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事業概要説明書

2022年3月

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事務局

岡山県内宿泊施設各位

※岡山会場での説明会の様子を定点カメラで撮影した動画
を、3/4（金）（予定）にYoutubeにUPします。
説明会に参加できなかった方はこちらもご確認ください。



国の「Go Toトラベルキャンペーン」や本年7～9月に実施する「岡山デスティネーションキャン
ペーン」などの観光需要回復の機会を捉え、県内宿泊者を対象に、地酒や県産品による料理の追加注
文を割引価格で提供する「カンパイキャンペーン」を実施するとともに、併せて県産品が抽選で当た
る「おかわりキャンペーン」を展開し、本県宿泊へのインセンティブを付与することで、消費単価の
アップおよび誘客につなげることを目的とします。

●キャンペーンの目的

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

●キャンペーン概要
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①内容
本キャンペーンに参加する県内宿泊施設への宿泊者を対象に、予約外での下記対象品目の

追加注文を割引価格で提供するキャンペーンです。
②期間

2022年3月26日（土）宿泊分～2022年9月30日（金）宿泊分
※但し、割引原資がなくなり次第終了します。

③対象者
本キャンペーンに参加する宿泊施設への宿泊者。

④対象品目
・岡山県産飲料（地酒・地ビール・県産ワイン・県産品によるジュース。但し本社が岡山県内
にある事業者が製造・販売する商品。上記商品を利用・調理したものも含む。要事前登録。）

・岡山県産品による料理（主要材料が自社で生産、あるいは岡山県内生産者から直接仕入れた
もの、食品表示法による原産地の表示が岡山県内である生鮮食品を使用したもの、岡山県内で
製造・販売された加工食品、これらを参加宿泊施設において調理・提供するものに限る。
要事前登録。）

⑤割引内容
対象品目の通常販売価格の50％とし、対象者1人当たり1,500円/日（税込）を上限とする。

カンパイキャンペーン

県産材料を使用した料理や岡山の地酒・地ビール・県産ワインなど
で、プラン外で追加注文されたものを対象に、半額を助成するキャ
ンペーンです。お料理・ドリンクの追加発注により、客単価のUP
に期待できます。参加宿泊施設および販売する料理・ドリンクは全
て事前登録制となります。



・岡山県内の宿泊施設であること。
・旅館業法の許可を受けた宿泊施設であること（ただし、風営法に規定される施設を除く）。
・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会および日本旅館協会、全日本シティホテル連盟が策定した
「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」等を参考に、各施設の実情にあわせた
感染防止対策を講じていること。

・緊急事態の場合に宿泊者などが受診するための医療機関の把握や、旅館業法第6条に基づく宿泊者
名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。

・本キャンペーンの目的やスキームについての理解に努め、業務を積極的に推進できること。
・キャンペーンツール（ポスター・チラシ）を掲出し、キャンペーン期間中の宿泊者に対して、キャ
ンペーンを積極的に推進できること。

・本キャンペーンに参画していることをHPやフロントで掲示できること。
・本キャンペーンの登録に際して、窓口となる担当者を1名立てること。

●参加条件
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①内容
岡山県内宿泊施設への県外からの宿泊者を対象に、抽選で県産品をプレゼントする

キャンペーンです。
②期間

第1期/応募期間：2022年3月26日（土）宿泊分～2022年5月31日（火）宿泊分
/賞品の発送：2022年6月下旬

第2期/応募期間：2022年6月1日（水）宿泊分～2022年7月31日（日）宿泊分
/賞品の発送：2022年8月下旬

第3期/応募期間：2022年8月1日（月）宿泊分～2022年9月30日（金）宿泊分
/賞品の発送：2022年10月下旬

第4期/応募期間：2022年10月1日（土）宿泊分～2022年12月31日（土）宿泊分
/賞品の発送：2023年1月下旬

③対象者
岡山県内宿泊施設において、5,000円以上の支払いのあった県外からの宿泊者。

グループも可としますが、未成年の方は除きます。
④プレゼント内容

・地酒（吟醸酒・720㎖）および県産米（4合）のセット。
・Wプレゼント（県産日本酒飲み比べセット・県産フルーツ・千屋牛肉・瀬戸内海産物）

⑤当選者数
・地酒+県産米のセット：10,000名
・Wプレゼント：100名

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

おかわりキャンペーン

岡山県外から来られた宿泊客で5000円以上のお支払いをされたお
客様を対象に、岡山の地酒と県産米を抽選でプレゼントするキャン
ペーンです。宿泊施設の皆様には、キャンペーンポスターの掲出と
チラシの設置にご協力をいただき、宿泊客へのご案内をお願いいた
します。



・カンパイキャンペーンでは、宿泊者の飲食時における追加料理やドリンクのオーダーが増えること
により、客単価のアップに期待できます。

・おかわりキャンペーンでは、県外宿泊客の誘客を図るため様々なプロモーションを展開します。
ポスター・チラシの設置にご協力いただける宿泊施設は本キャンペーンWebページでご紹介します。
それにより県外客を宿泊施設に誘客することに寄与します。また本年7～9月はデスティネーション
キャンペーンも実施されますので、連携してより効果的なプロモーションを展開します。

・本キャンペーン公式HPにて協力宿泊施設を紹介するとともに、各施設の公式HPとリンクを張り
相乗効果を生み出します。

●本キャンペーンのメリット

・カンパイキャンペーンへの参加申込をお送りいただきましたら、対象メニューを登録いた
だくための資料をお送りいたします。料理（一品）とドリンク（10種まで）を決定し、
報告してください。※対象商品は事前登録が必要になります。

・両キャンペーンのポスター、おかわりキャンペーンのチラシをお送りします。カンパイ
キャンペーンのメニュー表は、必要事項を入力したWordファイルをお送りいたします。
基本的にA４サイズでつくっておりますが、皆様の使い勝手が良い形で加工いただき、
出力してご利用ください。ポスターはお客様の目につく位置に掲出をお願いします。
おかわりキャンペーンのチラシはフロント付近に設置いただき配布をお願いいたします。

・キャンペーン期間中は、割引条件内で宿泊客にご利用をお勧めしてください。割引条件は、
対象品目販売価格の50％、一人当たり1,500円/日、決済は宿泊費とまとめてとなります。

●カンパイキャンペーンのスキーム
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事務局専任担当者と貴社窓口担当者が、基本的にメールを使用し
文字情報を残す形で密に連絡をとり、業務を推進します。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

対象メニュー登録資料送付

対象商品販売状況の報告
請求書の発行

事

務

局

宿

泊

施

設
専任担当者 担当窓口

キャンペーンツールの送付

お
客
様

・ポスター・チラシ掲出
・対象商品の販売
・決済

割引額のお支払い

対象商品の決定・報告

〈 スキーム図 〉



■県産飲料（10種まで。酒類・ソフトドリンクの内訳は任意。）
・岡山県内に本社がある事業者が製造・販売する地酒、地ビール、県産ワイン、県産品に
よるジュース・清涼飲料水。

・宿泊施設が県産飲料や県産品を利用・調理して提供する飲料を含む。
・県産飲料は、事前に登録したものであること。
・登録した商品名は請求明細書に記載が必要になります。その点を踏まえて商品名を
決定してください。

※キリン・サッポロなどナショナルメーカーの商品は対象外です。

■県産品による料理（一品）
・主要な材料が次のいずれかである料理
①自社で生産・加工したもの
②県内生産者等から直接仕入れたもの
③食品表示法による原産地の表示が県内（水域を含む）である生鮮食品（農産物・
畜産物・水産物・玄米及び精米）

④県内で製造・販売した加工食品
⑤その他事務局が適当と認めたもの

・県産品による料理は、宿泊施設において調理・提供するものに限る。
・県産品による料理は、事前に登録したものであること。

■留意事項（飲料・料理共通）
・宿泊料金と同一会計により支払いが可能なものであること。
・宿泊施設の敷地内における飲食に限ります。食堂等が別に所在する場合も含みます。
・施設内の売店等で販売する商品（土産物等）の購入は対象外です。
・チェックイン前、チェックアウト後における食事利用等は対象外です。
・チェックイン後のカフェ利用、連泊時の昼食等は対象となります。
・従前に無料提供していたものは対象となりません。
・キャンペーン期間中に販売価格の改定があった場合、仕入れ価格の高騰など特段の
事情がない限り、登録時点の販売価格に対する割引支援とします。

●対象品目について
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岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

〈前提条件〉カンパイキャンペーンの対象品目は、宿泊プランに盛り込まれているものは
対象外です。お食事時に追加で注文いただいたものが対象となります。

・対象商品の決済は宿泊費と同一会計での支払いに限ります。販売品目・値引きの内容は
請求明細書に必ず明記してください。

・1か月に2回、対象商品の販売状況をご報告ください。報告は対象の請求明細書控えを
スキャンして、pdfファイルにて事務局までメールにて送信ください。1回目の報告は15日
に締めたものを18日までに、2回目の報告は月末に締めたものを翌月5日までにお願いし
ます。2回目の報告後、10日までに到着するよう請求書もお送りください。

・お支払いは月末締め、翌月25日に振込にてお支払いいたします。振込手数料は事務局にて
負担いたします。

・請求明細書に販売商品を記載できない場合は、別途事務局にて本キャンペーン用明細書の
様式を準備します。こちらに販売商品および販売金額をご記入いただき、お客様にサイン
をいただいてください。

・本キャンペーンの原資には限りがございます。上限に近づいた場合は、販売状況の報告
期間を短く区切って報告をお願いする場合がございます。ご協力お願いいたします。



●広報ツール（ポスター）
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B2ポスター（各1種）とカンパイキャンペーンメニュー表、おかわり
キャンペーンA4チラシを作成します。

■B2ポスター
カンパイキャンペーン用1種類とおかわりキャンペーン用1種類の合計2種類作成し、配布
いたします。上の掲載例のように二連版で掲出いただければよりインパクトある告知と
なるようデザインしております。
ポスターは各３枚をお送りいたします。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業



●広報ツール（チラシ）
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■A4チラシ
おかわりキャンペーン用にA4チラシを作成し配布いたします。裏面が応募用紙になって
おりますので、必要事項をご記入いただきFAXもしくは封書で申込みいただくことができ
ます。またWebの申込フォームを利用しての申込みも可能です。
チラシはフロント付近などお客様が手に取りやすいところに設置してください。応募要件
として「県外からお越し」「5000円以上の宿泊費のお支払い」の2条件がございますので、
あてはまるお客様がいらっしゃいましたらご案内いただけると大変ありがたく思います。
A4チラシは各３00枚をお送りいたします。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業



●広報ツール（メニュー表）
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■メニュー表
カンパイキャンペーンのお客様へのご案内用に、A4サイズでメニュー表を作成します。皆様
から提出いただいた料理メニューとドリンクメニューを基に、Wordファイルにて作成した
データを配布いたします。
皆様が使いやすいような形で出力・加工いただきご利用ください。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

限定料理メニューの紹介

限定ドリンクメニューの紹介



●決済について（請求明細書）
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■請求明細書
値引きのエビデンスとしてお客様へお渡しする「請求明細書」を事務局へ提出いただきます。
請求明細書では「宿泊されたこと」「宿泊された人数」「販売した商品名」「販売した商品
の金額」「合計の値引き額」を確認しますので、必ず記載をお願いします。
個別に商品名を記載できない場合は、食事代金総額と値引き総額を明細書に記載いただき、
個別商品名を別途事務局で作成した利用明細書に入力してください。この事務局で作成した
利用明細書をご利用の際には、決済時にお客様のサインをいただいてください。

■報告
請求明細書はまとめて月に2回（15日と月末）、事務局まで報告をお願いします。報告は
請求明細書をスキャンいただき、pdfファイルにまとめてメールにて送信をお願いいたします。

■お支払い
月末の報告時には請求書も同時にお送りください。翌月25日に振込にてお支払いいたします。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

宿泊とキャンペーン期間の確認

注文メニューの確認
登録商品名を記載

合計値引き額の確認

宿泊人数の確認

販売金額の確認

「カンパイキャン
ペーン」と記載



●決済について（利用明細書）
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■利用明細書（様式を提供）
お客様へお渡しする「請求明細書」に販売商品を個別に記載できない場合、事務局より
提供する利用明細書に別途個別商品名を記載して、各施設の請求明細書と共に事務局へ
提出をお願いします。またこの利用明細書をご利用の場合は、決済時にお客様のサインを
いただいてください。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

注文メニューの確認
登録商品名を記載

宿泊人数の確認

販売金額の確認

お客様の署名

宿泊日の確認宿泊者名の確認



・3/23（水）頃を目途に、キャンペーン告知のB2サイズポスター（3枚）およびA4チラシ
（300枚）をお送りいたします。ポスターは人目につく場所に掲出、チラシはフロント
付近にてお客様が手に取りやすいように設置をお願いいたします。

・スタッフの方にお客様よりキャンペーンについての質問が入る可能性がありますので、
下記囲み内の条件等をご案内できるよう周知お願いいたします。

・チラシ、ポスターに不足が生じましたら事務局までご連絡ください。直ちに追加をお送り
いたします。

●おかわりキャンペーンのスキーム
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岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

〈 応募要件 〉
・岡山県内の宿泊施設に宿泊された、岡山県外からの宿泊客（グループも可）
・宿泊費として5000円以上の支払いがあった方
・未成年者は除く
※A4チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入し領収書を添付してWebフォーム
もしくは封書・FAXにて応募。

〈 賞 品 〉（抽選にて）
・岡山県産地酒（吟醸酒720㎖）および岡山県産米（4合）セット/10000名様
・Wプレゼント（コース選択制：果物・地酒・牛肉・海産物）/100名様

キャンペーンの広報は、下記の方法にて随時実施します。
・キャンペーン特設サイト
・Web広告：位置情報を基にしたインターネット広告、Yahoo!検索連動広告、

Googleバナー広告、リマーケティング広告等
・SNS広告
・近県リビング新聞（兵庫県・広島県・香川県・鳥取県他）
・山陽新聞：本紙広告・TVウイークリー

●キャンペーンの広報

本キャンペーンは2つのキャンペーンを合わせて実施していますが、事前登録を必要とす
るのは「カンパイキャンペーン」のみです。「おかわりキャンペーン」については協力依頼
となります。「カンパイキャンペーン」参加希望社は、お配りしている参加申込書をご提出
ください。「おかわりキャンペーン」については、ポスター・チラシをお送りさせていただ
きますので、掲出・配布にご協力をお願いいたします。本キャンペーンは県外にも広く広報
を行う予定となっております。ご協力いただく宿泊施設様はチラシ設置宿泊施設として公式
HPにてご紹介させていただき、宿泊施設様のHPへリンクを張ります。

●本キャンペーンの参加について
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●Webサイト

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業

エリアをクリックすると、宿
泊施設名およびキャンペーン
対象料理一覧を掲示

宿泊施設名および料理をクリック
すると、施設別詳細情報がポップ
アップ



●事務局

名 称：

住 所：

電話番号：

FAX番号：

E - m a i l：

担 当 者：

営業時間：
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●今後のスケジュール

日 程 項 目

3/11（金） カンパイキャンペーン参加申込書提出期限

3/18（金） カンパイキャンペーン対象料理・ドリンク一覧提出期限

3/23（水） キャンペーンポスター・チラシ・メニュー表送付

3/25（金） キャンペーンツール掲出等準備完了

3/26（土） キャンペーンスタート

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事務局（㈱山陽新聞事業社）

〒700-0904 岡山市北区柳町2-1-1（山陽新聞社本社ビル15階）

086-201-8135

086-221-5181

kanpaiokawari@po9.oninet.ne.jp

矢野・杉原

9時～17時（土・日・祝日休業）

※キャンペーンに関するお問い合わせ・ご相談等、ご連絡お待ちしております。
営業時間外の場合はメールにてご連絡いただけましたら、確認次第対応いたします。

岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキャンペーン事業


