
◆Go Toトラベルキャンペーンの内容について◆ 

 

国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の 1/2相当額を支援するキャンペーンです。 

支援額のうち、35％は旅行代金の割引に、15％は旅行先で使える地域共通クーポン（地域共通ク

ーポンは 9/1以降の旅行が対象）として付与されます。 

※1 キャンペーン期間は、2020年 7月 22日～2021年 1月 31日チェックイン（予定）の 

宿泊が対象です 

※2  一人一泊あたり 2 万円が上限（日帰り旅行については、1万円が上限）です 

連泊制限や利用回数の制限はありません 

※3  日帰り旅行は、旅行会社を通してお支払いをされた場合のみ対象となっております 

 

ユニトピアささやまは、国が提示する「Go To トラベル事業」への参加条件を満たすべく感染

予防対策を講じて、当事業への宿泊事業者登録に認証されております。 

 
 

◆2020年 9月 1日以降ご宿泊のお客様◆ 

ユニトピアささやまへお電話にてご予約されたお客様、公式 HP よりお申込みいただいた

お客様は、事前に「Go To トラベルキャンペーン」の割引クーポンを利用する旨をお伝えく

ださい。 

当施設にて「STAYNAVI」で割引クーポンの代理発行を行います。チェックイン時に、当

施設が代理申請させていただいた割引内容をご確認の上、「Go To トラベル割引申請確認書」

に同意のサインをお願い致します。 



※1  サインがない場合は割引が適用できませんので、ご理解をお願いいたします 

※2  チェックイン時、宿泊代表者と宿泊同行者も含めすべての方に本人確認を実施し 

ております。運転免許証などの書類を持参してください 

〔本人確認に必要な書類〕 

○１点で本人確認書類として認められるもの：１枚で氏名及び住所、写真が確認できる書類 

例：マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、 

特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、 

障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書 等 

○上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ 

又は①を一つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる書類として 

提示可能です 

①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書  等 

②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書  等 

中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、本人の健康保険証と法定代理 

人の本人確認書類（運転免許証、旅券等）で代用可 

○書類が整わない場合、ユニトピアささやまに写しを後日郵送等お願いいたします 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◆事後の還付手続きについて◆ 
（2020年 7月 22日～8月 31日にチェックインいただいたお客様） 

 

2020年 7 月 22 日～8月 31 日にチェックインいただいたお客様は、ご宿泊後にご自身で申請を

行うことにより割引相当額が還付されます。お客様ご自身による還付申請の受付期間は、2020年

8月 14日～9月 14日（※消印有効）となっております。 

※東京都に居住する方の旅行については、現在のところ還付対象外と発表されています 

 

〈事後の還付手続きに必要な書類〉 

1. 事後還付申請書（当施設でお渡し致します） 

2. 支払内訳が分かる書類（当施設で領収書を発行致します ※コピー可） 

3. 宿泊証明書（当施設で発行致します） 

4. 口座確認書（当施設でお渡し致します） 

5. 口座番号を確認できる書類（通帳の写し、キャッシュカードの写し等） 

6. 代表者の住所が確認できる書類（免許証の写し、健康保険証の写し等） 

7. 同行者居住地証明書（当施設でお渡し致します） 

 
大変申し訳ございませんが、還付申請手続きなどのご不明な点につきましては Go To トラベル

事務局コールセンター、もしくは Go To トラベル公式サイトにてご確認をお願いいたします。 
 
【Go To トラベル事務局コールセンター】 受付時間：10：00～19：00 

TEL：0570-002-442（年中無休） 
TEL：03-6636-9457（年中無休） 

 
【旅行者向け Go To トラベル公式サイト】 https://goto.jata-net.or.jp/ 
 
「新しい旅のエチケット」概要ページ https://goto.jata-net.or.jp/info/2020072704.html 
 

2020年 8 月 20 日時点の情報です 

https://goto.jata-net.or.jp/


大人（中学生以上・ビジター）

夕食「ユニトピア会席」

和室4名以上1室 和室3名1室
和室2名1室

洋室２名以上１室 洋室１名１室

宿泊料（1泊2食付） 13,200円 14,300円 15,400円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲4,620円 ▲5,005円 ▲5,390円

お客様 お支払い金額 ８，５８０円 ９，２９５円 １０，０１０円

大人（中学生以上・ビジター）

夕食「篠山御膳」

和室4名以上1室 和室3名1室
和室2名1室

洋室２名以上１室 洋室１名１室

宿泊料（1泊2食付） 14,850円 15,950円 17,050円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲5,197円 ▲5,582円 ▲5,967円

お客様 お支払い金額 ９，６５３円 １０，３６８円 １１，０８３円

大人（中学生以上・ビジター）

夕食「青山御膳」

和室4名以上1室 和室3名1室
和室2名1室

洋室２名以上１室 洋室１名１室

宿泊料（1泊2食付） 16,500円 17,600円 18,700円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲5,775円 ▲6,160円 ▲6,545円

お客様 お支払い金額 １０，７２５円 １１，４４０円 １２，１５５円

小人（５歳～小学6年・ビジター） 夕食「子供食」 夕食「子供特別食」

宿泊料（1泊2食付） 7,700円 8,800円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲2,695円 ▲3,080円

お客様 お支払い金額 ５，００５円 ５，７２０円
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大人（中学生以上・メンバー）

夕食「ユニトピア会席」

和室4名以上1室 和室3名1室
和室2名1室

洋室２名以上１室 洋室１名１室

宿泊料（1泊2食付） 9,900円 11,000円 12,100円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲3,465円 ▲3,850円 ▲4,235円

お客様 お支払い金額 ６，４３５円 ７，１５０円 ７，８６５円

大人（中学生以上・メンバー）

夕食「篠山御膳」

和室4名以上1室 和室3名1室
和室2名1室

洋室２名以上１室 洋室１名１室

宿泊料（1泊2食付） 11,550円 12,650円 13,750円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲4,042円 ▲4,427円 ▲4,812円

お客様 お支払い金額 ７，５０８円 ８，２２３円 ８，９３８円

大人（中学生以上・メンバー）

夕食「青山御膳」

和室4名以上1室 和室3名1室
和室2名1室

洋室２名以上１室 洋室１名１室

宿泊料（1泊2食付） 13,200円 14,300円 15,400円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲4,620円 ▲5,005円 ▲5,390円

お客様 お支払い金額 ８，５８０円 ９，２９５円 １０，０１０円

小人（５歳～小学6年・メンバー） 夕食「子供食」 夕食「子供特別食」

宿泊料（1泊2食付） 5,500円 6,600円

Go To トラベル割引（宿泊費の35%） ▲1,925円 ▲2,310円

お客様 お支払い金額 ３，５７５円 ４，２９０円
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