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安心経営、大きな信用なら
１００％全額保証の全旅クーポンです。

全旅クーポン制度が誕生して40年余。私共は地道な活動の中で信頼と実績を築き成長して参りました。
受入会員の皆様には「安心してお取引きいただけるクーポン」として、また送客会員の皆様には「より付加価値の高いクー
ポン」として、全旅クーポンをご利用いただけますよう各種の制度改革・事業を積極的に展開致しております。

全旅クーポンは、平成10年7月より実施している100％全額保証により、受入機関の皆様からの信頼が飛躍的に向上し、
大手旅行会社のクーポンに並ぶ信用をいただいております。
そのため、通常ではクーポン契約が難しい大型テーマパーク（ＴＤＲ・ＵＳＪ等）、公的施設（国民宿舎等）、各種地域イ
ベント（国際博覧会等）等に関しましても、全旅クーポンでの送客が可能となってきております。

また、全旅クーポンは発券精算制度にて運営している為、受入・送客両会員の皆様には、より確実な資金計画の立案･事業
の運営が可能となっております。

今後とも私共は、更なるクーポン制度の充実と送客・受入両会員の皆様に対するサービスの向上に務め、広く観光業界に貢
献できますよう、会社一丸となって邁進してゆく所存でございます。全旅クーポンにご期待下さい。

昭和51年 (社)全国旅行業協会にて「全旅協クーポン会」発足。

昭和59年 (社)全国旅行業協会の外郭団体として別組織化。

平成 4年 任意団体「全旅協クーポン会」の一切を継承して、 (株)全旅協クーポン会連盟を設立。

平成14年 (株)全旅協クーポン会連盟と、 (社)全国旅行業協会事務委託会社の(株)全旅が合併。
存続会社を(株)全旅とし、クーポン事業部にて「全旅協クーポン会」の一切を継承する。

平成16年 名称を「全旅クーポン会」に変更。

全旅クーポン会のあゆみ
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（単位：万枚）

全旅クーポン取扱実績
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（単位：億円）

①取扱枚数実績 ②取扱券面金額

平成２９年度 ＝ 約４６万枚 ・ 約３１０億円
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〇全旅クーポンは、加盟受入施設へ100％全額保証を実施しております。
規定支払期日に確実に精算がされる信頼性をバックに、現在全国約6,900軒の加盟受入施設がございます。

※正式に加盟をされていない受入施設でも、登録済の施設（未加盟施設）側が全旅クーポンでの受入を了解された場合は、発券が可能です。
平成29年度では、未加盟受入施設を含めて、約11,300軒で利用されました。

全国約６,9００軒の受入施設に送客できます。

ＡＮＴＡ-ＮＥＴからのクーポン発券です。

〇全旅クーポンのご精算は、弊社にて発券データを取りまとめ、一括請求致します。
受入施設毎に掛かっていた事務処理の軽減、振込手数料等、経費の削減が図れます。

経済的にご利用いただけます。（正会員・準会員の２種あります。）

【正会員】費用＝入会金50,000円 預託保証金200,000円～3,000,000円
※全旅クーポン会入会から1年間は、保証金2,000,000円/月次発券限度額20,000,000円が上限となり
ます。（準会員からの移行は除く）

【準会員】費用＝入会金50,000円 預託保証金0円
※保証料として発券金額の１.９８%をお支払いただきます。

正会員・準会員共に年会費・使用料等はございません。クーポン券用紙も無料にて配布しております。

精算は月に一度だけです。

〇全旅クーポンは、ＴＤＲ、ＵＳＪのシステムに直接接続していますので、予約から発券までワンストップで可能です。
※ＴＤＲのチケット販売につきまして、海外における販売及び海外への卸販売は不可の為、国内販売のみのお取扱いとなります。

東京ディズニー･リゾート、ユニバーサル･スタジオ・ジャパンの予約･発券が出来ます。

〇 (株)日本旅行の「αライン」システムにて、商品の取扱いが可能になります。 (株)日本旅行へのお支払が全旅クーポンで可能です。
※別途、初期導入費用・月額利用料が掛かります。

（株）日本旅行の「αライン」をご利用出来ます。

〇全旅クーポンは、(一社)全国旅行業協会本部にて管理・運営しているＡＮＴＡ-ＮＥＴ(アンタ・ネット)から発券する電子クーポンです。
パソコン・プリンタ・インターネットに繋がる環境があれば、特別な機器も使用料も必要なく、クーポン発券が可能です。
※券種は、宿泊券・観光券（業務用含む）・船車券の３券種です。左記の３券種は、加盟受入施設によりバウチャー(券面非表示)発券も
可能です。また、業務用クーポンも加盟受入施設により発券可能です。

P3



・ (一社)全国旅行業協会及び(一社)日本旅行業協会のいずれかの保証社員であること。

・ 当社指定の協力団体の会員であること。

全旅クーポン会 ご入会の流れ≪正会員≫

ご入会条件

設定条件 保証金 月次発券限度額 連帯保証人の条件

保証金

＋

連帯保証人

20万円～300万円

(但し、10万円単位)

保証金×10倍

月次発券限度額

＝200万円～3,000万 (※)

法人の場合は、

原則代表者１名

個人事業主の場合は、

代表者以外の者１名

銀行保証

20万円

銀行保証を選択の場合、

保証金は20万円の定額と

させていただきます。

銀行保証取付額の1/2相当額

金融機関発行の

「保証書」をご提出ください。

連帯保証人の設定は不要

保証金のみ 御社にて設定ください 保証金の1/2相当額 連帯保証人の設定は不要

※ 全旅クーポン会入会から1年間は、保証金200万円/月次発券限度額2,000万円が上限となります。
(準会員からの移行は除く)
○月次発券限度額を超える発券はできませんので、ご了承下さい。
○入会後に月次発券限度額引上げをご希望の場合は、保証金の変更により、
月次発券限度額の引上げが可能です。

月次発券額一覧
（ご入会申込書にて、月次発券額を下記の設定条件から1つ選択していただき、
それに応じた預託保証金、連帯保証人のご登録をいただきます。）
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ご入会に必要な書類

① ｢全旅クーポン会 入会申込書(ANTA-NET加入申込書)｣
② 旅行業協会の保証社員である旨を証明する書類

(｢弁済業務保証金分担金納付書(正本)｣の写し等)
③ ｢全旅クーポン会 連帯保証人届出書 兼 承諾書｣

(銀行保証取付の場合、保証金のみの設定の場合は不要)
④ 会社の現在事項全部証明書(旧・登記簿謄本)と印鑑証明書
⑤ 連帯保証人様の印鑑証明書(銀行保証取付の場合は不要)
⑥ 直近3年分の決算書(勘定科目の明細書含む一式)の写し
※新規開業の方は下記の資料をご提出ください。
①旅行業務に係る事業の計画
②新設法人で、最初の決算期を終了していない場合は、
決算書に代えて、開始貸借対照表と残高証明書。

（上記①②については、登録行政庁へ旅行業申請時に
提出しているものと同じ資料で可）

③代表者の履歴書（書式は問いません）

※1.全旅クーポン代金のお支払いは第一地銀・信用金庫からの
の自動振替とさせていただいております。
口座をお持ちでない場合は、ご入会承認後、当社指定の金
融機関に新たにご開設いただきます。

※2.全旅クーポンは、加盟受入施設への保証制度を実施してい

る為、連帯保証人様のご登録(銀行保証、保証金のみの
場合は除く)、保証金の預託が必要となります。予めご了
承下さい。

入会書類一式を、
⇒㈱全旅の株式を保有する各都道府県の事業会社様にご提出。
⇒事業会社様より㈱全旅宛ご提出。
⇒外部信用調査会社による調査。
⇒㈱全旅にて入会審査。

※審査結果によってはご希望に添えない場合がございます。
予めご了承下さい。

⇒入会承認後、入会金(50,000円)・保証金(20～300万円、
右記｢月次発券額一覧｣参照)の納付依頼書を発送します。

⇒ご入金確認後、 ㈱全旅にて登録し、会員証・全旅クーポン
用紙等一式を発送。

⇒全旅クーポンご利用開始。

ご入会の流れ



全旅クーポン会 ご入会の流れ≪準会員≫

① 過去に全旅クーポン会にて支払遅延等の理由により、クーポン返還措置を受けたことのある者

② 全旅協の年会費、保険料、掛金等の未払いがある者又は支払いを度々遅延する者

③ 過去３年以内に、全旅協所属支部へ受入機関等の取引先から支払遅延等に関する苦情申出を含
む問合せがあった者

④ 過去に全旅協所属支部へ受入機関等の取引先から支払遅延等に関する苦情申出を含む問合せが
あり、現在も解決に至っていない者

⑤ 過去に旅行業法に違反したことのある者

【入会について】

・預託保証金の納付が不要です。

(入会金は正・準会員共通５万円)

・連帯保証人の設定は１名のみです。

(原則として代表者)

■クーポン発券作業・発券されるクーポン券・ご精算の流れは、正会員・準会員に関わらず共通
となります。

■当社経由で㈱日本旅行と契約をいただいた場合のみ、100万円を超える分を事前振込いただく
ことで増枠可能です。

【発券について】

・月次発券限度額は１００万円に固定です。

・保証料として発券金額の１.９８%をお支払いただ

きます。

※保証料はお返ししません。

※保証料比率は変更する場合があります。

準会員の概要

欠格事項

※下記条件を満たすことにより、『正会員』への移行も可能です。

① 外部機関調査による㈱全旅設定基準のクリア
② 設定条件に応じた預託保証金の納付

・ (一社)全国旅行業協会の保証社員であること。

・ 当社が定める欠格事項に該当しないこと。(下記「欠格事項」参照)

・ 当社指定の協力団体の会員であること。

ご入会条件

ご入会の流れ
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入会書類一式を、

⇒㈱全旅の株式を保有する各都道府県の事業会社様にご提出。

⇒事業会社様より㈱全旅宛ご提出。

⇒外部信用調査会社による調査。

⇒㈱全旅にて入会審査
※審査結果によってはご希望に添えない場合がございます。
予めご了承下さい。

⇒入会承認後、入会金(50,000円)の納付依頼書を発送。

⇒ご入金確認後、㈱全旅にて登録し、会員証・全旅クーポン
用紙等一式を発送。

⇒全旅クーポンご利用開始。

ご入会に必要な書類
① ｢全旅クーポン会 入会申込書(ANTA-NET加入申込書)｣
② 旅行業協会の保証社員である旨を証明する書類

(｢弁済業務保証金分担金納付書(正本)｣の写し等)
③ ｢全旅クーポン会 連帯保証人届出書 兼 承諾書｣
④ 会社の現在事項全部証明書(旧・登記簿謄本)と印鑑証明書
⑤ 連帯保証人様の印鑑証明書
⑥ 当社所定の誓約書

※ 全旅クーポン代金のお支払いは第一地銀・信用金庫からの
自動振替とさせていただいております。
口座をお持ちでない場合は、ご入会承認後、当社指定の金
融機関に新たにご開設をお願い致します。



11/1

11/末
利用分

12/末
着金

全旅クーポン精算の流れ

送

客

会

員

株式会社

全 旅
ｸｰﾎﾟﾝ事業部 受

入

会

員

発券・利用

請求確認書送付

クーポン代金口座引落

クーポン代金送金

発券データ

10月21日

11月20日

請求内容確認
金額訂正処理

11月1日

11月末日

12月7日

クーポン発券

訂正データ

確定請求書送付

12月20日

11月末日

10/21

11/20
発券分

～

11/末
請求

12/20
支払

～

12月末日

払戻し等
金額調整

12月15日

訂正データ
反映

発券データ
請求計上

【送客会員への請求サイト】前月21日～当月20日発券分 ⇒ 翌月20日入金締め
【受入会員への支払サイト】毎月1日～末日利用分 ⇒ 翌月末日支払

※発券精算ですので、当社への請求・クーポン券の送付は不要です。
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ご不明の点は、お気軽にお問合せ下さい。

株式会社 全 旅

クーポン事業部
〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-4
銀座一丁目ﾋﾞﾙ6F
TEL 03-5250-2088
FAX 03-5250-2085

西日本支社
〒540-6022
大阪府大阪市中央区城見1-2-27
クリスタルタワー22F
TEL 06-6947-5050
FAX 06-6947-5151

E-mail  coupon@zenryo.co.jp
【営業時間】
月～金曜日 9：00～17：30
(祝祭日、年末年始除く)


