
（要綱第１２条関係）

宿泊施設名

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

1

2

3

4

5

19,995

19,996

19,997

19,998

19,999

20,000

【記入要領】

○この様式は、「県民向け宿泊プラン造成支援事業補助金交付要綱」に基づく実績及び経過報告書に添付する様式です。

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）

クーポン

番号

宿泊プラン予約実績（Ａ） ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ） 利用状況（Ｃ）

～　　中略　　～

○宿泊クーポンを組み込んだ「県民向け宿泊プラン」を造成し販売した場合の実績報告で使用する場合には「Ａ」の欄に予約の状況を、「Ｃ」の欄に宿泊された実績を記入してください。

　なお、プラン造成の場合の宿泊は、令和３年２月２８日チェックアウトまでとなっておりますが、販売は令和２年９月１８日までとなっておりますので、９月末までに販売実績の経過報告を行っ

てください。また、最終報告は○○○○までに最終の実績報告書を提出してください。

○宿泊プランに宿泊クーポンを組み込まずに、宿泊クーポンを販売される場合には「Ｂ」の欄に販売実績を記入してください。

　ただしこの場合、実績報告書提出時までに宿泊で利用された場合には「Ｃ」の欄にも利用状況をご記入ください。

　また、後日、宿泊実績の確認を行う場合がありますので、実績報告書提出後においても、令和３年９月３０日までの宿泊については記入を継続してください

○「予約された日」には電話やＷＥＢで予約が入った日を記入してください。（必ず、令和２年９月１８日以前の日となります。）

○「販売日」には、宿泊クーポンの代金が施設に入金された日を記入してください。（必ず、令和２年９月１８日以前の日となります。）

○「利用日」にはチェックアウトの日をご記入ください。（宿泊クーポンを組み込んだプランを造成販売される場合には、令和３年２月２８日以前の日となります。）

○宿泊クーポンを組み込んだ「宿泊プラン」の造成・販売と宿泊クーポンに組み込まずに「宿泊クーポン」の販売を併せて行う施設については、この様式の「Ａ」と「Ｂ」のどちらにもご記入くだ

さい。

○実績報告書及び経過報告書の記載例や提出期限等については、記載例をご覧ください。



（要綱第１２条関係）

宿泊施設名 ○○○旅館

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

1 西都市 宮崎　花子 2020/6/25

2 西都市 宮崎　花子 2020/6/25

3 日南市 日南　剛 2020/6/27 日南市 日南　剛 2020/8/15

4 高千穂町 高千穂　美知 2020/6/28

5 椎葉村 椎葉　茜 2020/6/29

19,995 日之影町 佐藤　夢子 2020/9/10

19,996 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/6/27

19,997 えびの市 山田　太郎 2020/8/15 えびの市 山田　太郎 2020/8/18

19,998 小林市 末吉　裕子 2020/6/27 小林市 末吉　裕子 2020/9/16

19,999 高原町 河野　洋 2020/7/23

20,000 都城市 末永　いまり 2020/8/5 都城市 末永　いまり 2020/9/18

※宮崎花子さんのケースは、宿泊クーポンを２枚組み込んだプランを販売した例。

宿泊施設名 ○○○旅館

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

1 西都市 宮崎　花子 2020/6/25 西都市  宮崎　花子 2020/11/15

2 西都市 宮崎　花子 2020/6/25 西都市  宮崎　花子 2020/11/15

3 日南市 日南　剛 2020/6/27 日南市 日南　剛 2020/8/15

4 高千穂町 高千穂　美知 2020/6/28 高千穂町 高千穂　美知 2021/2/2

5 椎葉村 椎葉　茜 2020/6/29 椎葉村 椎葉　茜 2020/12/25

19,995 日之影町 佐藤　夢子 2020/9/10 日之影町 佐藤　夢子 2020/11/15

19,996 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/6/27 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/11/9

19,997 えびの市 山田　太郎 2020/8/15 えびの市 山田　太郎 2020/8/18

19,998 小林市 末吉　裕子 2020/6/27 小林市 末吉　裕子 2020/9/16

19,999 高原町 河野　洋 2020/7/23 高原町 河野　洋 2020/10/17

20,000 都城市 末永　いまり 2020/8/5 都城市 末永　いまり 2020/9/18

※宮崎花子さんのケースは、宿泊クーポンを２枚組み込んだプランを販売した例。

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）

クーポン

番号

宿泊プラン予約実績（Ａ） ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ） 利用状況（Ｃ）

※宿泊クーポンを組み込んだ「県民向け宿泊プラン」を販売する場合

～　　中略　　～

※宿泊クーポンを組み込んだ「県民向け宿泊プラン」を販売する場合

クーポン

番号

宿泊プラン予約実績（Ａ） ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ） 利用状況（Ｃ）

～　　中略　　～



（要綱第１２条関係）

宿泊施設名 ○○○ホテル

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

1 西都市 宮崎　花子 2020/6/25 西都市  宮崎　花子 2020/9/11

2 串間市 串間　太郎 2020/6/26

3 日南市 日南　剛 2020/6/27 日南市 日南　剛 2020/8/25

4 高千穂町 高千穂　美知 2020/6/28

5 椎葉村 椎葉　茜 2020/6/29 椎葉村 椎葉　茜 2020/7/11

19,995 日之影町 佐藤　夢子 2020/9/10 日之影町 佐藤　夢子 2020/6/20

19,996 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/6/27

19,997 えびの市 山田　太郎 2020/8/15 えびの市 山田　太郎 2020/8/30

19,998 小林市 末吉　裕子 2020/6/27

19,999 高原町 河野　洋 2020/7/23

20,000 都城市 末永　いまり 2020/8/5 都城市 末永　いまり 2020/9/10

（要綱第１２条関係）

宿泊施設名 ○○○ビーチホテル

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

1 西都市 宮崎　花子 2020/6/25 西都市  宮崎　花子 2020/6/25

2 串間市 串間　太郎 2020/6/26

3 日南市 日南　剛 2020/6/27 日南市 日南　剛 2020/7/25

4 高千穂町 高千穂　美知 2020/6/28

5 椎葉村 椎葉　茜 2020/6/29 椎葉村 椎葉　茜 2020/9/11

19,995 日之影町 佐藤　夢子 2020/9/10

19,996 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/6/27

19,997 えびの市 山田　太郎 2020/8/15 えびの市 山田　太郎 2020/8/18

19,998 小林市 末吉　裕子 2020/6/27 小林市 末吉　裕子 2020/9/16

19,999 高原町 河野　洋 2020/7/23

20,000 都城市 末永　いまり 2020/8/5 都城市 末永　いまり 2020/9/18

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）
※宿泊クーポンを組み込まず「宿泊クーポン」を直接販売する場合

クーポン

番号

宿泊プラン予約実績（Ａ） ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ） 利用状況（Ｃ）

～　　中略　　～

※宿泊クーポンを組み込んだ「県民向け宿泊プラン」と「宿泊クーポン」のどちらも販売する場合

クーポン

番号

宿泊プラン予約実績（Ａ） ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ） 利用状況（Ｃ）

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）

～　　中略　　～



（要綱第１２条関係）

宿泊施設名 ○○○ビーチホテル

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

1 西都市 宮崎　花子 2020/6/25 西都市  宮崎　花子 2020/6/25

2 串間市 串間　太郎 2020/6/26 串間市 串間　太郎 2020/11/26

3 日南市 日南　剛 2020/6/27 日南市 日南　剛 2020/7/25

4 高千穂町 高千穂　美知 2020/6/28

5 椎葉村 椎葉　茜 2020/6/29 椎葉村 椎葉　茜 2020/9/11

19,995 日之影町 佐藤　夢子 2020/9/10

19,996 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/6/27 五ヶ瀬町 石橋　省子 2020/11/9

19,997 えびの市 山田　太郎 2020/8/15 えびの市 山田　太郎 2020/8/18

19,998 小林市 末吉　裕子 2020/6/27 小林市 末吉　裕子 2020/9/16

19,999 高原町 河野　洋 2020/7/23 高原町 河野　洋 2020/10/17

20,000 都城市 末永　いまり 2020/8/5 都城市 末永　いまり 2020/9/18

～　　中略　　～

※宿泊クーポンを組み込んだ「県民向け宿泊プラン」と「宿泊クーポン」のどちらも販売する場合

クーポン

番号

宿泊プラン予約実績（Ａ） ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ） 利用状況（Ｃ）

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）



（要綱第１２条関係）

宿泊施設名

備考

住所（市町村名） 氏名 予約された日 住所（市町村名） 氏名 販売日 住所（市町村名） 氏名 利用日

クーポン管理表（実績（経過）報告書添付書類）

ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン販売実績（Ｂ）クーポン

番号

利用状況（Ｃ）宿泊プラン予約実績（Ａ）









【記入要領】

○宿泊クーポンを組み込んだ「宿泊プラン」の造成・販売と宿泊クーポンに組み込まずに「宿泊クーポン」の販売を併せて行う施設については、この様式の「Ａ」と「Ｂ」のどちらにもご記入ください。

○実績報告書及び経過報告書の記載例や提出期限等については、記載例をご覧ください。

○「予約された日」には電話やＷＥＢで予約が入った日を記入してください。（必ず、令和２年９月１８日以前の日となります。）

　また、後日、宿泊実績の確認を行う場合がありますので、実績報告書提出後においても、令和３年９月３０日までの宿泊については記入を継続してください

○「利用日」にはチェックアウトの日をご記入ください。（宿泊クーポンを組み込んだプランを造成販売される場合には、令和３年２月２８日以前の日となります。）

○「販売日」には、宿泊クーポンの代金が施設に入金された日を記入してください。（必ず、令和２年９月１８日以前の日となります。）

○この様式は、「県民向け宿泊プラン造成支援事業補助金交付要綱」に基づく実績及び経過報告書に添付する様式です。

○宿泊クーポンを組み込んだ「県民向け宿泊プラン」を造成し販売した場合の実績報告で使用する場合には「Ａ」の欄に予約の状況を、「Ｃ」の欄に宿泊された実績を記入してください。

　なお、プラン造成の場合の宿泊は、令和３年２月２８日チェックアウトまでとなっておりますが、販売は令和２年９月１８日までとなっておりますので、９月末までに販売実績の経過報告を行ってください。

また、最終報告は○○○○までに最終の実績報告書を提出してください。

○宿泊プランに宿泊クーポンを組み込まずに、宿泊クーポンを販売される場合には「Ｂ」の欄に販売実績を記入してください。

　ただしこの場合、実績報告書提出時までに宿泊で利用された場合には「Ｃ」の欄にも利用状況をご記入ください。


