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【補足１】

観光デジタル情報プラットフォーム及び TIPS 概要

（１）観光デジタル情報プラットフォーム

ア 概要

プラットフォームは「TIPS」で取得した旅行者データのほか、閲覧履歴などを基に

分析・解析することで事業者のマーケティングに活用することを目的に構築を進めて

いる仕組みである。プラットフォームに施設情報を登録することで、民間企業や個人

を含め、誰でも利用できる情報（オープンデータ）として蓄積され、今後連携するウ

ェブサイトやアプリ等で登録情報の利用が可能である。詳細は【別添２】を参照

イ プラットフォームへの施設情報登録方法

プラットフォームへの情報登録を行うため、施設へ登録の許可を取り、施設情報

（県が指定する項目）の収集を行う。内容は以下のとおり。

(ア) プラットフォームにオープンデータとして登録されることへの承諾を得ること。

(イ) 調査項目は日本語のみ。

(ウ）調査にはサイトやアプリの施設情報に掲載するための写真画像データ（１～５

枚）収集を含む。

(エ）県が指定する項目については下記 URL を参照。

観光デジタル情報プラットフォーム施設情報調査及び登録項目一覧

https://dataplatform.pref.shizuoka.jp/ckan/dataset

(オ）県指定の観光情報登録サイトへの入力または指定の Excel フォーマットへ施設情

報を記入し、提出すること。観光情報登録サイト（令和４年８月現在、サイト構

築中）は施設事業者自身で施設情報を登録することが可能であるため、登録が完

了するまで、サポートすること。Excel フォーマットで提出する場合には、写真

画像データは県が指定するサーバー（使用サーバー：オブジェクトストレージ）

へ格納すること。

（プラットフォームイメージ）
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（２）静岡県公式観光アプリ「TIPS」（ティップス）

ア 概要

「TIPS」は「今だけ、ここだけ、あなただけ」のお薦めの観光情報を提供するアプリ

として令和２年度から開発しているアプリである。アプリインストール後、初回起動

時に登録するプロフィール情報に加え、GPS を活用し、旅行者の現在地に応じて、最

適な観光情報を提供することを目的とし、タビナカでの利用を想定している。

イ 機能一覧

（３）TIPS ポイント

ア 概要及び目的

TIPS ダウンロード促進のため、令和３年度にインセンティブ付与機能として、デジ

タル商品券「TIPS ポイント」を導入した。本事業では TIPS ポイントの動作確認、ア

プリのダウンロード数への影響、旅行者の決裁データ等の取得及び同データのマーケ

ティングへの活用などについて、本格導入を見据えた効果検証を行う。

機 能 内 容

設定
プロフィール登録 年齢、性別、居住地、興味がある旅行キーワードを設定

プッシュ通知 設定時間または設定区域における情報を発信

T O P

画面

おすすめ表示 利用者の嗜好に合わせたおすすめ情報を表示

おすすめ体験情報
県観光協会が提供する、予約なし又は前日当日の予約で体

験可能な旅行商品を表示（クーポン表示含）

独自観光記事掲載 県内の食や体験など、カテゴリごとの観光記事を掲載

まちめぐりビンゴ

ツアー

GPS 機能を活用して、訪問した県内市町の訪問状況を記録で

きるビンゴゲーム機能 ※達成時のプレゼント機能はなし

検索

画面

カテゴリ検索
エリア、観光関連カテゴリ、「ふじのくに安全・安心認証制

度認証施設」検索等

マップ検索 地図内で検索し、検索場所から近い順にスポットも表示

検索結果
「現在地から近い順」「同世代から人気順」「閲覧数が多い

順」を選択し、表示

施設

情報

基本情報

プラットフォームのデータ利活用基盤と連携し、施設名、紹

介文、問合せ先、ふじのくに安全・安心認証マーク等表示（認

証マークは宿泊施設・飲食店のみ）

経路案内 選択した施設への経路案内

評価 利用者が訪問施設へ評価（５段階）を実施

割引クーポン機能
各施設の割引情報の表示機能（回数、有効期限の設定可能）

※現在はおすすめ体験上表の旅行商品でのみ表示

TIPS ポイント （３）参照 ※現在非表示

９月

改修

イベント表示 県内のイベント情報を表示（TOP 画面、検索画面等に掲載）

カテゴリ検索 イベント情報、おすすめ体験の検索の追加
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イ 基本情報

機 能 内 容

利 用

方 法

【オンライン購入の場合】例)2,000 円の支払いで 3,000 円分ポイント付与等

①利用者が TIPS をダウンロード（TOP 画面に TIPS ポイントへ誘導する特設

バナー等を設置予定）

②TIPSポイントを購入する場合には、TIPSポイント専用ページで利用者登

録を行い、ログインを実施

③オンライン購入メニューからTIPSポイントを購入（即時付与、ただしシ

ステム混雑発生時は付与までに～10分程度要する）

※購入方法はクレジットカードのみ（VISA/MASTER/JCB/AMEX/Diners）

※設定購入上限額に達した場合、購入不可の表示へ変更される。

例）購入者１万人を上限とした場合、１万人に達した時点で、購入不可

④取扱店設置の QRコードを読取り、支払い

（ポイントと他の決済方法との併用可能）

※購入したポイントの返金は不可

【ポイント付与の場合】例）イベント参加で 100 ポイントプレゼント等

①利用者が TIPS をダウンロード

②事務局等から利用者へ URL をメール送信または、店舗等で URL を組み込ん

だ QR コードを設置（ポイント付与用 URL は利用者ごとに異なる）

③TIPS ポイント専用ページで利用者登録を行い、ログインを実施後、利用者

が URL をクリックまたは QR コードを読取り、TIPS ポイントをチャージ。

④取扱店設置の QRコードを読取り、支払い

取扱店

条 件

・観光デジタル情報プラットフォームへの施設情報の登録

・QRコードの設置及び取扱店管理サイトへの登録

取扱店

手続き

①TIPS ポイント取扱店サイトへ利用登録後、決済用 QR コードを店舗に設置

②観光デジタル情報プラットフォーム未登録施設は情報を登録

③決済時に利用者へ QR 読み取りを依頼し、代金としてポイント受け取り

④誤精算発生時には取扱店サイトにて返金処理が可能

⑤後日、登録口座へ決済額が振り込まれる（精算は月末締め、翌月払い予定）

経 費

「TIPS ポイント」は株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以

下 NTT-CS という)が提供する電子マネー発行サービス「おまかせ eマネー」

を利用している。サービス利用には、以下の経費が発生する（P5「TIPS ポイ

ントに係る資金の流れ」及び様式第２号のTIPSポイント積算参考例を参照）。

なおシステムの利用おいて、受託者と NTT-CS が契約の上、事業を実施する。

※NTT-CS より取得した TIPS ポイント関連データは県へ提出すること。

区分 経費

ポイント

付与

・ポイント付与分（利用者がクレジットカードで購入し

た分とは別の上乗せ分）

決済費

(手数料等)

・決済手数料（決済額×１%)

・取扱店へのポイント利用分口座振込（店舗数×300 円/回)

・クレジットカード使用料（購入額×3%)
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【補足２】

事務局業務内容

(※1) 精算の実施方法については、県と NTT-CS と調整すること。

(※2) 取扱店の上限数は 250 店舗で、観光スポット（観光立寄り施設、物販・土産施

設、観光関連飲食店、宿泊施設等）を想定している。募集・登録の対象は県と調整

を行うこと。

（登録対象とならない例）

観光スポットと関わりの低い、コンビニエンスストア、全国チェーンの飲食店 等

(※3) 利用者マニュアル及び取扱店マニュアルについては下記 URL を参照

https://dataplatform.pref.shizuoka.jp/ckan/dataset

(※4) NTT-CSと役割等を調整の上、実施すること。（取扱店サイトの使用方法や質疑応答

等はNTT-CSにてサポート予定）

具体的な事務局業務は委託契約締結後に県と調整を行う。

項 目 内 容

全体管理

・事業の全体管理、県との連絡調整のため、事務局を設置する。

・NTT-CS と連携し、取扱店募集からデジタル商品券の発行枚数の総数管理並

びこれらに関する精算業務完了までの管理を実施。（※1)

取 扱 店

募 集

・取扱店募集用紙を作成後、メール又は FAX による申込受付を行い、取扱店

募集及び受付、管理を行う。(※2)

・取扱店へ静岡県観光デジタル情報プラットフォームへの登録を依頼及び登

録のサポートを行う。

・取扱店用決済 QR コードの作成、QRコード及び利用マニュアルの配布・管

理を行う。(※3)

・取扱店に関して説明会を実施する。（※4）

・取扱店情報一覧を NTT-CS へ送付し、取扱店サイトの開設を依頼する。（取

扱店情報登録まで１ヶ月程度を要する）

問合対応

・事業実施に関する取扱店及び利用者からの問い合わせに対応するために、原

則コールセンターを設置のうえ、メール及び電話で対応する。

①回線数 利用規模に応じて適切な回線を設定

②対応期間及び時間 取扱店募集～実証事業終了（土日祝対応含む）

③問合せ対応記録を作成すること。

精算(※1)

・取扱店に対する精算は NTT-CS が実施予定

・委託事業者は NTT-CS へ、ポイント上乗せ分、決済手数料等を支払い

・別途締結する協定書に基づき、委託事業者が NTT-CS へ支払った金額を後

日、県へ請求し県から委託事業者へ支払い



5

静岡県

NTT-CS
委託事業者
（事務局）

利用者
参加事業者
（取扱店）

TIPSポイント経費
（上限15,000千円）

ポイントオンライン購入
(クレジットカード)

2,000円

合計15,000千円以内とする。
①ポイント上乗せ分(1000円）
②決済手数料（3,000円×1%)
③精算に係る口座振込手数料
④クレジットカード手数料(2,000円×3%)

ポイント支払い
3,000円

サービス提供

精算 3,000円
3,000円分
ポイント付与

○TIPSポイントに係る資金の流れ（委託契約とは別に協定を締結予定）

○委託事業者（事務局） 業務イメージ

②申請用紙受付

・PF登録の有無
・取扱店申請書類の確認

・NTT-CS提出用施設一覧表の作成
・説明会開催

参加事業者

（取扱店）

①申請書記入

・施設名
・住所

・連絡先
・口座番号

委託事業者（事務局） NTT-CS

③登録用紙受付
・取扱店サイト登録

・精算用口座登録　受付

・取扱店サイトID
・利用者読取ＱＲコード

申請書提出

・コールセンター設置
取扱店、利用者からのメール及び電

話での問合せ対応

提出

・取扱店の精算状況確認

　受付
・取扱店サイトID

・利用者読取ＱＲコード

・ＱＲコード設置
・誤操作時は取扱

　店サイトで操作
・問合せ対応

募
集

運
用

問合せ

事務局からの問合せ

対応

精
算

翌月以降に振込
み確認

回答

問合せ(メールのみ）

回答

・利用者支払い分（オ

　ンライン購入）金額
　確認TIPSポイント利用分振込み

手数料等支払い

実
証

終
了

ワークショップ
参加

・決済データ等分析
・ワークショップ進行管理等

データ提供 決済データ作成分析結果共有
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【補足３】

【参考：TIPS 及びハローナビしずおかで取得することのできるデータ】

項 目 内 容

T I P S

性別

年代

居住地（都道府県、市区町）

TIPS ポイント ID

操作日時

操作内容（検索、カテゴリ、マップ、施設情報閲覧等）

緯度・経度

T I P S

ポイント

利用時間（決済日時）

利用者の属性（TIPS ポイント ID、ニックネーム、性別、生年月日、職業、

居住地（都道府県）等）

利用内容（決済金額、使用コード（ID)ごとの情報（利用額、管理番号、

発行元名称、発行元コード、利用開始日、有効期限、発行券面額等）

ハローナビ

しずおか

閲覧ページ情報（日時、閲覧ページ、直前に閲覧したページの URL 等）

スタンプラリー情報（スタンプ押下日時、スポット名、緯度・経度、利用

者 ID、性別、居住地（都道府県）等）

検索情報（検索日時、検索ワード等）


