検査を実施する場合には、その旨を案内してください。 

３．ワクチン・検査パッケージに関する注意事項を確認の上、宿泊証明書に署名することを案内

してください。もしくは陽性の疑いがある場合には、本人の同意の上、石川県受診・相談センタ

ーへ相談してください。 

４．チェックイン時に上記１．～３．を必ず実施することを宣誓させてください。 

（事業者ＨＰで適用プランに明記並びに電話予約時に案内してください。） 

５．条件を満たさない場合の当日の対応としてキャンセル料や割引対象とならないプラン変更

等も案内してください。 
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■チェックイン時の対応 

１．ワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以上経過していること、

その他在住者は３回目接種済であること）のある方は、接種歴が確認できる原本又は画像や写し

等の確認をしてください。 

 

２．チェックイン時にワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以上経

過していること、その他在住者は３回目接種済であること）を満たさない方へは、チェックイン

当日に陰性の検査結果を証明するものを確認してください。 

※旅行開始日において有効期限を過ぎていないことを確認してください。 

 

３．上記１．２．を確認する際には必ず身分証明書等により本人であることを確認してください。 

※予約・受付時に事前に１．２．を確認している場合には、３．のみを実施してください。 

 

４．上記１．２．を証明する書類等を持参しなかった際に、宿泊事業者にて抗原定性検査を実施

している場合はそちらを案内してください。 

※抗原定性検査の実施が難しい場合、予約・受付時の対応５．で示したとおり、キャンセル対応

やワクチン・検査パッケージを利用条件としない別プランを案内する等してください。 

 

５．宿泊日までにワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認できない場合は、後日提出は認められ

ません。 

 

＜割引適用外の場合＞ 

下記の場合は割引の適用が出来ません。 

①検査結果が陽性又は判定不能の場合 

②チェックイン当日に有効な検査結果を得ることが出来なかった場合 

③ワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以上経過していること、そ

の他在住者は３回目接種済であること）を確認できる書類等を持参しなかった場合 

※検査結果が陽性の場合、ご本人の同意の上、石川県受診・相談センター（TEL:0120-540-004）

へご連絡ください。 

※同行者の中に陽性者の同居人等、濃厚接触者と考えられる者がいる場合についても石川県受

診・相談センターへご相談ください。 
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代表者本人の検査

状況を記載 

同行者の検査状況 

を記載 
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□ワクチン・検査パッケージについて（旅行会社経由での申込の場合） 

 

■旅行会社申込の宿泊者への宿泊事業者の当日対応 

（ワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果確認について） 

旅行会社を通じて旅行予約をされているお客様は、旅行会社にてワクチン接種歴もしくは陰性

の検査結果を確認いたしますので、宿泊事業者にて確認いただく必要は原則ございません。しか

しながら、旅行会社にて確認できなかった場合（陰性の検査結果取得が利用日当日になるなど）、

宿泊事業者でご確認いただくことになります。 

 

（チェックイン当日の流れ） 

①ご利用者全員の本人確認をお願いします。 

②代表者が持参する旅行会社発行の「販売証明書」の写しを回収してください。「確認要」にチ

ェックされた方の検査結果の確認をお願いします。 

※全ての方が「適正」にチェックされている場合は、確認は不要です。 

③「確認要」の方の陰性の検査結果が確認できた場合は、「適正」にチェックをし、宿泊サービ

スを開始してください。 

前ページに記載されている＜割引適用外の場合＞①～③にあてはまる場合は、「不適」にチェッ

クをしたうえで、割引適用されない旨をお伝えください。取消料などの差額等が発生した場合は、

適切な会計処理を旅行会社とご相談ください。 

④旅行会社へ、お客様が持参した「販売証明書」をＦＡＸなどで返信いただき、検査結果の共有

をお願いします。 
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■販売証明書を用いた旅行会社と宿泊施設とのリレーション 

（旅行会社での作業） 

①販売証明書の利用者記入欄を正確に記載 

②本人確認及び、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果 

「適正」もしくは「確認要」にチェック 

※不適の場合は、割引適用できません。  

③本書のコピーを代表者にお渡しし、利用日当日、宿泊施設でチェックインの際に提出する。 

 

 

代表者本人の検査状況

を記載 

同行者の検査状況 

を記載 
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※旅行会社用 

□ワクチン・検査パッケージについて 

 

■販売時の対応 

１．店頭で宿泊される全ての方のワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14

日以上経過していること、その他在住者は３回目接種済であること）又は陰性が判かるＰＣＲ検

査、抗原定量、定性検査の結果が確認できる原本又は画像や写し等と本人確認書類（運転免許証

など居住地が確認できるもの）を確認してください。 

電話での問い合わせについての対応は、下記の推奨例を参考にし、案内してください。 

※12歳未満については同居する親等の監護者が同伴する場合には検査不要です。（感染状況によ

っては変更する場合があります。） 

（電話予約やインターネット予約時の対応の推奨例） 

（１）①予約・受付時に住所、氏名、連絡先等の必要事項の聞き取り 

   ②チェックイン時のワクチン・検査パッケージに関する確認証明書 

   （「ワクチン接種歴」又は「陰性の検査結果」）の聞き取り 

   ③ワクチン・検査パッケージに関する注意事項を案内 

   ④（２）に関するものを送付する旨の案内 

（２）申込者に郵送または電子メールにて以下のものを送付 

   ①予約確認書 

   ②ワクチン・検査パッケージ利用に関する案内事項 

   ③販売証明書（記入の上、当日持参してもらうことを案内） 

   ④その他、宿泊者に事前配布することでチェックイン時に時間短縮につながるもの 

（３）旅行前（３日前）の最終宿泊確認連絡 

   ①当日、ワクチン・検査パッケージ利用に関する証明書の持参 

   ②申込内容に関する変更などの確認 

※検査結果を証明するものは、下記の事柄が記載されているものに限ります。 

・検査結果を受けた本人の氏名・検査結果・検査方法・検査をした施設名 

  ・検体採取日・検査管理者氏名・有効期限 

２．原則、チェックイン当日に、抗原定性検査を受診できる機関がないことを案内してください。 

 ※宿泊事業者にて抗原定性検査を実施する場合には、その旨を案内してください。 

３．ワクチン・検査パッケージに関する注意事項を確認の上、販売証明書に署名することを案内

してください。もしくは陽性の疑いがある場合は、本人の同意の上、石川県受診・相談センター

へ相談してください。 

４．チェックイン時に上記１．～３．を必ず実施することを宣誓させてください。 

  （事業者ＨＰで適用プランに明記並びに電話予約時等に案内してください。） 

５．条件を満たさない場合の当日の対応としてキャンセル料や割引対象とならないプラン変更
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等も案内してください。 

■販売後の対応 ※手配先宿泊施設への伝達事項 

１．店頭でワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以上経過している

こと、その他在住者は３回目接種済であること）について確認した内容を、旅行会社にて販売証

明者の「検査確認状況」のチェックを入れ、当該証明書のコピーを代表者に渡し、チェックイン

時に提出するよう伝えてください。 

 

２．店頭でワクチン接種歴を確認できない方は、チェックイン前に陰性の検査結果を証明するも

のを準備し、旅行当日に宿泊施設等で提示することを伝えてください。 

上記検査結果が確認できない場合は、キャンセル対応やワクチン・検査パッケージを利用としな

い別プランを案内するなどしてください。 

※原則、チェックイン当日に、抗原定性検査を受診できる機関がないことを案内してください。 

※旅行開始日において検査結果の有効期限を過ぎていないことを確認してください。 

※ＰＣＲ検査・抗原定量検査は検体採取日より３日以内、抗原定性検査は検査日より１日以内。 

 

３．上記２．を確認する際には必ず身分証明書等により本人であることを確認してください。 

 

４．上記２．証明する書類等を持参しなかった際に、割引が適用されないことやワクチン・検査

パッケージを利用条件としない別プランにするなど、代表者へ必ずお伝えください。 

 

５．ワクチン接種歴や、陰性の検査結果の後日提出は認められません。 

 

＜割引適用外の場合＞ 

・下記の場合は割引の適用が出来ません。 

①検査結果が陽性または判定不能の場合 

②チェックイン当日に有効な検査結果を得ることが出来なかった場合。 

③ワクチン接種歴（石川県在住者はワクチンの２回目接種から 14 日以上経過していること、そ

の他在住者は３回目接種済であること）を確認できる書類等を持参しなかった場合。 

※検査結果が陽性の場合や同行者の中に陽性者の同居人等、濃厚接触者と考えられる者がいる

場合は医療機関や受診・相談センターを紹介するなど受診を促してください。 
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■販売証明書を用いた宿泊施設とのリレーション 

（旅行会社での作業） 

①販売証明書の利用者記入欄を正確に記載 

②本人確認及び、ワクチン接種歴または陰性の検査結果 

「適正」もしくは「確認要」にチェック 

※不適の場合は、割引適用できません。 

③本書のコピーを代表者にお渡しし、利用日当日、宿泊施設でチェックインの際に提出するよう

代表者へご案内ください。 

（宿泊施設での作業） 

チェックインの際に、「確認要」の方のみ宿泊施設においてワクチン接種歴または陰性の検査結

果を確認します。不適の場合は、割引適用されない旨をお伝えします。 

※会計処理などについて、宿泊施設と旅行会社で打合せください。 
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旅行会社申込の場合のフロー 

代表者本人の検査状況

を記載 

同行者の検査状況 

を記載 
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参考資料＜接種歴証明＞ 
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参考資料＜接種歴証明＞ 
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参考資料＜抗原定性検査結果通知書＞ 
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□検査について 

 

ＰＣＲ検査等や抗原定性検査は、薬局等で無料の検査が受けられます。「無料検査が受けられる

事業所」が石川県のホームページにおいて公表されています。

（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/kensamuryoka.html） 

そのほか、厚生労働省のホームページにおいて「自費検査を提供する検査機関一覧」が公表され

ています。（有料） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

jihikensa_00001.html） 

なお、検査にかかる検体採取は検査管理者が立ち会い、その管理下において行うことが必要で

す。 

ＰＣＲ検査及び抗原定量検査の有効期限は検体採取日より３日以内、抗原定性検査は１日以内

（※薬事承認されたもの）です。 

 

 

参考資料 

検査種類 ＰＣＲ検査 抗原定量検査 抗原定性検査 

調べるもの ウイルスを特徴づけ

る遺伝子配列の有無 

ウイルスを特徴づけ

るたんぱく質（抗原）

の量 

ウイルスを特徴づけ

るたんぱく質（抗原）

の有無 

精度 抗原定性検査より少

ない量のウイルスを

検出できる 

抗原定性検査より少

ない量のウイルスを

検出できる 

検出には、一定以上の

ウイルス量が必要 

検査機器 必要 必要 不要（簡易キットによ

る検査可能） 

判定時間 数時間＋検査機関へ

の搬送時間 

約 30 分＋検査機関へ

の搬送期間 

約 15 分から 30 分 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
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□トラブルにならないために 

 

１．社内の関係者全員で情報を共有してください 

１）本書を元に、社内の関係者全員で共有をお願いします。 

２）疑義が生じた場合は、事務局までお問い合わせください。 

 

２．相談窓口 

  石川県受診・相談センター ＴＥＬ：0280-540-004 

 

＜陽性もしくは疑わしい場合の例示＞ 

①検査結果が陽性の場合 

②呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

 


