
ふるさと応援!ひょうごを旅しようキャンペーン統括事務局お問い合わせ TEL:���-���-����

宿泊旅行商品、対象のデイユースプラン、交通付き宿泊旅行商品、交通付き日帰り旅行商品 
※ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン適用の明示がされた、すでに割引済の旅行商品に限ります。

対象商品

いますぐ詳細を
チェック！

予約・販売期間・利用期間には制限があります。また、割引適用の条件など詳細は公式サイトでご確認下さい >>

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーンとは

●県内の宿泊施設・貸切バス・旅客船では感染リスク軽減対策「ひょうご安心旅」に取り組んでいます。
●キャンペーンをご利用いただく皆さまにも、県等からの制限や要請を守っていただき、確実な感染防止対策が講じられていることを前提に適切なご旅行をお願いします。

ひょうご
安心旅

SHOP

旅行者 旅行・宿泊予約 旅行先

➀旅行・宿泊予約
   （申込）

➂クーポン券
　（ふるさと応援旅クーポン）使用

➁旅行・宿泊割引、
　クーポン券配布

お買物

（お土産店や観光施設等で使用可能）
※ただし、キャンペーンに参画している宿泊施設・旅行会社が対象です。
※販売店は随時更新します。
※前売券をお持ちの方は、発行元で使用いただけます。
※宿泊施設予約後はシステム（STAYNAVI）への登録が必要です。
※ネット専門旅行会社（OTA）はじゃらん、楽天トラベル、るるぶトラベル、JTB、たびゲーターが対象です。
※ネット専門旅行会社（OTA）での７月以降の宿泊については、対象の現地決済プランでのご予約後、
　システム（STAYNAVI）へ予約情報を登録いただいた分のみが割引対象となります。
※令和�年�月��日（金）～�月��日（水）までの宿泊予約のシステム（STAYNAVI）登録は、�月��日（金）��時から可能です。

（チェックイン時）
●宿泊施設

TOUR

●旅行会社

【予約・販売�つのルート】

公式HP・電話等で直接予約

見本

見本

●ネット専門
　旅行会社
　（OTA）

reservation

淡路・渦潮

神戸・須磨離宮公園

播磨・ラベンダーパーク多可但馬・猿壷の滝

丹波・並木道中央公園

宿泊旅行にはクーポン券

最最最
大大大 円分2,000 ついてくる！

さらに県内旅行・宿泊代金からおひとり様
1泊あたり

最最最
大大大 円を5,000 割引！

（ふるさと応援
旅クーポン）

※旅行・宿泊代金�人�泊��,���円以上の場合 ※旅行・宿泊代金�人�泊��,���円以上の場合　※発行開始時期が遅くなる場合があります

ふるさと応援県民割 ふるさと応援旅クーポン
見本

＋
プラス

令和４年8月31日（水）まで



◆ ふるさと応援！「ひょうごを旅しよう＋（プラス）」キャンペーンについて ◆

兵庫・滋賀・京都・奈良・和歌山・鳥取・岡山・香川・徳島

９府県在住の方が、兵庫県内を旅行・宿泊される際に代金を割引いた

します。 ※大阪府在住の方はご利用いただけません

県内旅行・宿泊代金から 最大５，０００円を割引／人・泊

さらに宿泊旅行では、兵庫県内のお土産店等で利用可能な

「ふるさと応援旅クーポン券」がもらえます。

宿泊旅行にはクーポン券 最大２，０００円分ついてきます。



※1  キャンペーン期間

２０２２年８月３１日（水）チェックインの宿泊までが対象です
＊期間が延長となりました

※2  割引額は一人一泊あたり最大５千円です。利用回数の制限はございません

日帰り旅行は、旅行会社を通して予約された場合のみ対象となります

※3 専らビジネス目的で複数連続して滞在する場合は割引対象外とします

※4 感染拡大状況により急遽キャンペーンが中止になる場合がございます

◆ キャンペーンに関するお問い合わせ先 ◆

・キャンペーン全体コールセンター

TEL：078-599-7752
（平日 10:00～17:00）

・ひょうごＮＡＶＩ公式サイト

https://hyogo-tourism.jp/

tel:078-599-7752


◆ 予約申込から旅行・宿泊の流れ ◆

① ユニトピアささやまに直接お電話またはメール等でご予約ください

ご予約いただいく際に、「ひょうごを旅しようキャンペーン」を利用する旨を

お伝えください

② 割引またはクーポンについて、当施設にて「ＳＴＡＹＮＡＶＩ」を通じ

代理で登録させていただきます

③ チェックインの際に

・身分証（府県在住）とワクチン３回接種済証等の提示をお願いいたします

・代理登録させていただいた割引内容をご確認の上、「宿泊クーポン」に同意の

サインをお願いいたします

※証明書や同意サインが無い場合は、キャンペーンの割引等が適用できない場合がございます

また対象となる方に、「ふるさと応援クーポン券」をお渡しいたします

④ チェックアウトの際、 割引後の宿泊代金をお支払いください



◆ 割引支援対象のご宿泊のお客様へお願い ◆

割引支援を受けられる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

チェックイン時に、運転免許証などの書類を持参しフロントへご提示ください

〔本人確認に必要な書類〕

●１点で府県在住が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

健康保険証（後期高齢含む）または介護保険証 運転免許証または運転経歴証明書

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 身体（精神）障がい者手帳または療育手帳

年金手帳または年金証明 旅券（パスポート）

住民票の写し 在留カードまたは特別永住者証明書

外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限る）

●上記と合わせ、ワクチン３回接種完了等の書類をフロントへ提示ください

① ３回接種完了の方

接種済証 ＊旅行・宿泊当日時点で、３回目接種後１４日以上経過が必要

② 接種困難者、接種を希望しない方

・ＰＣＲ検査や抗原定量検査等の陰性結果 ＊宿泊日前３日前以内、診断書は不要

・同居する親等が同伴することを条件に１２歳未満は不要です



◆ 「ふるさと応援クーポン券」について ◆

ご宿泊のお客様について、既定の宿泊代金をご予約の方に「ふるさと応援クーポン

券」（紙クーポン券）をお渡しいたします

クーポン券に記載してある指定の利用期間、利用エリア・お店等にてご利用

いただき、有意義なひょうごの旅をお楽しみください

◆ユニトピアささやま内では、下記の場所にて利用可能です◆

・インフォメーション

・アスレチック受付 ・釣り堀／パターゴルフ受付

・レストラン「レイクサイド」 ・おみやげ処「丹波」

・レイクプラザフロント

※但し、宿泊代金または、宿泊を伴う旅行商品の代金には利用できません

その他、利用対象にならない商品もございます 詳しくは、予約担当までお問い合わせください



大人（中学生以上/ビジター）
夕食「ユニトピア会席」

「同ランク料理」

和室 ４名以上１室 和室 ３名１室 和室 ２名１室 和室 １名１室

洋室 ２名以上１室 洋室 １名１室 ― ―

別荘１２名～１５名利用 別荘８名～１１名利用 別荘５名～７名利用 ―

宿泊料（１泊２食付） １３，２００円 １４，３００円 １５，４００円 １６，５００円

キャンペーン割引金額 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円

お客様 お支払い金額 ８，２００円 ９，３００円 １０，４００円 １１，５００円

ふるさと応援クーポン券 １，０００円 １，０００円 ２，０００円 ２，０００円

お客様 お渡し枚数（1,000円券） １枚 １枚 ２枚 ２枚

大人（中学生以上/ビジター）
夕食「篠 山 御 膳」

「同ランク料理」

和室 ４名以上１室 和室 ３名１室 和室 ２名１室 和室 １名１室

洋室 ２名以上１室 洋室 １名１室 ― ―

別荘１２名～１５名利用 別荘８名～１１名利用 別荘５名～７名利用 ―

宿泊料（１泊２食付） １４，８５０円 １５，９５０円 １７，０５０円 １８，１５０円

キャンペーン割引金額 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円

お客様 お支払い金額 ９，８５０円 １０，９５０円 １２，０５０円 １３，１５０円

ふるさと応援クーポン券 １，０００円 ２，０００円 ２，０００円 ２，０００円

お客様 お渡し枚数（1,000円券） １枚 ２枚 ２枚 ２枚

大人（中学生以上/ビジター）
夕食「青 山 御 膳」

「同ランク料理」

和室 ４名以上１室 和室 ３名１室 和室 ２名１室 和室 １名１室

洋室 ２名以上１室 洋室 １名１室 ― ―

別荘１２名～１５名利用 別荘８名～１１名利用 別荘５名～７名利用 ―

宿泊料（１泊２食付） １６，５００円 １７，６００円 １８，７００円 １９，８００円

キャンペーン割引金額 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円

お客様 お支払い金額 １１，５００円 １２，６００円 １３，７００円 １４，８００円

ふるさと応援クーポン券 ２，０００円 ２，０００円 ２，０００円 ２，０００円

お客様 お渡し枚数（1,000円券） ２枚 ２枚 ２枚 ２枚

◆ビジター様◆ 「ひょうごを旅しようキャンペーン」割引表（一人当り基本料金）



大人（中学生以上/メンバー）
夕食「ユニトピア会席」

「同ランク料理」

和室 ４名以上１室 和室 ３名１室 和室 ２名１室 和室 １名１室

洋室 ２名以上１室 洋室 １名１室 ― ―

別荘１２名～１５名利用 別荘８名～１１名利用 別荘５名～７名利用 ―

宿泊料（１泊２食付） ９，９００円 １１，０００円 １２，１００円 １３，２００円

キャンペーン割引金額 ▲４，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円

お客様 お支払い金額 ５，９００円 ６，０００円 ７，１００円 ８，２００円

ふるさと応援クーポン券 対象外 １，０００円 １，０００円 １，０００円

お客様 お渡し枚数（1,000円券） ０枚 １枚 １枚 １枚

大人（中学生以上/メンバー）
夕食「篠 山 御 膳」

「同ランク料理」

和室 ４名以上１室 和室 ３名１室 和室 ２名１室 和室 １名１室

洋室 ２名以上１室 洋室 １名１室 ― ―

別荘１２名～１５名利用 別荘８名～１１名利用 別荘５名～７名利用 ―

宿泊料（１泊２食付） １１，５５０円 １２，６５０円 １３，７５０円 １４，８５０円

キャンペーン割引金額 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円

お客様 お支払い金額 ６，５５０円 ７，６５０円 ８，７５０円 ９，８５０円

ふるさと応援クーポン券 １，０００円 １，０００円 １，０００円 １，０００円

お客様 お渡し枚数（1,000円券） １枚 １枚 １枚 １枚

大人（中学生以上/メンバー）
夕食「青 山 御 膳」

「同ランク料理」

和室 ４名以上１室 和室 ３名１室 和室 ２名１室 和室 １名１室

洋室 ２名以上１室 洋室 １名１室 ― ―

別荘１２名～１５名利用 別荘８名～１１名利用 別荘５名～７名利用 ―

宿泊料（１泊２食付） １３，２００円 １４，３００円 １５，４００円 １６，５００円

キャンペーン割引金額 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円 ▲５，０００円

お客様 お支払い金額 ８，２００円 ９，３００円 １０，４００円 １１，５００円

ふるさと応援クーポン券 １，０００円 １，０００円 ２，０００円 ２，０００円

お客様 お渡し枚数（1,000円券） １枚 １枚 ２枚 ２枚

◆メンバー様（PGU組合員・法人契約団体会員）◆「ひょうごを旅しようキャンペーン」割引表（一人当り基本料金）



小人（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

キャンペーン割引金額 ▲３，０００円 ▲４，０００円

お客様 お支払い金額 ４，７００円 ４，８００円

ふるさと応援クーポン券 対象外 対象外

お客様 お渡し枚数（1,000円券） ０枚 ０枚

小人（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

キャンペーン割引金額 ▲２，０００円 ▲３，０００円

お客様 お支払い金額 ３，５００円 ３，６００円

ふるさと応援クーポン券 対象外 対象外

お客様 お渡し枚数（1,000円券） ０枚 ０枚

◆小人（５歳～小学6年）用◆ 「ひょうごを旅しようキャンペーン」割引表（一人当り基本料金）

※ その他の宿泊プラン（平日の利用料金や麻雀宿泊パックなど）も適用されます。詳しくは、予約担当までお問い合わせください。

〈旅行例〉１泊２日、ビジター・土曜泊４名様（大人２名：ユニトピア会席、小人２名：子供食）和室宿泊の場合

１泊２食付 大人＠１３，２００円 ×２名 ＝２６，４００円
小人 ＠７，７００円 ×２名 ＝１５，４００円

宿 泊 代 金 合 計 ４１，８００円
キャンペーン割引金額（お一人様5,000円割引×４名） ▲２０，０００円

お客様 お支払い金額 ２１，８００円
ふるさと応援クーポン券 （1,000円分×4名） ＝ ４枚（4,000円分）

２Ｓ（6帖タイプ）
１名利用

Ｓ（7帖タイプ）
１名利用

Ｍ（12帖タイプ）
１名利用

宿泊料（１泊） ４，４００円 ５，５００円 ７，７００円

キャンペーン割引金額 ▲２，０００円 ▲２，０００円 ▲３，０００円

お客様 お支払い金額 ２，４００円 ３，５００円 ４，７００円

ふるさと応援クーポン券 対象外 対象外 対象外

お客様 お渡し枚数
（1,000円券） ０枚 ０枚 ０枚

Ｌ（23帖タイプ）
1名利用

Ｌ（23帖タイプ）
2名利用

Ｌ（23帖タイプ）
3名利用

Ｌ（23帖タイプ）
4名利用

１６，５００円 ８，２５０円 ５，５００円 ４，１２５円

▲５，０００円 ▲４，０００円 ▲２，０００円 ▲２，０００円

１１，５００円 ４，２５０円 ３，５００円 ２，１２５円

２，０００円 対象外 対象外 対象外

２枚 ０枚 ０枚 ０枚

◆キャンプ場用◆「ひょうごを旅しようキャンペーン」割引表（一人当り基本料金）※下記以外の利用人数の場合は割引対象外
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