都道府県別 旅行商品等補助事業の取り組みについて（2021年2月9日時点・日本観光振興協会調べ）
都道府県名 名称

対象

北海道

道内旅行割引（どうみん割）
りとうぷらす

北海道
（釧路市）

＃トク旅くしろプレゼントキャンペー
宿泊施設
ン

参加施設募集期間 利用期間

道内宿泊施設、旅行会社・
OTA、観光協会、観光施設

～令和3年3月7日
(※利用停止中）

補助内容

URL

最大12,000円割引、宿
泊施設、アウトドア体 https://doumi
験等の日帰り旅行商 nwari.jp/
品

確認日
2月3日

1

2 青森県

-

宿泊者にスタンプカー
http://info94
ド配布。スタンプ数に
～令和3年2月28日
6.com/kushir
応じて特産物をプレゼ
o/tokutabi/
ント。

2月3日

https://www.
1人1泊あたり5,500円 aomori割引（5連泊まで）
shukuhaku2021.jp/

2月3日

泊まって応援、ゆったり安心
「あおもり宿泊キャンペーン」
＜青森県内居住者限定＞

県内宿泊施設（・公益社団
法人青森県観光連盟会員
・青森県旅館ホテル生活
衛生同業組合会員
・青森県民宿連合会会員
・浅虫温泉旅館組合会
員）

～令和3年3月14日

この冬は泊まってもらおう！
冬の青森ごほうびキャンペーン

県内宿泊施設（・公益社団
法人青森県観光連盟会員
・青森県旅館ホテル生活
衛生同業組合会員
・青森県民宿連合会会員
・浅虫温泉旅館組合会
員）

「あおもり宿泊キャン
ペーン」利用者1人1泊
～令和3年3月19日 あたり3,300円相当の
までに申込
県産品カタログギフト
をプレゼント（2万人泊
限定）

https://www.
aomorishukuhaku2021.jp/

2月3日

食べて泊まって
弘前応援キャンペーン
＜北東北県民限定＞

市内宿泊施設（・弘前市旅
館ホテル組合・嶽温泉旅館
組合・百沢温泉旅館組合・
湯段温泉組合・羽黒温泉
組合）
市内の登録飲食店（・弘前 観光コンベンション協会・弘
前商工会議所料飲・観光
部会・弘前料理飲食業協
同組合・鍛治町防犯協会・
弘前バル街Vol.18参加店）

令和3年2月28日ま
で延長

https://www.
hirosakikanko.or.jp/w
eb/edit.html?i
d=tabehaku

2月3日

1泊2,000円割引＋
2,000円分の飲食券

都道府県名 名称

対象

参加施設募集期間 利用期間

補助内容

URL
確認日
https://www.
pref.iwate.jp/
1宿泊施設につき一律 sangyoukoyou
2月3日
100万円
/kankou/102
9733/103101
7.html

観光宿泊施設経営継続支援交付金 県内宿泊事業者

～令和3年2月26日 交付決定後

岩手に泊まるなら地元割クーポン
秋・冬＜岩手県民限定＞

-

宿泊施設で使える
https://jimot
～令和3年3月7日
3,000円分の割引クー owari※新規応募は終了
ポン（抽選）
iwate.jp/

岩手県

県内宿泊施設

花巻市温泉宿泊施設等利用促進事
市内宿泊施設
業 （対象施設追加）

-

令和3年2月28日ま
で延長

1名4,000円以上の宿
泊で2,000円割引

https://www.
city.hanamaki.
iwate.jp/kank
o/oshirase/1
012133.html

2月3日

-

市内対象施設の利用
者
～令和3年2月28日
に花巻市物産品プレ
ゼント（抽選1,000人）

https://www.
kankohanamaki.ne.j
p/special/bus
san_campaign
/index.html

2月3日

-

宿泊1人2,000円割引
（最大3連泊）、市内加 https://tonoji
～令和3年2月28日 盟飲食店で利用でき kan.jp/event/
るクーポン券1人1,000 1001-2/
円分

2月3日

-

http://www.ci
ty.morioka.iwa
～令和3年3月7日 1名1泊につき宿泊料
te.jp/kankou/
※新規予約は終了 金を最大4,000円割引
kankouinfo/1
032874.html

2月3日

岩手県
3 （花巻市）
花巻物産応援キャンペーン

岩手県
（遠野市）

遠野市内宿泊応援クーポン

岩手県
（盛岡市）

盛岡の宿応援割 秋・冬
（東北6県・新潟県民限定）

市内宿泊施設

市内宿泊施設

市内宿泊施設

2月3日

都道府県名 名称

対象

参加施設募集期間 利用期間

県内宿泊施設

-

https://akita
1枚2,500円（5,000円分
～令和3年2月28日 の宿泊券として利用可
premium.com
能）
/inn/

2月3日

県内加盟店

-

https://akita
1シート2,800円（最大
～令和3年2月28日 4,000円分の飲食費に
premium.com
利用可能）
/restaurant/

2月3日

市内観光文化施設
市内宿泊施設

-

～令和3年2月28日

https://www.
対象施設の宿泊料金 city.kitaakita.
が半額
akita.jp/archi
ve/p11292

2月3日

-

令和3年2月28日ま
で延長

http://akitay
1人あたり最大5,000円 uzawa.jp/eve
を割引
nt/20200630.
html

2月3日

新・県民泊まって応援キャンペーン 県内宿泊施設

-

https://yama
1万円以上の宿泊プラ gata～令和3年3月31日
ンで5,000円割引
ouen.com/ne
w.html

2月3日

県民泊まって元気キャンペーン

-

令和3年3月31日ま
で延長

1人最大5,000円の割
引

https://yama
gatagenki.net/

2月3日

-

令和3年3月31日ま
1人7,700円以上の宿
で延長
泊に対し、一律5,000
（※2月7日まで新規
円補助
予約一時停止）

https://www.
tif.ne.jp/fukuy
ado/

2月3日

秋田県プレミアム宿泊券

補助内容

URL

確認日

秋田県

秋田県プレミアム飲食券

4
行っ得！泊まっ得！
秋田県
冬もまたまた宿泊半額、北秋田
（北秋田市） 市！
＜秋田県民限定＞

秋田県
（湯沢市）

「Stay.ゆざわ（ステイドッとゆざわ）」
市内宿泊施設
湯沢に泊まろうキャンペーン

5 山形県

6 福島県

県内宿泊施設

福島県宿泊割引（福島県観光周辺
県内宿泊施設
宿泊支援対策事業）

都道府県名 名称

茨城県デリバリー推進支援事業

対象

参加施設募集期間 利用期間

URL
確認日
https://www.
・ＩＴ等の精通したアド pref.ibaraki.jp
バイザー等の派遣
/shokorodo/c
・デリバリー事業に使 husho/shogy
2月3日
用するホームページ o/saや決済システムの整 bisu/docume
備に対する補助
nts/20200519
.html

市町村及び商工会・商工会
議所等との連携のもと、タ
クシー事業者又は運転代 行事業者、飲食店及び小
売店

～令和3年3月ごろ

県内宿泊施設

1人1泊あたり 1万円
以上の場合5,000円割
引、
～令和3年3月14日
6,000 円以上 1万円未
満の場合3,000円割
引。

7 茨城県

茨城県宿泊促進事業第2弾
「めざせ日本一」割

補助内容

-

https://www.
kntkt.co.jp/ec/ib
araki_sokushi
n/ippan.html

2月3日

8 栃木県

とちぎ教育旅行等需要回復準備事
旅行会社
業

申請受付（該当旅
観光のための周遊に
https://www.
行出発日の10日前
使用する貸切バス1台
～令和3年3月30日
tochigiji.or.jp/
まで)（※受付を一
に対し60,000円（税込）
kankojigyo/
時停止中）
の助成

2月3日

9 群馬県

群馬県民限定
「旅なかのじょう 如月キャンペー
ン」

-

https://nakan
ojokanko.jp/kisar
agi-cp/

2月3日

対象施設へ宿泊で次
回以降使用できる宿 https://niigat
～令和3年2月28日 泊クーポン10,000円分 aプレゼント（抽選で2万 futatabi.com/
人）

2月3日

10 新潟県

つなぐ、にいがた。再旅キャンペー
ン

県内吾妻エリア宿泊施設

JATA,ANTA会員旅行会社 -

令和3年3月30日ま
で延長

宿泊4,000円割引+商
品券1,000円・農産物
引換券1,000円付与

都道府県名 名称

対象

参加施設募集期間 利用期間

補助内容

URL

確認日

-

1万円以上、2名以上
～令和3年2月28日 の宿泊利用で、5,000 https://www.
（※2月7日まで県外 円相当の商品を受け gototoyama.c
旅行者は除外）
取れる（※応募用紙必 om/
要）

2月3日

市内宿泊施設

-

https://www.
1人1泊あたり1,000円
city.takaoka.t
割引
～令和3年3月31日
oyama.jp/kan
※1万円未満の宿泊プ
kou/syukuhak
ラン限定
uouen.html

2月3日

Go To いしかわ 特産品プレゼン
県内宿泊施設
トキャンペーン

-

～令和3年3月20日
(予定)
（※2月7日まで利用
停止）

「Go To トラベルキャン
ペーン」利用宿泊者を https://goto対象に県特産品プレ ishikawa.jp/
ゼント（抽選）

2月3日

-

～令和3年3月30日 対象の宿泊プラン利
（※2月7日までは石 用で、1人最大2万円
川県民限定）
割引

https://www.
kanazawakankoukyouka
i.or.jp/article/
detail_134.ht
ml

2月3日

2月3日

富山県

冬のウェルカム富山県キャンペーン 県内宿泊施設

富山県
（高岡市）

高岡に泊まろう！宿泊応援キャン
ペーン（第3弾）
（富山県内在住者対象）

11

石川県
五感にごちそう
金沢宿泊キャンペーン

12

石川県
（白山市）

13 福井県

金沢市内宿泊施設

いいとこ白山 宿泊応援割引
白山市民（白山市在住者）限定

白山市観光連盟加盟の白
山市内宿泊施設

http://www.u
国の事業「Go To ト
rara1人1泊6,000円以上で
ラベルキャンペー
hakusanbito.c
2,000円割引
ン」終了まで
om/topic/vie
w/235

ふくいdeお得キャンペーン
GoToトラベル上乗せ割引
（福井県民対象）

県内の宿泊施設（旅館、ホ
テル、民宿）

令和3年3月30日ま
で延長

「GoToトラベル」で国
が発行する「地域共通
クーポン」と同額を割
引（1人1泊あたり最大
6,000円）

https://www.f
ukue.com/otokuc
ampaign/#Ot
okuBlock

2月3日

都道府県名 名称

14 山梨県

対象

参加施設募集期間 利用期間

補助内容

10,000円以上の宿泊：
5,000円または2,500円
（一時停止中）※事
割引
業期間の延長予定
5,000円以上 10,000円
未満：2,500円割引

URL

確認日

https://yama
nashisyukuhakuwar
i.com/

2月3日

10,000円以上の宿泊：
5,000円割引、
https://chiisa
6,000円以上10,000円 naoyado未満の宿泊：3,000円 nagano.com/
割引

2月3日

https://www.
pref.nagano.lg.
jp/kankoshin/
happyou/200
515.html

2月3日

2月3日

やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り

やまなしグリーン・ゾーン認
証の宿泊施設

ディスカバー信州
小さなお宿応援割

客室数10室未満で、旅行
会社・OTAを通じた予約を
受け付けていない宿泊施
設

～令和3年3月1日
（一時停止中）

地域支え合い観光緊急事業
（観光振興地域協働事業）

長野県内のDMO、観光協
会、観光連盟、旅館組合、
締切済み
商工団体、その他観光推
進団体

支援金上限額 500万
～令和3年2月28日
円

15 長野県

岐阜県
（飛騨市）

飛騨市近隣地域宿泊応援事業
宿泊キャンペーン（岐阜、愛知、三
重、富山、石川県在住者を代表とし 市内宿泊施設
て宿泊する場合、市内開催の合宿
等に限る）

-

https://www.
～令和3年2月28日
1人1泊あたり2,000円 hida（※2月7日まで飛騨
割引（市民は3,000円 kankou.jp/pro
市民のみの利用に
割引）
duct/78/artic
限り補助）
le/

岐阜県
（白川村）

白川郷宿泊割引キャンペーン
50％割引でお得に泊まろう！

-

令和3年2月14日ま
で延長

https://shirak
白川郷観光協会サイ
awaトからの予約限定1人1
go.gr.jp/camp
泊最大5,000円割引
aign_2020/

2月3日

-

https://izuno
tabi.com/100
00-person宿泊代が1人1泊最大
～令和3年3月30日
accommodati
5,000円割引
oncampaign-inizunokuni/

2月3日

16

17 静岡県

いずのくに1万人宿泊キャンペーン

宿泊施設、観光施設等

市内対象宿泊施設

都道府県名 名称

18 愛知県

LOVEあいちキャンペーン【第2弾】

対象

参加施設募集期間 利用期間

補助内容

URL

確認日

宿泊施設、観光施設等

-

https://www.
～令和3年2月28日 県内発着の旅行商品
aichi（※2月7日まで割引 に対し半額（上限1万
now.jp/loveai
対象外）
円）を助成
chi/

2月3日

2月3日

みえ得トラベルクーポン【第4弾】

宿泊施設、体験施設

-

https://www.
～令和3年2月28日
宿泊代が1人1泊最大 pref.mie.lg.jp/
※クーポン配布終了
5,000円割引
TOPICS/m00
（次回未定）
32300093.htm

県内体験施設利用促進事業
「ULTRA SALE！三重の遊び体験
ぜーんぶっ半額 ～あれもこれも遊
んじゃえ～」

県内施設、体験施設

-

～令和3年3月30日

県内の自然体験や文
https://www.
化体験等の体験プロ
asoview.com/
グラムが半額で利用
note/2579/
可

2月3日

-

～令和3年3月7日

宿泊補助：平日4,000
円、休前日1,000円の
割引。更に飲食・体
験・買い物に使用可能
な5,000円分のクーポ
ン提供

https://www.
biwakovisitors.jp/enj
oyathome/imak
oso/

2月3日

-

～令和3年3月20日
（※3月7日まで東京
都、埼玉県、千葉
県、神奈川県、大阪
https://www.
府、兵庫県、京都
旅行券額面5,000円分 kyotango.gr.jp
府、愛知県、岐阜
を2,500円で販売
/furusato県、福岡県、栃木県
winter/
居住者の利用停止）
（※利用期間の延長
を検討中）

2月3日

-

https://www.
～令和3年3月31日
hyogo（※2月7日まで新規 1人1泊あたり2,000円 tourism.jp/as
予約に対する割引 割引
sistance/bus
は対象外）
/hyogo_snow
03/

2月3日

19 三重県

20 滋賀県

21

県内宿泊施設

京都府
京丹後ふるさと旅行券キャンペーン
対象宿泊施設
（京丹後市） ～冬旅～

兵庫県

22

宿泊キャンペーン
「今こそ滋賀を旅しよう！第2弾」

スキー場周辺地域宿泊割引支援事
県内対象宿泊施設
業

都道府県名 名称

対象

参加施設募集期間 利用期間

兵庫県
（姫路市、市 「思わず行きたくなる中はりま」
川町、福崎 宿泊補助事業
町、神河町）

旅行会社

https://web.p
ツアー参加者1人あた
ref.hyogo.lg.jp
～令和3年2月26日 ～令和3年3月30日 り2,000円（1営業所あ
/chk12/r2hoj
たり上限400,000円）
yokinn.html

2月3日

-

https://www.
city.ako.lg.jp/
1人1泊あたり2,500円
～令和3年2月28日
documents/0
割引
925kankou.pd
f

2月3日

-

～令和3年3月31日

宿泊及び食事券1万円
分を5,000円で抽選販 https://staya
売(1人最大4枚まで申 tkobe.com/
込可能)

2月3日

-

https://www.
wakayamakanko.or.jp/fe
宿泊施設の利用者に
～令和3年2月28日
atures/rechar
賞品プレゼント（抽選）
gewakayama/cp
2/

2月3日

2月3日

補助内容

URL

確認日

22
兵庫県
（赤穂市）

Welcome to AKO キャンペーン
【第3弾】

兵庫県
（神戸市）

神戸市内在住者限定
STAY at KOBE～神戸に泊まって応 宿泊施設、飲食店等
援キャンペーン～

23 和歌山県

「蘇りの地、わかやま」
宿泊得々キャンペーン

市内宿泊施設

県内宿泊施設

鳥取県
（倉吉市）

倉吉市【宿泊・日帰り】割引

市内宿泊施設

-

https://www.
利用代金の50％割引
～令和3年3月15日
kurayoshi【日帰り】上限額2,000
※予算額に達し次
kankou.jp/syu
円
第終了
kuhaku【宿泊】上限額3,000円
higaeri/

鳥取県
（鳥取市）

「きてみんさい鳥取」食事割引

市内13宿泊施設

-

1人あたり食事代金の http://www.t
～令和3年2月28日 半額割引（最大1,000 orican.jp/otok
円）
u-campaign

2月3日

しまねプレミアム宿泊券

県内飲食店、宿泊施設

-

令和3年2月28日ま
で延長（※販売終
了）

2月9日

24

25 島根県

https://www.
「宿泊券」額面5,000円
yourshimane.j
（3,000円で購入可能）
p/

都道府県名 名称

対象

参加施設募集期間 利用期間

岡山県
瀬戸内市プレミアム付き
（瀬戸内市） 電子旅行商品券

市内宿泊施設、飲食店等

-

URL
確認日
http://www.ci
ty.setouchi.lg.
jp/kurashi/so
額面5,000円（4,000円 shiki/bunkaka
で購入可能）及び額面 nkobu/bunka
～ 令和3年2月28日
2月9日
10,000円（8,000円で購 kankoka/kank
入可能）
oshinko/kank
oushinkou/16
00332430573.
html

岡山県
（倉敷市）

ぼっけぇお得な「倉敷みらい旅」
【第2弾】

市内宿泊施設、観光施設
等

-

https://www.
～令和4年3月31日
販売価格の40％以上 kurashiki（※販売期間：令和3
お得なプラン
tabi.jp/campa
年2月28日まで）
ign/miraitabi/

2月9日

広島県

広島県飲食店支援プレミアムチケッ
県内飲食店
ト事業「ひろしま好きじゃ券」

-

令和3年3月31日ま
で延長

https://www.
hiroshimasukijaken.com
/application/

2月9日

広島県
（広島市）

まるごと広島再発見！プロジェクト
広島市プレミアム付宿泊券【第2
弾】

26

広島市内の取扱宿泊施設 -

27

6,250円分の飲食券
（販売額：5,000円）
（県の補助金25％）

10,000円宿泊券（販売
https://hiros
～令和3年2月28日 額5,000円）、5,000円
hima-city（※完売）
宿泊券（販売額2,500
premium.jp/
円）

2月9日

A．1人1泊 1万円以
上：5,000円割引
B．1人1泊 6千円以上
https://imako
1万円未満：3,000円割
so.jp/discove
引
r/shimin/
C．1人1泊 6千円未
満：宿泊費の半額割
引

2月9日

広島県
今こそ、市内に泊まろう！
（廿日市市） ～市内宿泊キャンペーン～

市内宿泊施設

-

令和3年2月28日ま
で延長
（※予約受付は終
了）

広島県
今こそ、貸切バスで行こう！
（廿日市市） 貸切バス利用割引キャンペーン

市内の交通事業者

-

～令和3年3月31日

https://imako
利用料金の50％割引
so.jp/2020/0
（10万円上限）
8/04/1201/

2月9日

-

https://kanko
市内宿泊施設利用者 ～令和3年2月20日 に市内で使える2,000 shunan.com/
円分クーポン券を提供 publics/index
/180/

2月9日

山口県
（周南市）
28

補助内容

泊まって応援！周南お楽しみクーポ
市内宿泊施設
ン

28

都道府県名 名称

山口県
（萩市）

対象

がんばろう萩！地域経済活性化支
援対策「萩市民限定」特別宿泊プラ 市内宿泊施設
ン

参加施設募集期間 利用期間

-

令和3年3月31日ま
で延長

補助内容
A．1泊2食付きプラン
⇒ 5,000円割引
B．1泊1食付きプラン
⇒ 4,000円割引
C．素泊まりプラン
⇒ 3,000円割引
（全て1人1泊につき）

徳島で得するケン

県内登録施設・店舗

随時

「冬のとくしま応援割」
5,000円以上の宿泊利
～令和3年2月28日
用で5,000円分クーポ
ン券提供

冬のとくしま応援割

市内宿泊施設

-

～令和3年2月28日

URL

確認日

https://www.
hagishi.com/p
ost-7089/

2月9日

https://www.
awanavi.jp/to
pics/ouenwar
i-otoku.html

2月9日

https://www.
awanavi.jp/to
pics/ouenwar
i-fuyu.html

2月9日

29 徳島県

30 香川県

うどん県 泊まってかがわ割

県内宿泊施設

-

31 愛媛県

県内宿泊割引キャンペーン

県内対象宿泊施設

-

1人1泊につき上限
5,000円割引

1人1泊あたり
3,000～5,999円：1,500
円割引
※一時停止中
6,000～9,999円：3,000 https://www.
（実施期間を延長予 円 割引
kagawa定）
10,000～13,999円：
wari.com/
5,000円割引
14,000円以上：7,000円
割引
https://iyone
t.com/%e7%9c
%8c%e5%86%8
5%e5%ae%bf%e
6%b3%8a%e5%
89%b2%e5%bc
%95%e3%82%a
d%e3%83%a3%
1人1泊につき5,000円 e3%83%b3%e3
～令和3年3月31日
割引
%83%9a%e3%8
3%bc%e3%83%
b3%ef%bc%88%
e6%84%9b%e5
%aa%9b%e7%9
c%8c%e6%b0%
91%e5%90%91
%e3%81%91%ef
%bc%8910-

2月9日

2月9日

都道府県名 名称

32 高知県

対象

「高知観光リカバリーキャンペーン」
県内宿泊施設
交通費用助成事業

補助内容

URL

県内宿泊を伴う旅行
代金のうち、交通費用
に対し一旅行あたり1
人（台）上限5,000円助
成（交通費用5,000円
未満の場合、実費）

確認日

-

令和3年6月30日ま
で延長
※一時停止中

https://kochi
experience.jp
/recovery/

2月9日

2月9日

宿泊クーポン3,000円
https://www.
と飲食・観光等クーポ
saseboン3,000円分を1,000円
asobo.com/
で販売

2月9日

佐賀OPEN-AIR割キャンペーン

県内対象施設

-

https://saga.
visit屋外型観光施設の料
～令和3年2月28日
town.com/ge
金を最大半額割引
nre/openair/

長崎県
思い立ったら佐世保に泊まって
（佐世保市） 遊ぼうキャンペーン

県内宿泊施設

-

令和3年3月14日ま
で延長

-

宿泊費（他補助金差
～令和3年2月28日 引後）の半額（最大
※一時停止中
5,000円）＋1,000円
クーポン券

https://www.
city.minamishi
mabara.lg.jp/p
age8636.html

2月9日

-

～令和3年2月28日 宿泊1回に3,000円の
（クーポン配布終了） クーポン券

https://www.
eoomura.jp/ne
ws/%e7%b5%8
2%e3%80%80%
e4%ba%86/20
2008173509.html

2月9日

-

https://kuma
moto額面6,500円のクーポ
～令和3年2月28日
icb.or.jp/archi
ン（5,000円で販売）
ve/news/hon
nokimochi/

2月9日

33 佐賀県

長崎県
南島原市誘客プロジェクト宿泊キャ
市内宿泊施設
34 （南島原市） ンペーン【第2弾】

長崎県
（大村市）

35

参加施設募集期間 利用期間

熊本県
（熊本市）

泊まってお得！
「大村に来てみんね！キャンペー
ン」

ほんの気持ちです券

市内宿泊施設

加盟施設

都道府県名 名称

36

大分県
（別府市）

37 宮崎県

湯ごもりエール泊別府鬼割プラン

対象

温泉施設

みやざき県民「旅して応援！」キャン
ペーン
旅行会社
県民向け県内日帰りバスツアー

38 鹿児島県

今こそ鹿児島の旅事業
(県民向けプレミアム付き宿泊券)

39 沖縄県

県内宿泊施設緊急支援プロジェクト
県内宿泊事業者
「同居家族でStay Hotel」

県内宿泊施設

参加施設募集期間 利用期間

補助内容

URL

確認日

https://www.
city.beppu.oit
a.jp/seikatu/k
enkou_iryou/k
ansensyou_na
nbyoutou/cor
ona_yellhaku0
2.html

2月9日

令和2年2月26日ま
で延長

https://www.
kanko5,000円以上の旅行商
miyazaki.jp/in
品に対し、1人あたり
fomation/202
最大2,500円割引
0/kennminhig
aeribasu.html

2月9日

-

令和3年3月31日ま
で延長

5,000円の宿泊券（販
売額2,500円）

https://www.
pref.kagoshim
a.jp/af08/ima
kosokagoshim
anotabipuremiam.htm
l

2月9日

-

～令和2年2月28日

https://www.
1泊2食付商品に対し1
ocvb.or.jp/top
人5,000円定額補助
ics/3261

2月9日

-

-

～令和3年3月31日 施設による

