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登録の手続きは、大きく分けて３つのステップがあります。
本日は、３つのステップごとに具体的な登録申請方法をご説明いたします。

登録の進め方

⚫ 登録制度ウェブサイトから申請
書類様式をダウンロードし、登
録申請マニュアルに沿って申請
書類を作成します。

1-1.必要な書類を確認する

1-2.申請書類様式をダウンロード
する

1-3.申請書類を作成する

⚫ 登録申請ページにアクセスし、
作成した申請書類を提出し、
申請内容の確認を受けます。

⚫ 申請内容に不備がある場合は、
再申請を行います。

2-1.登録申請ページにアクセスする

2-2.登録申請ページから申請する

2-3.登録申請受付を確認する

2-4.再申請を行う

⚫ 申請内容に問題がなければ、
登録番号が記載された登録証
を受け取ります。

3-1.登録証を受け取る

3-2.登録後に必要な手続き

概要

本日の
説明内容

1.
申請書類の作成

2.
登録申請

3.
登録証の受領
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1.申請書類の作成
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登録申請に必要な申請書類は申請区分ごとに異なりますので、登録を希望する登録区分に応じた申
請書類をご確認ください。

1-1.必要な書類を確認する

１ 新規登録申請書

2
旅館業法第三条第一項の規定による
許可を受けていることを証する書類

3
添付書類
（必須事項に関する確認資料）

4
添付書類
（努力事項に関する確認資料）

高付加価値経営旅館等の申請書類 準高付加価値経営旅館等の申請書類

１ 新規登録申請書

2
旅館業法第三条第一項の規定による
許可を受けていることを証する書類

3
添付書類
（必須事項に関する確認資料）
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登録制度ウェブサイト内の「登録申請関連書類」から、申請する登録区分の申請書類様式をダウンロ
ードしてください。
あわせて、登録申請マニュアルをダウンロードし、ご確認ください。

1-2.申請書類様式をダウンロードする（1/2）

STEP②

登録申請マニュアルをダウン
ロードしてください。

STEP①

申請を希望する区分のボタ
ンをクリックし、申請書類様
式をダウンロードしてください。
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登録制度ウェブサイトからzipファイルがダウンロードできます。
ダウンロードしたzipファイルを解凍すると、以下のファイルを入手することができます。

1-2.申請書類様式をダウンロードする（2/2）

高付加価値経営旅館等 準高付加価値経営旅館等
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新規登録申請書を作成します。
色づけしてある項目を全て記入してください。

1-3.申請書類を作成する 【新規登録申請書】

Point

旅館業法の営業許可を受
けている施設の名称を記
入してください。
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申請する宿泊施設の旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類（旅
館業法営業許可書）をスキャンし、PDFデータをご準備ください。

1-3.申請書類を作成する 【旅館業法営業許可書】

注意

営業許可書の形式は、許
可する自治体等によって異
なります。
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添付書類は、登録申請マニュアル４～５頁に記載している必須事項・努力事項に関する確認資料を
整理するために作成します。 PDFデータ等で直接提出するものと、ダウンロードした様式に直接記載、ま
たは貼り付けて提出するものに分かれていますので、ご注意ください。

1-3.申請書類を作成する 【添付書類】（1/5）

様式に直接記載、または貼り付ける
確認資料

PDFデータ等で直接提出する確認資料

a-11：
就業規則の写し（受付印付き）

b-8：
「中小企業 BCP 策定運用指針」に則っ

た BCP 又はこれに準ずる書類

※「PDFデータ等で直接提出する書類」以外のすべての確認資料※b-8は、努力事項を提出する宿泊施設のみ対象です。
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添付書類（必須事項）を作成するときは、まずチェックリストを用いて、必要な確認資料を把握してくだ
さい。

1-3.申請書類を作成する 【添付書類】（2/5）

Point①

「チェックリスト」のシートを選
択してください。

Point②

必要な確認資料を把握し
てください

Point③

「a-11 就業規則の写し」
は、本ファイルに貼り付けず、
PDFデータで別途提出して
ください。
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添付書類（努力事項）を作成するときは、まずチェックリストを用いて、必要な確認資料を把握してくだ
さい。努力事項については、全ての視点につき、それぞれ半数以上の確認資料を準備してください。

1-3.申請書類を作成する 【添付書類】（3/5）

Point①

「チェックリスト」のシートを選
択してください。

Point②

必要な確認資料を把握し
てください

Point③

「b-8 「中小企業BCP策
定運用指針」に則った
BCPまたはこれに準ずる書
類は本ファイルに貼り付け
ず、PDFデータで別途提
出してください。
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必須事項と努力事項で共通して、様式に直接記載、または貼り付ける確認資料は、様式の対象とな
るシートに直接記載、または貼り付けを行い、書類を作成してください。

1-3.申請書類を作成する 【添付書類】（4/5）

Point①

確認資料を用意し、画像
またはPDFの形式でシート
に貼り付けてください。

Point②

全てのシートに記載または
確認資料の貼り付けを行っ
てください。
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全ての確認資料の準備が終了したら、再度チェックシートのシートに戻り、
準備が終了した確認資料の「チェック」欄をプルダウンから「確認済」にしてください。

1-3.申請書類を作成する 【添付書類】（5/5）

Point①

「チェックリスト」のシートを選
択してください。

Point②

確認資料に不備がないか
チェックし、「確認済」をプル
ダウンより選択してください。
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2.登録申請
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登録制度ウェブサイト

登録制度ウェブサイト内「申請受付ページ」のリンクをクリックすると、申請受付ページに遷移します。
登録区分ごとにリンクが異なるので、必ず申請する登録区分のリンクをクリックし、遷移先上部の記載を
ご確認ください。

2-1.申請受付ページにアクセスする

申請受付ページ

Point①

申請する登録区分の申請
ページのリンクをクリックしてく
ださい。

Point②

申請する登録区分の申請
ページか確認してください。
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申請受付ページの申請者情報記入欄に必要事項を記載してください。

2-2.申請受付ページから申請する（1/3）

申請者情報

Point①

旅館業法の営業許可を受
けている施設の名称を記入
してください。

Point②

申請時に担当者として、窓
口となる方の情報を記入し
てください。
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申請受付ページの「申請書類」に作成した申請書類を該当箇所にアップロードしてください。

2-2.申請受付ページから申請する（2/3）

Point①

各申請書類のファイル名に、
施設名が含まれているか確
認してください。

Point②

提出するファイルと提出先
が一致しているか確認してく
ださい。

申請書類
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情報の取扱いについての規約を確認し、同意できる場合はチェックボックスにチェックをいれてください。
登録申請する情報を再度確認し、「送信する」ボタンをクリックしてください。

2-2.申請受付ページから申請する（3/3）

Point①

申請する情報の取扱いに
関する規約を確認し、「同
意」にチェックしてください。

Point②

「送信する」ボタンをクリック
してください。

情報の取扱への同意

「送信する」をクリックされると、情報が送信されます。
必ず送信するボタンを押す前に、申請内容を全てご確認ください。
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登録申請が完了すると、送信完了画面が表示され、同時にフォームに入力したメールアドレスに申請受
付メールが自動送信されます。
申請受付メールを必ず確認いただき、届いていない場合は、事務局までお問い合わせください。

2-3.登録申請受付を確認する

送信完了画面 申請受付メール

送信元：
登録制度受付事務局
notifications@jibun-apps.jp

メール内容：
✓ 申請を受け付けた旨の記載
✓ 申請内容（申請受付ページでの申請情報）
✓ お問合せ先

申請完了メールが届いていない場合は、必ず登録制度受付事務局までご連絡ください
連絡先：syukuhakugyo-kigyotekikeiei@gp.knt.co.jp

mailto:notifications@jibun-apps.jp
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登録申請の受付後、事務局で申請書類の確認を行います。
申請書類に不備がある場合は、事務局より登録再申請の依頼メールを送信しますので、メール記載の
専用URLより、再度申請を行ってください。

2-4.再申請を行う

再申請依頼メール

送信元：
登録制度受付事務局
syukuhakugyo-
kigyotekikeiei@gp.knt.co.jp

メール内容：
✓ 再申請を依頼する旨の記載
✓ 再申請専用申請受付ページURL
✓ お問合せ先

添付ファイル：
✓ 再申請依頼シート

再申請依頼シート

Point①

再申請専用のURLより申
請を行ってください。

Point②

修正した書類を含む、全て
の書類を提出してください。
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3.登録証の受領
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登録完了後、事務局から登録証をメールで送信いたしますので、有効期間を必ず確認してください。
また、登録完了後、登録施設の情報を観光庁HPにて公開いたします。

3-1.登録証を受け取る

登録証

【確認事項】
✓ 記載されている内容が申請内容と一
致しているか確認してください。

✓ 有効期間を確認してください。

【観光庁HPにおける登録施設公表】
観光庁HP上で下記情報を公開いたし
ます。
✓ 登録番号
✓ 所在する都道府県、
✓ 登録施設名

登録証受領後
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経営状況報告
対象者：登録完了した全ての施設
報告方法：登録制度webページで今後案内
報告時期：毎事業年度の終了後３か月以内

登録完了後に必要な主な手続きは、以下のとおりです。

3-2.登録後に必要な手続き

バリアフリー認定通知書の提出
対象者：
登録時に必須事項a-9:「観光施設における
心のバリアフリー認定制度」認定の取得計画
表を提出した宿泊施設

提出方法：
受付事務局メールアドレスあて、以下事項を
記載して認定通知書（PDFファイル）を添付
したうえでメール送付してください。
✓ 登録番号
✓ 登録施設名

提出時期：
登録時に提出した取得計画表に記載している
時期まで
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その他、ご連絡事項は以下のとおりです。

その他

✓登録申請を行う場合は、必ずQ＆Aをご確認いただき、最新の情報をご確認ください。

✓ その他お困りのことがありましたら、登録受付事務局までお問合せください。

Point

申請書類作成前に、
Q＆Aを必ずご確認ください！
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終わりに

登録を通じて、高付加価値化に向けた経営を進めていきましょう！


