旅行事業者(OTA含む)・宿泊施設(パターンB・C)・第三者機関(パターンB・C)向け

12/28版

月次報告マニュアル
報告方法:郵送
ご注意

様式第16号及び17号の1では、札幌市・大阪市・名古屋市・東京都・広島市関連のキャンセル料は記入しないでください。キャンセル
料の請求方につきましては、別途ご案内致します。

給付枠を受けた参画事業者は、各月1日から15日までの実績について各月末日までに、各月16日から末日までの実
績について翌月15日までに、各月2回、次の書類を事務局へ提出してください。月1回で申請を行いたい事業者は、従
前のとおり(月末締め、翌月15日までに提出)月1回申請することが可能です。
なお、取扱実績が無い場合においても毎月提出が必要となります。

※郵送とシステムの二重での報告は禁止とさせていただきます。
【提出しなければならない書類】
◆給付金請求書 兼 月次報告書 様式第16号
◆実績内訳シート(割引用)
様式第17号の1
※郵送いただいた後、事務局にて様式17号の1のデータをシステムに取り込むために
メールにて様式17号の1を送付いただくよう、事務局からご連絡をする場合があります。
◆宿泊施設から集約した地域共通クーポン券番管理シート ※該当のOTA、第三者機関のみ
【各事業者で保管しておかなければならない書類】
◆事業者により異なります。詳細は本マニュアルP.9・10を参照してください。
※事務局及び国の監査機関の求めに応じて提出いただくことがあります。
※すでに報告済の申請から追加が発生し、再度報告をする場合は、追加となった旅行分の額のみ申請
してください。すでに報告済の旅行分の給付額を再度申請することは禁止となります。
（例:すでに100,000円分の旅行を申請済で、追加20,000円分を再度報告する場合は、
20,000円分の旅行分のみを申請。 ※合計120,000円の申請は禁止。）
※還付(様式第17号の2)の受付は終了しました。
月の報告回数(1回または2回)は自由に選択いただけます。
月に1回報告する場合
該当期間:当月1日帰着～末日帰着分
報告期間:翌月1日～15日
月に2回報告する場合
前半分
該当期間:当月1日帰着～15日帰着分
報告期間:当月16日～末日

後半分
該当期間:当月16日帰着～末日帰着分
報告期間:翌月1日～15日
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月次報告期限について
報告期限を過ぎての報告や給付金変更のご連絡をいただくケースが数多く発生し、
給付金のお支払いの遅れに繋がっています。
そのため、月次報告受付は、当初のご案内通り、下記の期限とさせていただき期限後の報告や
給付金変更につきましては、受付いたしかねます。
事務局からの書類不備などのご連絡のために報告受付期限後も一定期間メールアドレスやシステムをオープ
ンする場合がありますが、報告受付期限後の報告や給付金の追加・変更につきましては、受付いたしかねま
すので予めご了承ください。
対象月

報告受付期限

7月次報告分

報告締切済

8月次報告分

報告締切済

９月次前半
報告分
９月次後半・
または1ヶ月報告分

10月次前半
報告分
10月次後半・
または1ヶ月報告分

11月次前半
報告分
11月次後半・
または1ヶ月報告分

12月次前半
報告分

※締切期限は
8月15日（土）
※締切期限は
9月15日（火）

報告締切済

※締切期限は
9月30日（水）

報告締切済

※締切期限は
10月15日（木）

報告締切済

※締切期限は
10月31日（土）

報告締切済

※締切期限は
11月15日（日）

報告締切済

※締切期限は
11月30日（月）

報告締切済

※締切期限は
12月15日（火）

12月31日（木）

メールアドレスまたは、システムのクローズ日
10月12日（月）
報告方法:メール
10月25日（日）
報告方法:メール
10月25日（日）
報告方法:メール
10月25日（日）
報告方法:システム ※Go To トラベル給付金管理システムとは別システムです。
10月31日（土）
報告方法:システム ※Go To トラベル給付金管理システムとは別システムです。
11月15日（日）
報告方法:Go To トラベル給付金管理システム
11月30日（月）
報告方法:Go To トラベル給付金管理システム
12月15日（火）
報告方法:Go To トラベル給付金管理システム
12月31日（木）
報告方法:Go To トラベル給付金管理システム

※郵送での報告の場合も、上記のメールまたは、システムと同じ締切日となります。
※システムと郵送の二重での報告は禁止とさせていただきます。
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給付金請求書 兼 月次報告書（様式第16号）
注意事項
◆半月または1か月ごとに入力してください。
◆実績が無い場合もこの「給付金請求書兼月次報告書(様式第16号)」は送付してください。
実績が無い場合の報告は月に1回の送付でかまいません。
この報告書を作成した日を入力してください。
【ご注意】この様式第16号に入力していただくと様
式第17号の1にリンクします。

20201005_B

【様式第16号】
令和 2年10月10日

給付枠割当対象事業者（旅行業者・宿泊事業者等） → Go To トラベル事務局

給付金請求書 兼 月次報告書
関係書類を添えて下記のとおり報告します。
〒111-1111
所在地 〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1
〇〇ビル1階

ログインIDとは、「Go To トラベル事業 マイペー
ジ」のログインIDです。事務局より送付されたメー
ルに記載があります。(数字10桁)
【ご注意】ログインIDは、この様式第16号に入力
していただくと様式第17号の1にリンクします。

社印または代表者個人印を押印し
て郵送でお送りください。

事業者名 Go To トラベル株式会社

代表者役職 代表取締役社長

【ご注意】事業者名は、この様式第16号に入力
していただくと様式第17号の1にリンクします。

代表者氏名 観光 太郎

印

フリガナ： ｺﾞｰﾂｰﾄﾗﾍﾞﾙｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

事業者名

割引販売開始日

対象月

ログインID

Go To トラベル株式会社

2

令和

年

7

月

1234567890
23

日

該当の区分をプルダウンから
選択してください。

1か月分

令和2年10月

給付金請求額
(単位：円)

円

旅行者人数
合計

名

地域共通クーポン
付与額合計

割引販売を開始した日を
入力してください。
※割引販売開始後は、
還付不可になります。

こちらは、様式第17
号の1からリンクします
ので入力不要です。
(青の網掛け箇所)
※パソコンではなく手
書きの場合は記入し
てください。

円
フリガナ： ニホンハナコ

氏名
担当者

日本 花子

電話番号

01-2345-6789

メールアドレス

〇〇〇@〇〇〇〇〇〇〇〇

※内訳シート記載の旅行の事実を証する書類は事業者側で適切に保存し、事務局及び国の監査機関の
宿泊事業者の方へ
求めに応じて常時提出できるよう管理します。
※上記の通り、旅行者の申請があったことを証明します。

宿泊者の求めに応じ、領収書・宿泊証明書
を発行された分は、事務局へ報告いただく
必要はございません。
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実績内訳シート(割引用) (様式第17号の1)
注意事項
◆様式第17号の1は 必ず以下の公式サイトより 最新のものをダウンロード頂き ご使用下さい。
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020102801.html#post
◆記入欄が不足する場合はシートをコピーしてご利用ください。
◆札幌市・大阪市・名古屋市・東京都・広島市に居住する方の旅行及び札幌市・大阪市・名古屋市・東京都・広島市
を目的地とする旅行、及び12/28以降の全国的な旅行の一時停止に伴うキャンセル料は記載しないでください。
◆11月後半分・1カ月分より「予約日」の入力が必須となっています。

各社で使用している予約番号
(販売台帳・宿泊台帳と照合可能な番号)

複数都道府県を周遊する場合は
最初の泊地を選択

入力不要

旅行
旅行
帰着日
開始日
又は
行き先
※受注型・ 手配旅行は「自社 」
又は
チェック 都道府県
※第三者機関の場合は宿泊施設の
チェック
ログインID(数字1 0桁・ 半角数字)
アウト
イン日
日
造成会社名

管理番号

記入例

予約を特定する
番号や契約者名等

旅行形態

○○株式会社総務課

受注型企画(一般)

REF123-456

【赤枠内】旅行会社と第三者機関のみ
入力してください。
旅行形態で「募集型企画」を選択した
場合は造成会社名を入力してください。
※自社で造成している商品を販売した
場合は自社名を入力してください。
「受注型企画(一般)または(教育)」、
「手配旅行」を選択した場合は「自社」と
記入してください。
第三者機関の記載方法詳細はこのペー
ジの下部を参照してください。

◆グレー部分は自
動計算されますの
で、編集しないでく
ださい。

自社

募集型企画 〇〇旅行社

※日帰り旅行
は0 で入 力

※日帰 りの 場合
は参 加者数を 記
載

入力不要

千葉県 観光 太郎

2

4

0

9/30

奈良県 国土 花子

2

6

0

10/2

連番のクーポンを渡した場合
はこちらに記入してください。
(半角文字)

※クーポン番号の報告方法の詳細は
次ページ以降を参照してください。

上限額を超える場合、赤く表
示されます。正しい金額を入
力してください。

宿泊者数
(合計)

10/15 10/17

「旅行開始日又はチェックイン日」及び「帰着日又は
チェックアウト日」を入力してください。月をまたぐ旅
行・宿泊の場合は「帰着日又はチェックアウト日」の
月の報告に入れてください。
(例①)9/30出発 10/2帰着⇒10月分の報告
(例②)10/30出発 11/2帰着⇒11月分の報告
※半月で報告する場合は1日帰着から15日帰着
までを前半分、16日帰着から末日帰着までを後半
分の報告に入れてください。

千円単位で入力して
ください。

割引率が35%を超える場
合、赤く表示されます。正
しい金額を入力してください。

申請者名

給付対象
宿泊数

旅行日数ではなく、宿泊日数を
入力してください。
10/15出発 10/17帰着の場
合は宿泊日数である「2」を入力。
日帰り旅行の場合は「0」を入力。

お客様の代表者名を入力してく
ださい。

予約日を
入力してく
ださい。

飛び番のクーポンを渡した場合
はこちらに記入してください。
複数の場合はカンマで区切って
ください。(半角文字)

入力漏れの項目が
あると「不十分」と表
示され次の行以降
の入力ができません。

必ずお客様居
住地を入力し
てください。

※クーポン番号の報告方法の詳細は次ペー
ジ以降を参照してください。

第三者機関 パターンCの事業者様へ
① 宿泊施設ごとに分けて様式第17号の1を作成してください。
② 様式第17号の1の上部「事業者名」の欄には第三者機関名と宿泊施設名の両方を記載してください。
また、右となりのログインID欄は10桁のログインID(第三者機関のものだけ)を記載してください。
③ 様式第17号の1のE列(左から4列目)には宿泊施設のログインID(10桁)を記載してください。
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実績内訳シート(割引用) (様式第17号の1)

地域共通クーポン番号について
報告方法は事業者の種別及びクーポンの種類により異なります。下記を参照してください。
紙クーポンを配布した場合、いずれの事業者も配布した券番を管理していただく必要があります。
券番管理方法
(紙クーポン)

NO

事業者種別

1

旅行事業者(オンライン販売事業者以外)

2

旅行事業者(オンライン販売事業者)

直接販売のみを扱う事業者
直接販売の
予約分
宿泊施設 直接販売＋
パターンB OTAからの
予約分を併
用する事業
者

様式第17号の1に券番を入力して事務局に送
付してください。
(※1)

券番管理方法
(電子クーポン)

様式第17号の1に
「D」と入力して事務
局に送付してください。

オンライン販売事業者が直接券番を様式第17
号の1に入力していただく必要はありません。
宿泊施設に券番管理シートに入力してもらうか、
配布管理アプリ(QRコード読込)で管理してもらっ
てください。
オンライン販売事業者は宿泊施設が券番管理
様式第17号の1に
シートで管理した顧客は様式第17号の1の「地
「D」と入力して事務
域共通クーポン欄」に「K」と記入してください。宿
局に送付してください。
泊施設が配布管理アプリ(QRコード読込)で管理
した顧客は「X」と記入してください。
宿泊施設が券番管理シートで管理した場合は、
オンライン販売事業者は様式第17号の1と宿泊
施設が入力した券番管理シートを集約して事務
局に送付してください。
様式第17号の1に券番を入力して事務局に送
付してください。(※1)

-

様式第17号の1に券番を入力して事務局に送
付してください。(※1)

-

様式第17号の1の提出は必要無いですが、券番
管理シートに入力するか配布管理アプリ(QRコー
ド読込)で管理する必要があります。
OTAからの
券番管理シートで管理した場合は予約元のOTA
報告は必要ありません。
予約分
に券番管理シートを送付してください。配布管理
アプリ(QRコード読込)で管理した場合は報告の
必要はありません。
詳細は事業者向け公式サイトをご覧ください。
第三者機関が直接券番を様式第17号の1に入
力していただく必要はありません。
宿泊施設に券番管理シートに入力してもらうか、
配布管理アプリ(QRコード読込)で管理してもらっ
てください。
第三者機関は宿泊施設が券番管理シートで管
理した顧客は様式第17号の1の「地域共通クー
4
第三者機関 パターンC
ポン欄」に「K」と記入してください。宿泊施設が配
布管理アプリ(QRコード読込)で管理した顧客は
「X」と記入してください。
宿泊施設が券番管理シートで管理した場合は、
第三者機関は様式第17号の1と宿泊施設が入
力した券番管理シートを集約して事務局に送付
してください。
(※1)事務局からの地域共通クーポン券の到着が遅れ、お渡しできなかったお客様がいた場合、地域共通クーポン番号の欄
には「C」と記入してください。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
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実績内訳シート(割引用) (様式第17号の1)

①紙クーポン配布

券番を記入

※必ず半角で入力してください。

②お客様渡し未
事務局からの地域共通クーポンの到着が遅れるなどしてお客様に地域共通クーポンをお渡ししていない

C と記入

※必ず半角大文字で入力してください。

③電子クーポン
電子クーポンにてお渡し済である

D

と記入 ※必ず半角大文字で入力してください。

④配布管理アプリ(QRコード読込)
地域共通クーポンをお渡しして、配布管理アプリ(QRコード読込)で管理している

X と記入

※必ず半角大文字で入力してください。アルファベットの「エックス」です。記号の「バツ」ではありません。

⑤券番管理シート
地域共通クーポンをお渡しして、券番管理シートで管理している

K

と記入 ※必ず半角大文字で入力してください。

⑥その他事務局指示
上記のいずれにも該当せず、GoTo トラベル事務局から指示があった場合

Z

と記入 ※必ず半角大文字で入力してください。

地域共通クーポン番号
(連番)

100000046

①券番

100000001

～

C

～

②お客様渡し未

D

～

③電子クーポン

X

～

④配布管理アプリ(QRコード読込)

K

～

⑤券番管理シート

Z

～

⑥その他事務局指示
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実績内訳シート(割引用) (様式第17号の1)

飛び番のクーポンを渡した場合はこちらに
記入してください。
複数の場合は半角カンマで区切ってください。

◆券番について(前ページの①に該当)

【飛び番入力方法（例）】

100000008,100000010,100000015

連番のクーポンを渡した場合
はこちらに記入してください。
(半角)

飛び番

地域共通クーポン番号
(連番)※半角数字

100000001

半角カンマで区切る

飛び番

飛び番

地域共通クー
ポン番号
(飛び番)
複数の場合は
カンマ区切り
※半角数字

～

111111101,111111103,111111105,111111107,111111109,11

～

222222212,222222214,222222216,222222218,222222220,22

～

100000005

100000008,100000010,1000000015

紙クーポン裏面左下の
9桁の番号を記載してください。

ここの番号ではあ
りません。

入力時のご注意

以下のような場合、エラーとなり給付金申請できませんので、ご注意下さい。
00040000 ～ 00400000 (桁数が少ない。クーポン券番は例外なく9桁です。)
000040001～ 40005 (FROM-TOのTOの0000を省略している。クーポン券番は必ず9桁で入力要。)
000040001～ 000400001 (数字の位置間違い。左例の場合、4万1番から40万1番で4の桁位置が違う。)
000000001～ 000000001 (FROMとTOが同じ券番。同一券番で1枚だけの場合は、飛び番に入力する。)
000000001～ 000000002, (最後にカンマが入っている。)
000000001 ～ 00000002 (数字の後ろに半角スペースが挿入されている。スペースは入力不可です。)
000000001～ 0000000002 (FROM-TOのTOが10桁になっている。クーポン券番は例外なく9桁です。)
００００００００1～００００００００2（全角数字で入力されている。数字は必ず半角数字で入力要。）

【飛び番入力】

1234578890.1234567891.1234567892 （ピリオドつなぎ）
1234578890、1234567891、1234567892 （全角の読点つなぎ）
1234578890，1234567891，1234567892 （全角カンマつなぎ）
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「その他必要な書類」は事務局への郵送は不要
となりましたが、各事業者において保管が必要で
す。(9/10更新)

各事業者で保管しておかなければならない書類

旅行事業者の方(オンライン販売事業者以外)

「様式第17号の1」に記載されている下記項目の適切さが確認できる帳票を保管してください。
既存の帳票類が無い場合は、公式サイトに掲載されているモデル様式を使用してください。
※下記項目が記載されている書面があれば、必ずしもモデル様式を使用いただく必要はありません。







予約を特定する番号や契約者名等
旅行開始日
行き先都道府県
申請者名(お客様の代表者名)
給付対象宿泊日数
宿泊者数(合計)








給付対象人数
合計旅行・宿泊代金(割引前代金計)
旅行・宿泊代金割引額
割引後の支払額
地域共通クーポン付与額
宿泊施設名

事業者で保管しておかなければならない書類

旅行形態

上記項目の適切さが確認できる帳票(※1)

受注型企画旅行
(一般団体)

モデル様式㋐_Go To トラベル給付報告書 受注型企画旅行
一般団体/総額計算用
モデル様式㋑_Go To トラベル給付報告書 受注型企画旅行
一般団体/個別計算用
モデル様式㋒_Go To トラベル給付報告書 受注型企画旅行
一般団体/日帰り旅行用
※モデル様式を利用する場合、㋐～㋒いずれかを保管してください。
お客様のサイン:必要

受注型企画旅行
(教育団体)

モデル様式㋓_Go To トラベル給付報告書 受注型企画旅行
教育旅行団体/修学旅行用
モデル様式㋔_Go To トラベル給付報告書 受注型企画旅行
教育旅行団体/修学旅行除くその他教育旅行用
モデル様式㋕_Go To トラベル給付報告書 受注型企画旅行
教育旅行団体/日帰り旅行用
※モデル様式を利用する場合、㋓～㋕いずれかを保管してください。
お客様のサイン:必要

募集型企画旅行

モデル様式㋖_GoTo トラベル お支払額計算書 兼 給付同意
書 (対面用) ※募集型企画旅行用・手配旅行用
モデル様式㋗_GoTo トラベル お支払額計算書 兼 給付同意
書 (非対面用) ※募集型企画旅行用・手配旅行用
※モデル様式を利用する場合、㋖と㋗どちらかを保管してください。
お客様のサイン:不要

(モデル様式㋖は地域共通クーポン受領証としてもご利用いただけるよう、お客様のサイン欄を設け
ていますが、保管いただく際はお客様のサインが無くても可です。)

手配旅行

モデル様式㋖_GoTo トラベル お支払額計算書 兼 給付同意
書 (対面用) ※募集型企画旅行用・手配旅行用
モデル様式㋗_GoTo トラベル お支払額計算書 兼 給付同意
書 (非対面用) ※募集型企画旅行用・手配旅行用
※モデル様式を利用する場合、㋖と㋗どちらかを保管してください。
お客様のサイン:不要

(モデル様式㋖は地域共通クーポン受領証としてもご利用いただけるよう、お客様のサ
イン欄を設けていますが、保管いただく際はお客様のサインが無くても可です。)

左記の他に保管が必要な書類

◆行程表、日程表に記載
の行程のコピーまたは旅行の
行程がわかる書類
◆請求書または領収証の
控えまたはコピー

◆行程表、日程表に記載
の行程のコピーまたは旅行の
行程がわかる書類
◆請求書または領収証の
控えまたはコピー

◆行程表、日程表に記載
の行程のコピーまたは旅行の
行程がわかる書類
◆請求書または領収証の
控えまたはコピー

◆旅行代金の内訳が分か
る書類
◆請求書または領収証の
控えまたはコピー

(※1) モデル様式は事業者向け公式サイトに掲載されています。既存の帳票類が無い場合にご利用ください。
https://biz.goto.jata-net.or.jp/info/2020102801.html

旅行事業者の方(オンライン販売事業者)
オンライン販売事業者の方は、「様式第17号の1」に記載されている下記項目の適切さが確認できる予約リストを保管し
てください。







予約を特定する番号や契約者名等
旅行開始日
行き先都道府県
申請者名(お客様の代表者名)
給付対象宿泊日数
宿泊者数(合計)








給付対象人数
合計旅行・宿泊代金(割引前代金計)
旅行・宿泊代金割引額
割引後の支払額
地域共通クーポン付与額
宿泊施設名
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宿泊事業者の方（パターンB）
「様式第17号の1」に記載されている宿泊事業者自身の帳簿等、及び下記項目の適切さが確認できる、第三者機関
の書類や画面のスクリーンショット等を保管してください。







予約を特定する番号や契約者名等
旅行開始日
行き先都道府県
申請者名(お客様の代表者名)
給付対象宿泊日数
宿泊者数(合計)








給付対象人数
合計旅行・宿泊代金(割引前代金計) *1
旅行・宿泊代金割引額 *2
割引後の支払額 *3
地域共通クーポン付与額
宿泊施設名

第三者機関の方（パターンB）
宿泊施設の予約を確認できる宿泊実績リストを宿泊施設にお渡ししてください。
宿泊実績リストには、以下のことが記載されている必要があります。







予約を特定する番号や契約者名等
旅行開始日
行き先都道府県
申請者名(お客様の代表者名)
給付対象宿泊日数
宿泊者数(合計)








給付対象人数
合計旅行・宿泊代金(割引前代金計) *1
旅行・宿泊代金割引額 *2
割引後の支払額 *3
地域共通クーポン付与額
宿泊施設名

＊1＊2＊3について
「割引前代金」または「支払額」の1つのみしか記録できない場合は、宿泊施設が給付金の申請を行う場合に限り、次の代替
措置を実施することで対応。 （「宿泊代金の割引額」のみは不可）
※代替措置
1）宿泊施設の直販でのプランにおいては、割引額を割引前代金の35／100（小数点以下切り捨 て）に固定する、又は、
割引前代金を支払額の100／65（小数点以下切り捨て）に固定する。
2）該当する宿泊施設で現に販売されている宿泊プランを月１回以上の頻度で定期的に確認。 違反があった場合は給付
金を支払わないこととするほか、悪質な場合には登録を取消とする。

宿泊事業者の方（パターンC）
宿泊事業者自身の帳簿等は自身で保管してください。

第三者機関の方（パターンC）
「様式第17号の1」に記載されている下記項目の適切さが確認できる書類等を保管してください。







予約を特定する番号や契約者名等
旅行開始日
行き先都道府県
申請者名(お客様の代表者名)
給付対象宿泊日数
宿泊者数(合計)








給付対象人数
合計旅行・宿泊代金(割引前代金計)
旅行・宿泊代金割引額
割引後の支払額
地域共通クーポン付与額
宿泊施設名
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事務局への送付方法
郵送で報告する場合
書類は以下の方法で事務局まで送付してください。
様式
様式第16号

送付方法

備考
必ず押印したものを送付してく
ださい。

旅行
事業者(オン
ライン販売以
外)

旅行
事業者(オン
ライン販売事
業者)

宿泊
施設B

第三者機関
B

〇

〇

〇

×

給付金請求書兼
月次報告書

郵送

様式第17号の1

郵送

〇

〇

〇

地域共通クーポン券番
管理シート

郵送

×

〇
(※2)

×

×

その他必要な書類

各事業者で
保管

保管

保管

保管

×

実績内訳シート(割引用)

事務局及び国の監査機関の
求めに応じて提出いただくことが
あります。

×

(※1)

(※1)宿泊施設の予約が確認できる宿泊実績リストを宿泊施設にお渡ししてください。
(※2)宿泊施設から集約したものを事務局に送付してください。
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