
大館能代空港
旅行商品助成事業
想定商品集

令和4年4月1日～5年2月末商品



目次

＜団体旅行商品編＞
１  基本商品
２  県内又は大館能代空港利用促進協議会の企業
   会員となっている宿泊施設に2泊以上かつ往復
   利用商品
３  バス等複数台利用商品
４  特別上乗せ（冬期利用）商品
５  上限を超える商品
６  催行実績がない商品
７  「緊急事態宣言」または「まん延防止重点措
   置」の対象となる区域を含む商品
８  受注型企画旅行商品
９  県内宿泊をしない商品
１０ 造成費の証明ができない商品
１１ 空港－ホテル間の輸送を県外事業者のバス等を利
   用する商品

＜個人旅行商品編＞
１２ 基本商品
１３ 県内又は大館能代空港利用促進協議会の企業会
   員となっている宿泊施設に2泊以上かつ往復利用
   商品
１４ 特別上乗せ（冬期利用）商品
１５ 上限を超える商品
１６ 催行実績がない商品
１７ 「緊急事態宣言」または「まん延防止重措
   置」の対象となる区域を含む商品
１８ 乗継個人旅行商品
１９ 県内宿泊をしない商品
２０ 造成費の証明ができない商品
２１ 空港からの二次交通を利用する商品
  



団体旅行商品編



１ 基本商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程   ：2泊3日

○航路   ：片道利用

○県内宿泊 ：1泊

○催行人数 ：30人（催行済）

○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者） 

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし

⑤販売助成 …30人×5千円 15万円

⑥バス等助成…経費の１／２のため、7.5万円

助成合計額 27.5万円



２ 県内又は大館能代空港利用促進協議会の企業会員となっている宿泊施設
  2泊以上かつ往復利用商品（上乗せあり）

○形態   ：団体旅行  ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積
○日程   ：2泊3日
○航路   ：往復利用
○県内宿泊 ：２泊
○催行人数 ：30人（催行済）
○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者） 

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①上乗せ要件…いずれかの要件を満たしているため、５万円上乗せ
 （要件を２つ満たしていても①の上乗せ上限額は5万円です。）
⑤販売助成 …30人×5千円 15万円
⑥バス等助成…経費の１／２のため、7.5万円

助成合計額 22.5万円



３ バス等複数台利用商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積
○日程   ：2泊3日
○航路   ：片道利用
○県内宿泊 ：1泊
○催行人数 ：30人（催行済）
○バス等利用：15万／台×3台利用（県内事業者） 
       ※R4より乗合タクシーも対象とします

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし
⑤販売助成 …30人×5千円 15万円
⑥バス等助成…1台分の経費の１／２のため、7.5万円×3台 22.5万円

助成合計額 42.5万円



４ 冬期利用商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費は40万円以上の見積
○日程   ：2泊3日（12月催行商品）
○航路   ：片道利用（3便目利用）
○県内宿泊 ：2泊
○行程   ：内陸線利用
○催行人数 ：100人（催行済）
○バス等利用：10万円×４台利用（県内事業者） 

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①上乗せ要件…いずれかの要件を満たしているため、５万円上乗せ
②三セク鉄道利用…旅行行程に三セクの乗車が含まれ、実際に乗車した場合には10万円上乗せ
③冬期商品…冬期間に催行した場合には、10万円上乗せ
④3便目利用…3便目を利用した場合には、10万円上乗せ
 （★＋①～④で助成上限額 40万円）
⑤販売助成 …100人×5千円 50万円
⑥バス等助成…経費の１／２のため、20万円

助成合計額 110万円
※冬期間は上限が110万円

①～④の上乗せは、実際にか
かった経費を上限とします。
※経費を超える助成は行いま

せん。



５ 上限を超える商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程   ：2泊3日

○航路   ：片道利用

○県内宿泊 ：1泊

○催行人数 ：100人（催行済）

○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者） 

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし

⑤販売助成 …１０0人×5千円 5０万円

⑥バス等助成…経費の１／２のため、7.5万円

助成合計額 50万円
※上限50万円のため、実質75名分の販売助成となります



６ 催行実績がない商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程   ：2泊3日

○航路   ：片道利用

○県内宿泊 ：1泊

○催行人数 ：0人

○バス等利用：なし

＜助成内容＞

 催行実績がない商品については、申請済みであっても助成対象外とします。

 ただし、コロナ感染拡大により、旅行行程が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を
含む場合に、催行を中止した場合には、基本額5万円を助成します。

助成合計額 ０円
5万円以上の造成費の
支出がある場合に限

ります。



７ 旅行行程に「緊急事態宣言」または「まん延防止重点  
  措置」の対象となる区域を含む商品

 ○形態   ：団体旅行 
 ○日程   ：2泊3日
 ○航路   ：片道利用
 ○県内宿泊 ：1泊
 ○催行人数 ：15人
 ○バス等利用：15万円×1台利用
       （県内事業者）
 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

 ＜助成内容＞
 要綱第11条第1項により、助成対象外とします。

助成合計額 ０円

 ○形態   ：団体旅行
 ○日程   ：2泊3日
 ○航路   ：片道利用
 ○県内宿泊 ：1泊
 ○催行人数 ：0人
 ○バス等利用：なし
 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の 
  見積

 ＜助成内容＞
  要綱第11条第2項により、基本額5万  
  円を助成します。

助成合計額 5万円

２ 上記対象区域のためやむを得ず
  中止した場合

１ 催行した場合

5万円以上の造成費の支
出がある場合に限ります。



８ 受注型企画旅行商品
○形態   ：団体旅行 ※社員旅行のため広告作成はしていないが、造成費として、人件費
             5万円の証明ができる場合
○日程   ：2泊3日
○航路   ：片道利用
○県内宿泊 ：２泊
○催行人数 ：30人（催行済）
○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者） 

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成（人件費として）
①～④上乗せ要件…要件を満たしているため、５万円上乗せですが、実際にかかった経費を
         上限とするため、上乗せはありません。（★＋①で人件費５万円を助成）
⑤販売助成 …30人×5千円 15万円
⑥バス等助成…経費の１／２のため、7.5万円

助成合計額 27.5万円

R4より、要綱第3条において対
象とします。
※教育旅行は「秋田県観光連
盟」の助成制度をご利用くださ
い。
※主たる目的がスポーツ活動等
による合宿は、本事業の対象外
とします。

※受注型企画旅行とは…
旅行者からの依頼により、旅行会社が、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊
などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提
案し、実施する旅行のこと。（例：学校の修学旅行や企業の慰安旅行等）



９ 県内宿泊をしない商品

○形態   ：団体旅行 
○日程   ：2泊3日（弘前市に宿泊）
○航路   ：片道利用（3便目利用）
○県内宿泊 ：なし
○催行人数 ：15人
○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者）
※広告宣伝費等の造成費は20万円以上の見積

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①上乗せ要件…要件を満たしているため、
       5万円上乗せ
④３便目利用…3便目を利用した場合には、
       10万円上乗せ
※（★＋①、④で助成上限額 20万円）

助成合計額 20万円

○形態   ：団体旅行 
○日程   ：2泊3日（北海道に宿泊）
○航路   ：片道利用（3便目利用）
○県内宿泊 ：なし
○催行人数 ：15人
○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者）
※広告宣伝費等の造成費は20万円以上の見積

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①広告宣伝費…要件を満たしていないため、
       上乗せなし
④3便目利用…3便目を利用した場合には、10万円上乗せ

助成合計額 15万円

２ 圏域外に宿泊する場合１ 協議会会員の自治体に宿泊する場合



10 造成費の証明ができない商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費がかかっておらず、支出を証明で
             きる書類の提出が不可の場合
○日程   ：2泊3日
○航路   ：片道利用
○県内宿泊 ：1泊
○催行人数 ：30人（催行済）
○バス等利用：15万円×1台利用（県内事業者） 

＜助成内容＞
★必須要件…要件を満たしているが、対象経費がないため０円
①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし
⑤販売助成 …30人×5千円 15万円
⑥バス等助成…経費の１／２のため、7.5万円

助成合計額 22.5万円
※実績加算部分のみの助成



11 空港－ホテル間の輸送を県外事業者のバス等を利用する
     商品
○形態   ：団体旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程   ：2泊3日

○航路   ：片道利用

○県内宿泊 ：1泊

○催行人数 ：30人（催行済）

○バス等利用：15万円×1台利用（県外事業者） 

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし

⑤販売助成 …30人×5千円 15万円

⑥バス等助成…経費の１／２のため、7.5万円

助成合計額 27.5万円

冬のレジャー商品等で、空港－
ホテル間について、県外事業者
のバスを利用する場合には、対
象とします。
※通常商品（複数県周遊商品
等）での県外事業者利用は対象
外とします。



個人旅行商品編



12 基本商品
○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円見積

○日程     ：2泊3日

○航路     ：片道利用

○県内宿泊   ：1泊 

○催行人数   ：30人（催行済）

○レンタカー利用：15台

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし

⑤販売助成 …30人×5千円 15万円

⑦レンタカー助成…15台×2千円 3万円

助成合計額 23万円



13 県内又は大館能代空港利用促進協議会の企業会員となっている宿泊施設
   2泊以上かつ往復利用商品

○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は20万円以上の見積
○日程     ：2泊3日
○航路     ：往復利用
○県内宿泊   ：2泊 
○催行人数   ：30人（催行済）
○レンタカー利用：15台

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①上乗せ要件…いずれかの要件を満たしているため、5万円上乗せ
（要件を２つ満たしていても①の上乗せ上限額は5万円です。）
④販売助成 …30人×5千円 15万円
⑦レンタカー助成…15台×2千円 3万円

助成合計額 28万円



14 冬期利用商品
○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は40万円以上の見積
○日程     ：2泊3日（12月催行商品）
○航路     ：片道利用（3便目利用）
○県内宿泊   ：2泊 
○催行人数   ：100人（催行済）
○レンタカー利用：50台

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①上乗せ要件…いずれかの要件を満たしているため、５万円上乗せ
③冬期商品…冬期間に催行した場合には、10万円上乗せ
④3便目利用…3便目を利用した場合には、10万円上乗せ
（★＋①、③、④で助成上限額 30万円）
⑤販売助成 …100人×5千円 50万円
⑦レンタカー助成…50台×2千円 10万円

助成合計額 90万円
※冬期間は上限が110万円

①～④の上乗せは、実際にか
かった経費を上限とします。
※経費を超える助成は行いま

せん。



15 上限を超える商品
○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程     ：2泊3日

○航路     ：片道利用

○県内宿泊   ：1泊 

○催行人数   ：100人（催行済）

○レンタカー利用：50台

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

②上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし

④販売助成 …100人×5千円 5０万円

⑤レンタカー助成…50台×2千円 10万円

助成合計額 50万円
※上限50万円のため、実質70名分の販売助成となります



16 催行実績がない商品
○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程     ：2泊3日

○航路     ：片道利用

○県内宿泊   ：1泊

○催行人数   ：0人

○レンタカー利用：0台

＜助成内容＞

 催行実績がない商品については、申請済みであっても助成対象外とする。

 ただし、コロナ感染拡大により、旅行行程が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を
含む場合に、催行を中止した場合には、基本額5万円を助成します。

助成合計額 ０円
5万円以上の造成費の
支出がある場合に限

ります。



17 「緊急事態宣言」または「まん延防止重点措置」の
  対象となる区域を訪問する商品

 ○形態     ：個人旅行 
 ○日程     ：2泊3日
 ○航路     ：片道利用
 ○県内宿泊   ：1泊
 ○催行人数   ：15人
 ○レンタカー利用：8台
※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

 ＜助成内容＞
 要綱第11条第1項により、助成対象外とし
ます。

助成合計額 ０円

 ○形態   ：個人旅行

 ○日程   ：2泊3日

 ○航路   ：片道利用

 ○県内宿泊 ：1泊

 ○催行人数 ：0人

 ○レンタカー利用：8台

 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

 ＜助成内容＞

  要綱第11条第2項により、基本額5万  

  円を助成します。

助成合計額 5万円

２ 上記対象区域のためやむを得ず
  中止した場合

１ 催行した場合

5万円以上の造成費の支
出がある場合に限ります。



18 乗継個人旅行商品
○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円以上の見積

○日程     ：2泊3日

○航路     ：往復利用（福岡空港から乗継利用）

○県内宿泊   ：1泊 

○催行人数   ：70人（催行済）

○レンタカー利用：50台

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

①上乗せ要件…いずれかの要件を満たしているため、5万円上乗せ

⑤販売助成 …70人×1万円 70万円

⑦レンタカー助成…50台×2千円 10万円

助成合計額 90万円



19 県内宿泊をしない商品

○形態     ：個人旅行 
○日程     ：2泊3日（弘前市に宿泊）
○航路     ：片道利用（3便目利用）
○県内宿泊   ：なし
○催行人数   ：15人
○レンタカー利用：8台
※広告宣伝費等の造成費は20万円以上の見積

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①上乗せ要件…要件を満たしているため、
       5万円上乗せ
④3便目利用…3便目を利用した場合には、10万円上乗せ

※（★＋①、④で助成上限額 20万円）

助成合計額 20万円

○形態   ：個人旅行 
○日程   ：2泊3日（北海道に宿泊）
○航路   ：片道利用（3便目利用）
○県内宿泊 ：なし
○催行人数 ：15人
○レンタカー利用：8台
※広告宣伝費等の造成費は20万円以上の見積

＜助成内容＞
★必須要件…基本額5万円助成
①広告宣伝費…要件を満たしていないため、
       上乗せなし
④3便目利用…3便目を利用した場合には、10万円上乗せ

助成合計額 15万円

２ 圏域外に宿泊する場合
（宿泊場所の選択可能地に全く含まれていない場合）１ 協議会会員の自治体に宿泊する場合



20 造成費の証明ができない商品
○形態   ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費がかかっておらず、支出を証明で
             きる書類の提出が不可の場合
○日程   ：2泊3日
○航路   ：片道利用
○県内宿泊 ：1泊
○催行人数 ：30人（催行済）
○レンタカー利用：15台

＜助成内容＞
★必須要件…要件を満たしているが、対象経費がないため０円
①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし
⑤販売助成 …30人×5千円 15万円
⑦レンタカー助成…15台×2千円 3万円

助成合計額 18万円
※実績加算部分のみの助成となります。



21 空港からの二次交通を利用する商品
○形態     ：個人旅行 ※広告宣伝費等の造成費は10万円見積

○日程     ：2泊3日

○航路     ：片道利用

○県内宿泊   ：1泊 

○催行人数   ：30人（催行済）

○宿泊地までのシャトルバスの乗車に係る割引クーポン２千円を発行：30人（催行済み）

＜助成内容＞

★必須要件…基本額5万円助成

①～④上乗せ要件…要件を満たしていないため、上乗せなし

⑤販売助成 …30人×5千円 15万円

⑧二次交通アクセス助成…30人×2千円 ６万円

（旅行商品に二次交通の利用を組み込むことを条件とし、

 実績報告時に二次交通の利用が分かるような書類を添付すること）

助成合計額 26万円

空港から目的地までの二
次交通は、空港リムジン
バス、宿泊施設が運行す
るアクセスバス等としま

す。


