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登 録
やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポンを取扱うためには、取扱店の
「登録」が必要です。

クーポンの
受取り

クーポンの真贋鑑定及び有効期間の確認をお願いします。

請 求

①必ず期限内（受取りの翌月10日までに必着）にクーポン換金の請求を
行ってください。

②登録口座に変更があれば、必ず事務局までご連絡ください。
振込が遅れる原因となります。

登録変更 登録内容に変更がある場合は、必ず事務局までご連絡ください。

登録取消
取扱店登録後に事業者様の都合で登録を取消される場合には、
必ず事務局までご連絡ください。

感染対策
店舗において、業種別ガイドラインに沿った新型コロナウイルス感染防止対
策をお願いします。

事業の
延期・中止

新型コロナウイルス感染症の状況等により、事業の延期や中止となる場合が
あります。

重要なポイント
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事業名称 やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）

クーポン発行者 一般社団法人広島県観光連盟（HIT）

クーポンについて
・紙クーポン（色：緑）
・1000円券（1種類）
・クーポンは、お釣りが出ません

利用期間

事業期間中かつ、クーポンに記入してある有効期間中に限り利用可能
事業期間：令和４年10月11日（火）～令和４年12月27日（火）
※日帰り旅行は12月27日（火）まで
※宿泊を伴う旅行は12月28日（水）チェックアウト日まで

配付事業者 宿泊事業者又は登録旅行事業者（日帰り旅行）

配付条件 やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）の旅行・宿泊商品への付与に限る

クーポン取扱店舗 やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン取扱店に登録された店舗

クーポン精算方法 クーポンと換金用伝票を精算センター（大阪）に送付すること。

感染対策
（遵守事項）

新型コロナウイルス感染防止対策の業種別ガイドラインに準じた対策を
遵守していること。

事業概要

１．はじめに

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により本県の旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを

抑制しつつ、本県での感染症の影響に考慮した「新しい旅のスタイル」への対応や、観光資源の魅力の再発見な

ど、将来的な訪日外国人旅行者の誘致に寄与することを目的として全国を対象とした観光需要喚起策を実施しま

す。やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポンは、やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）の宿泊割引プランまた

は旅行割引プランを利用した旅行の期間中に利用できるクーポンを発行する事業です。

本事業におけるやっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポンの取扱いについては、令和４年度広島県誘客促

進支援クーポン発行事業実施要綱及び本マニュアルをご確認、ご理解のうえ、間違いのない取扱いをしていただ

くようお願いいたします。

あわせて、やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン取扱店同意書に記載のある事項につきましても遵守して

ください。

なお、本マニュアルに記載のない事項につきましては、その都度、やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）事務局

クーポンチームまでお問い合わせください。
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２．「やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）」クーポン事業の流れ －事業スキーム図－
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３．クーポン取扱店の登録

登録の条件

1. やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポンマニュアルに沿った取組み・手続きを行うこと。
2. クーポン事業の同意書を含む申請書類を事務局に提出し、事務局が登録を承認すること。
3. 内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」サイトに掲載されている、業界団体が作成した業

種別ガイドラインにおいて、店舗の該当ガイドラインを遵守していること。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

※但し、性風俗関連特殊営業、接待飲食等営業、遊技等の施設は登録の申請ができません。

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポンを取り扱うには、事務局での登録が必要です。
所定の申請書類の提出をお願いします。

提出方法

公式サイトより、WEB申請してください。
申請書類は公式サイトよりダウンロードし、申請画面に添付してください。

URL：https://new-yappa-hirowari.com/biz/cs/

※WEB申請が利用できない場合は、郵送（レターパック等追跡可能なもの）にて必要書類をお送り
ください。郵送にかかる費用は店舗様のご負担にてお願いいたします。

クーポン受取開始日

事務局で登録完了後、スターターキットを発送します。
スターターキットが届いた日から、クーポンの受取りを開始してください。ポスター、ステッカーはお客
様から見えやすい場所に必ず貼付してください。
従業員の方に本マニュアルの内容とクーポンの取扱いについて、事前に十分な説明をしてください。
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申請書類

登録申請の受付期限

1. クーポン取扱店舗登録申請書
2. 登録希望店舗リスト
3. クーポン取扱店同意書
4. 口座確認書
5. 口座情報が確認できる書類
6. 日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類※

※開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係わる許可証などの公的機関から発行される書類

令和４年12月20日（火）までとなります。
※期限後は、受付できませんのでご注意ください。

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
https://new-yappa-hirowari.com/biz/cs


４．スターターキット
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本マニュアル含め、1店舗あたり下記の内容のスターターキットのツールを同梱しています。

①ご案内状×1枚

②マニュアル（A4冊子）×1冊 〔当冊子〕

③「やっぱ広島じゃ割」クーポン見本×１枚

④取扱店舗ステッカー×1枚

⑤取扱店舗ポスター（B3）×1枚

⑥やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン 換金送付用封筒×5枚

⑦換金用伝票×２枚

⑧送り状（伝票）（福山通運）×5枚

①ご案内状 ②マニュアル

③「やっぱ広島じゃ割」クーポン見本
緑色
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⑦換金用伝票 ⑧送り状（伝票） 福山通運

⑥やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン
換金送付用封筒

④取扱店舗ステッカー ⑤取扱店舗ポスター

Size 150mm×150mm Size B3 364mm×515mm



クーポンの仕様

表面

裏面

有効期間記入欄
切り取り線

クーポン取扱店舗が旅行者
からクーポンを受取り、換金
請求する際の本券と控え用
の副片を切り分ける線。

送付用本券部分（換金請求送付用）
副片部分
（取扱店控）

本事業の名称

クーポン番号（８桁）

クーポン番号（８桁）

旅行業者・宿泊施設の配付者が手書きで有効期間を記入。

日帰りの場合は左右の欄に同一日が記入されています。
宿泊の場合は、左の欄はチェックイン日、右の欄はチェックアウト日を記入。

ホログラム
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〇〇〇〇〇〇XXXXXXXX 〇

XXXXXXXX

下8桁

8桁



〈行政機関等の支払い〉

１．所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課

２．社会保険料 （医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）

３．宝くじ （ジャンボ宝くじ、toto、BIG等）

４．その他 （自治体指定のゴミ袋、競馬・競輪・競艇・オートレース等の公営競技）

〈日常生活における継続的な支払い〉

1．電気、ガス、水道、電話料等、NHK放送受信料、保険料

2．不動産賃料、駐車場の月極・定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に関わる料金は対象。

〈換金性の高いものの購入〉

1．金券（ビール券、清酒券、お米券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独自に発行する商品券等）

2．プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等

3．金融商品 （預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

〈その他〉

1．やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン券の利用エリア内でサービスが完結しないもの

※利用者が利用エリア外に出なければ可 （宅配等の配送サービスは対象）

2．事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等

3．授業料、入学検定料、入学金等 ※アクティビティのガイド料等は対象

4．宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金

5．既存債務の弁済

6．各種サービスのキャンセル料

7．電子商品取引

8．無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの

9．公序良俗に反するもの

10．社会通念上、不適当とされるもの

11．その他、各取扱店舗が指定するもの

１．クーポンは、取扱店舗において有効期間内に限り使用可能です。

２．クーポン券で購入した商品・サービス等を返品した場合、現金での返金はできません。

３．商品代金不足分は、現金等で受領してください。

４．クーポンと現金の交換は禁止です。

５．クーポンは原則１会計につき複数枚使用可能です。（上限無し）

６．クーポン額面以下の使用の場合であっても、お釣りを出せないことをお伝えください。

７．クーポンの盗難・紛失、滅失または、偽造、模造等に対して、発行者は、責任を負いません。

※クーポンの盗難・紛失については、損害賠償が発生する場合があります。

８．半券（副片）が切り取られているクーポンは、使用済みのものであり、使用できない旨をお伝えください。

９．クーポンの管理や取扱いは定められた規則に基づき適切に行い、不正等を行わないでください。

10．新型コロナウイルス感染症を防止するため、業種別ガイドラインを遵守してください。

※不明な場合は事務局にお問い合わせください。
※注意事項に記載の禁止行為、利用対象にならないものへのクーポンの利用が発覚した場合は、損害賠償、参加店
舗登録の取消、換金の拒否その他の処置を講じる場合があります。

クーポン取扱注意事項

クーポン利用対象外のもの
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５．クーポンの受取り

本券部分 副片部分
クーポンの破損・汚損について

事業者、旅行者が不可抗力でクーポンを破損したり、
汚れたとしても、次の２つを満たしていれば使用可能です。
①正規クーポンであること
（クーポン番号、有効期間、ホログラムが確認できること）
②本券部分、副片部分がそれぞれ５分の４以上残っていること。
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取扱店舗独自で、クーポンを利用できない商品を決めたり、１回あたりのクーポン使用限度額を決める
など、クーポンの利用に制限をかけることが可能です。その場合は、あらかじめお客様が認識できるよう、
レジや陳列棚、チラシなどでその旨を掲示してください。

クーポンの利用に制限をかける場合の掲示に関して

お会計 □支払額の提示。

お客様から
クーポン提出

□お客様がクーポン使用の意思表示。
□利用対象外（P.７）の商品購入の場合は、お断りください。
□お釣りを出せないことをお伝えください。
□クーポンで購入した商品は、返品、返金ができないことをお伝えください。
□一旦、クーポン確認のため、クーポンをお預かりする旨を告げる。

クーポン確認

以下の４点を確認します（P.９）。
□やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポンであるか。
□偽造されたクーポンでないか。
□有効期間内であるか。
□汚れ、破損していないか。

クーポン
受取り

□クーポン確認後、クーポンを受け取る。
※同時に複数枚のクーポン使用可能（上限無し）。
□商品金額がクーポン金額より高い場合は、クーポン金額を差し引いた
金額を現金等で受領してください。

□商品金額がクーポン金額より安い場合は、お釣りは出せません。

商品のお渡し □上記をご理解いただき、商品をお渡しする。

クーポンご利用ですね
ありがとうございます



クーポンが本物か偽物か、有効か無効かを鑑定するポイントです。

※日帰り旅行の場合のクーポン

左側・右側ともに日帰り旅行の同
じ日にちが記入されています。

日帰り旅行の日付が有効期間です。
（1日のみ）

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）のクーポンは緑色です。
旧やっぱ広島じゃ割・地域観光支援割クーポン（赤色）は使用できませんのでご注意ください。

本事業のクーポンであるか

有効期間が記入されているか 副片が切り離されていないか

ホログラムがあるか

同一のナンバリングであるか

〇〇〇〇〇〇XXXXXXXX 〇

XXXXXXXX

下8桁

8桁

<表面>

<裏面>
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クーポンの有効期間にご注意ください。

次のようなクーポンは、使用できませんので受取はお断りください。

●有効期間外のクーポン ●有効期間が訂正されたクーポン ●有効期間が未記入なクーポン

重要



クーポンの精算までの流れ

翌月10日までに必着

月締め

月末までに

※期日を過ぎてからの換金請求には応じられませんの
でご注意ください。

換金請求は、毎月月締めで行ってください。

月ごとに受け取った全てのクーポンをまとめて、

精算センター（大阪）に送付します。

翌月10日必着で精算センター（大阪）に

換金用伝票と本券部分（換金請求送付用）を

送付してください。

旅行者から
クーポンの受取り

取扱店舗から
換金請求

事務局にて
審査

登録口座に
振込み

【例】クーポン精算のスケジュール
① 11月（11/1～11/30）受取り
② 12月12日までに精算センター（大阪）に必着
③ 事務局にて審査（不明な点があれば、事務局から連絡があります）
④ 審査の結果に問題がなく、また振込手続きに問題がなければ12月末日までに振込み
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６．クーポンの送付（換金請求）
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換金請求期限

換金請求期限は毎月10日必着です。

□換金請求期限は、必ず守ってください。
□期限を過ぎると換金請求に応じられませんのでご注意ください。
□10日が休日の場合には、翌平日が期限日となります。

手順詳細

換金用伝票は、A4用紙に３回分あります。はさみ等で切り取ってご使用ください。
また、記入した換金用伝票は、取扱店控え（2枚目）を切り離し、必ず保管しておいてください。
事務局からは、精算明細等は、発行しません。

記入する日付を記載

取扱店舗名・電話番号・
担当者名を記載

送付するクーポンの
枚数を正確に記入

登録時に発行される
取扱店IDを記載

受け取ったクーポンの処理と保管

切り取り線に沿ってクーポンをはさみ等で切り離し、下記図の本券部分（換金請求送付用）と副
片部分（取扱店舗控え用）に分け、副片部分は大切に保管してください。

本券部分（換金請求送付用） 副片部分

（取扱店舗控え用）

１

２

換金用伝票に必要事項を記入３

受取月を記載
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□枚数が多い場合はいくつかの束にして、段ボールに送り状（伝票）を 貼り、
「福山通運」の宅配便にて送付ください。

□その場合、換金用伝票は１枚のみとして、その１枚にすべてのクーポン
枚数を記載の上、いずれかの束の表紙にしてください。

送り状（伝票）

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン
換金送付用封筒

〈福山通運エリア連絡先〉 P.１４の一覧を参照してください。
※集荷の依頼は各店舗でお願いします。

〈イメージ〉

□封筒に換金用伝票とクーポンの本券部分を入れ、「福山通運」の宅配便にて、精算センター
（大阪）に送付ください。
間違って郵便ポストに入れた場合、約１カ月程度郵便局で保管され、換金が遅れる原因とな
りますので、ご注意ください。

クーポン送付先
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ住友生命ビル３階 JBX内
やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）クーポン精算センター行

※送り状（伝票）を紛失された場合は、
事務局までご連絡ください。

換金用伝票
輪ゴム・紐等

クーポン本券部分
（換金請求送付用）

クーポンの向き（表裏・天地）を揃えてください。

換金用伝票とクーポン（本券部分）を輪ゴム・紐等で束ねる４

精算センター（大阪）へ送付５

9 9   9   9   9      9   9   9                 11      
じゃ割スーパー 広島店

XXX-XXX-XXXX                                        〇〇 〇〇

X   X X
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●参加店舗登録申請時に登録された口座にお振込みいたします。

●利用済みクーポン券を換金するにあたり、万一入金額に差異があった場合、副片部分 （取扱

店舗控え用）による照合が必要となるため、入金確認を完了するまで大切に保管してください。

※この控え副片がない場合は、振込金額の差異があっても異議申し立てをしていただくことがで
きません。なお、控え副片がある場合でも、振込完了後、2週間を過ぎてからの異議申し立ては
できませんのでご注意願います。

●振込名義人名は、「ゼンコクヒロワリクーポン」と表記されます。

●換金により発生する振込手数料は、事務局で負担します。

振り込みは 月末 迄に行います。

クーポンの審査

登録銀行への振り込み

＜精算センター（大阪）＞

換金用伝票と送付クーポンの枚数などの照合

＜事務局＞

送付クーポンの真贋鑑定
※不明な点があれば事務局から連絡し、確認をさせていただきます。

不正などに起因する登録の取消しに関しての注意事項

1. 下記事項が発覚した場合、クーポン取扱店を取消し、店舗名（事業者名）を公表し、請求金の全部
又は一部の返還を求める場合があります。
①登録申請内容に虚偽があった場合。
②令和４年度広島県誘客促進支援クーポン発行事業実施要綱及び本マニュアルの規定に違反
した場合。

③やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）事務局の指示に違反した場合。
④登録後において、クーポン取扱店として適切でないと事務局が判断した場合。

2. 事務局は、必要に応じて取扱店舗（取扱店舗からの換金請求を取りまとめる商店街、大型商業施
設等を含む）から報告を求め、また立入調査を行うことがあります。

3.   取扱店登録が取消された場合は、以降、クーポンの取扱いを行うことはできません。
4.   不正に換金請求を行った場合には、詐欺罪等による刑事告発の対象になる場合があります。

その他の注意事項

1. 取扱店舗の情報（名称、所在地、電話番号、業種等）は、やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）公
式サイトにクーポン利用可能店として掲載します。

2. 本事業用にデザインされたクーポンの肖像使用を含む広報告知物の作成については、事前に事
務局の承認が必要です。

3. 取扱店は取扱店としての地位を第三者に譲渡することはできません。また、事務局に対する債権
を第三者に譲渡、質入れ等することはできません。

4. 取扱店は、登録内容に変更が生じた場合や登録の取消しを希望される場合には、必ず事務局に
ご連絡ください。

5. 本マニュアルの内容は、適時変更される場合がありますので公式サイト（裏表紙参照）をご確認く
ださい。

振り込みまでの流れ
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担当店 電話番号 平日受付締め時間 土曜受付締め時間 住所 担当住所
福山支店 084-922-2000 18:00 17:00 福山市東深津町4-20-1 福山市（福山北・福山港流通・福山神辺・尾道支店扱を除く）

福山市（曙町・一文字町・内海町・卸町・川口町・熊野町・新涯町・
多治米町・田尻町・千代田町・鞆町・新浜町・西新涯町・沼隈町・
東川口町・松浜町・箕沖町・箕島町・水呑町・中継除く）

島部：福山市（走島町）
福山神辺営業所 084-965-0292 15:00 15:00 福山市神辺町字下御領654 福山市（神辺町）

福山北支店 084-976-6123
17：00

（神石・山野は15：
00）

15：00
（神石・山野は14：

00）
福山市駅家町江良490

福山市（芦田町・駅家町・加茂町・新市町・御幸町・山野町）
神石郡

府中営業所 0847-45-4450 15:00 14:00 府中市中須町1173-1 府中市（福山北支店扱を除く）
福山市（今津町・学園町・金江町・神村町・高西町・藤江町・東村
町
本郷町・松永町・南今津町・南松永町・宮前町・柳津町）
尾道市（島部除く）
島部：尾道市（百島町）

因島営業所 0845-24-1688 16:00 13:00 尾道市因島中庄町4936-9 因島市
広島せら営業所 0847-25-0292 15:00 13:00 世羅郡世羅町寺町字大通1008 世羅郡　三原市（久井町○○）

三原市（広島せら営業所扱・中継を除く）
竹原市
東広島市（河内町○○・河内臨空団地・入野中山台）
島部：豊田郡（大崎上島町）、三原市（鷺浦町○○）

広島空港営業所 0848-86-8001 15:00 三原市本郷町善入寺64-2 広島空港

東広島支店 082-422-2511

15：00
（西条町田口・鏡山・
森近・郷曽・大沢・馬
木・福本は14：00）

12:00 東広島市西条町下見449-2 東広島市（三原支店扱を除く）

三次営業所 0824-62-0770

12：00
（三次市君田・布野・
作木・三和町は10：

00）

10：00
（三次市君田・布野・
作木・三和町は9：00）

三次市東酒屋町306-50
三次市
庄原市

広島支店 082-231-9241 17:00 15:00 広島市西区福島町2-34-1
西区（廿日市支店・広島東営業所・広島観音支店扱を除く）
中区（広島東営業所・広島観音支店扱を除く）
安佐南区（祇園○○・西原・東原・長束○○・山本○○）

広島東営業所 082-243-7777
17:00

（馬木・福田・温品は
12：00）

15:00
（馬木・福田・温品は

12：00）
広島市中区東平塚町5-5

東区・中区（胡町6-26【㈱福屋】は広島安佐営業所扱い）・銀山
町・国泰寺町・小町・新天地・昭和町・千田町・宝町・竹屋町・立
町・田中町・鶴見町・中町・流川町・西平塚町・東平塚町・東千田
町・平野町・袋町・富士見町・堀川町・本通・三川町・南竹屋町・南
千田東町・南千田西町・薬研堀・弥生町）

南区（島部・広島海田支店・広島安佐営業所・広島観音支店扱を
除く）
島部：南区（似島町〈似島〉・宇品町〈金輪島〉）

広島海田支店 082-884-2200 17:00 16:00 広島市安芸区矢野新町2-4-53
広島市（安芸区）
安芸郡
江田島市
呉市（音戸町・倉橋町）
呉市（中継地域及び広島海田支店扱を除く）
島部：呉市【阿賀町情島・豊浜町斎島（斎島）、豊町久比3000番台
（三角島）】
呉市【蒲刈町・豊浜町（島部除く）・豊町（島部除く）】

広島安佐営業所 082-818-2000 17:00 15:00 広島市安佐北区三入5-13-10

安佐北区
安佐南区（広島支店・広島安佐南営業所・広島流通営業所扱を除
く）
南区（松原町9-1【福屋駅前店（本館）】
中区（胡町6-26【㈱福屋】)

広島安佐南営業所 082-818-3000 17:00 15:00 広島市安佐南区中筋4-16-4

安佐南区（相田・大町・大町西・大町東・上安・上安町・高取北・高
取南・高取南町・長楽寺・長楽寺町・中須・中筋・沼田町伴・東野・
毘沙門台・毘沙門台東・古市・安東・伴北・伴北町・伴東・伴東町・
伴中央）

広島流通営業所 082-849-2925 17:00 15:00 広島市安佐南区伴南2-1-19

安佐南区（沼田町阿戸・沼田町吉山・伴南・伴西・伴西町・大塚
西・大塚西町・大塚東・大塚東町）
佐伯区（五日市町石内・石内上・石内北・石内南・石内東・五月が
丘）

広島北支店 0826-72-2000 16:00 15:00 山県郡北広島町新氏神25-1
安芸高田市
山県郡
佐伯区（広島流通営業所扱・広島海田支店扱を除く）
西区（井口○○・扇・草津○○・商工センター・鈴が峰町・山田○
○）
廿日市市
島部：廿日市市（宮島町）

広島観音支店 082-233-0292 17:00 15:00 広島市西区観音新町4-10-97-4
西区（観音新町）・中区（江波○○・光南・羽衣・南吉島・吉島○
○）・南区（皆実・出島）
大竹市（島部除く）
島部：大竹市（阿多田<阿多田島>）

※受付開始時間は全て午前9時よりお願いいたします。

　日曜日は休業となります。

　祝日の受付時間は土曜日受付時間に準じますが、一部エリアでは祝日集荷がお受け出来ない場合がございます。

　担当店の担当住所をご確認の上、お電話いただくようお願いいたします。

岩国営業所 0827-22-0081

廿日市支店 0829-32-1100 15:00

15:00

15:00

17:30

広島宇品支店 082-255-1110

呉支店 0823-73-7111

16:00

16:00

17:00

17:00

尾道支店 0848-46-0011

三原支店 0848-66-0116

14:30
（瀬戸田は13：00）

15:00

16:30
（瀬戸田は15：00）

16:00

福山港流通ｾﾝﾀｰ 084-957-1000
16:30

（鞆・沼隈・水呑・田
尻・熊野町は16：00）

18:00
（鞆・沼隈・水呑・田
尻・熊野町は16：00）

福山市箕沖町127-11

福山市高西町南166

三原市新倉2-14-1

呉市阿賀南6-2-30

廿日市市木材港南9-45

岩国市装束町5-4-43

広島市南区宇品東3-1-1



事業主体 一般社団法人広島県観光連盟（HIT）

事業運営 やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）事務局

所在地
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀15-10 セントラルビル8階

クーポン
チーム

電話番号 （082）212-3020

FAX番号 （082）227-6070

メール new-hirowari-shop@34.tripwari.jp

営業時間 平日 9:30～17:30（土日祝は休業）

公式サイト https://new-yappa-hirowari.com/biz/


