
都道府県別　旅行商品等補助事業の取り組みについて（6月29日時点・日本観光振興協会調べ）

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 北海道 道内旅行割引（どうみん割）
道内宿泊施設、旅行会社・
OTA、観光協会、観光施設

～7月16日
令和3年1月31日ま
での利用分

最大半額（上限1万
円）　宿泊施設、アウト
ドア体験等の日帰り旅
行商品

http://www.p
ref.hokkaido.lg
.jp/kz/kkd/do
uminwari-
toiawasesaki.
htm

6月22日

2 青森県
「宿泊施設応援！県内大規模宿
泊モニターキャンペーン」

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）

第一回：5月22日～
6月19日
第二回：6月19日～
7月上旬(予定)

令和2年7月23日（想
定） ～令和3年3月
12日

客室数 10 室以上の
施設 ：500,000 円（税
抜）募集人数50人
客室数 10 室未満の
施設：200,000 円（税
抜） 募集人数20人
割引額はいずれも一
人泊あたり5000円

http://www.a
omori-
kanko.or.jp/a
nnouncement
/005.html

6月22日

3 岩手県
観光宿泊施設緊急対策事業費
補助金（前売り応援宿泊券販売
支援補助）

宿泊事業者 5月14日～8月31日 交付決定後

補助対象経費の合計
額。ただし１宿泊事業
者につき上限額 10 万
円

https://www.
pref.iwate.jp/
sangyoukoyou
/kankou/102
9733/102908
7.html

6月22日

4 秋田県
秋田県プレミアム宿泊券・飲食券
（飲食券は情報未確認）

県内宿泊施設 6月3日～7月31日
令和2年6月15日～
令和3年2月28日ま
で（予定）

宿泊：一人5,000円の
宿泊に利用可能
飲食：一人最大4,000
円の飲食に利用可能

https://akita-
premium.com
/

6月22日

5 山形県
「県民県内お出かけキャンペー
ン」、「県民泊まって応援キャン
ペーン」

県内観光立寄り施設
宿泊施設

～5月18日
～6月10日

クーポン発行から6
か月等

1万円以上の宿泊プラ
ンで5千円割引クーポ
ン、2千円のクーポンを
千円で販売（立寄施設
等で利用可）

https://yama
gata-
ouen.com/

6月22日

6 福島県 福島県民限定宿泊割引 県内宿泊施設 -
令和2年7月10日ま
で

宿泊施設1名当たり
7,000円（税抜）
以上の宿泊に対し、
5,000円を補助

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

6月22日
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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

茨城県デリバリー推進支援事業

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

5月19日～6月19日
5月下旬～令和3年3
月ごろ

・ＩＴ等の精通したアド
バイザー等の派遣
・デリバリー事業に使
用するホームページや
決済システムの整備
に対する補助

https://www.
pref.ibaraki.jp
/shokorodo/c
husho/shogy
o/sa-
bisu/docume
nts/20200519
.html

6月22日

令和 2 年度茨城県宿泊促進事
業

県内宿泊施設 - -

宿泊代金が 1人泊当
たり 1万円以上の場合
1 人泊当たり 5千円。
宿泊代金が１人泊当
たり 6千 円以上 1万
円未満の場合
1人泊当たり3千円

https://www.
pref.ibaraki.jp
/eigyo/kanko
/senden/202
00604.html

6月22日

8 栃木県
とちぎ教育旅行等需要回復準備
事業

旅行会社
該当旅行出発日の
10日前まで

令和2年9月1日～令
和3年3月30日

観光のための周遊に
使用する貸切バス1台
に対し60,000円（税込）
の助成

https://www.
tochigiji.or.jp/
kankojigyo/

6月22日

9 群馬県
愛郷ぐんまプロジェクト
「泊まって！応援キャンペーン」

県内宿泊施設 -
令和2年6月5日～7
月31日

１人1泊あたり5,000円

https://gunm
a-
dc.net/featur
ecat/aikyoug
unma/

6月22日

10 新潟県
「つなぐ、にいがた。」県民宿泊
キャンペーン

JATA,ANTA会員旅行会社 -
令和２年６月１日～
令和２年７月３１日

1人当たり10,000円以
上の宿泊に対し、最大
5,000円の割引

https://www.
pref.niigata.lg.j
p/sec/kankok
ikaku/138492
75483.html

6月22日

7 茨城県
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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

「地元に泊まろう！県民割引キャ
ンペーン」

県内宿泊施設 6月14日まで
令和2年7月31日ま
で

金額により5千円～1
万5千円割引

http://www.p
ref.toyama.jp/
cms_sec/140
1/kj00022145
.html

6月22日

「観光交通スーパーチケットキャ
ンペーン」
（富山県内在住者対象）

県内公共交通機関 -
令和2年10月31日
（土）まで

県内交通事業者が現
在発売している周遊
きっぷや観光列車の
乗車券を、通常の発
売額から５割引で購入
できるキャンペーン

http://www.p
ref.toyama.jp/
cms_sec/140
3/kj00022188
.html

6月25日

富山県
（高岡市）

高岡に泊まろう！宿泊応援キャ
ンペーン
（富山県内在住者対象）

市内宿泊施設 -
令和２年７月１日～
７月３１日

１人あたり1,000円（１
泊）
※１万円未満の宿泊
プランに限ります。

https://www.
city.takaoka.t
oyama.jp/kan
kou/syukuhak
uouen.html

6月25日

石川県 泊まって応援！県民限定宿泊割 旅行会社 -
令和2年6月27日～7
月31日

30,000円以上：15,000
円割引	
20,000円以上30,000円
未満：10,000円割引
10,000円以上20,000円
未満：5,000円割引

https://www.
pref.ishikawa.l
g.jp/kankou/s
yukuhakuwari_
2020.html

6月25日

石川県
（白山市）

いいとこ白山　宿泊応援割引
（石川県内居住者対象）

白山市観光連盟加盟の白
山市内宿泊施設

-

令和2年6月19日(金)
～8月30日(日)宿泊
分(予定)
※国の事業「Go To
Travelキャンペーン」
開始まで

石川県の「泊まって応
援！宿泊割」対象外と
なる1泊10,000円未満
の白山市のお宿
（6,000円以上）に宿泊
の場合、白山市が
2,000円割引

http://www.u
rara-
hakusanbito.c
om/topic/vie
w/233

6月25日

富山県
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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

福井県 ふくいdeお泊りキャンペーン
県内の宿泊施設（旅館、ホ
テル、民宿）

6月12～17日 令和2年7～8月

料金の半額を割引（上
限1万5千円）
県北部の人が県南
部、県南部の人が県
北部で宿泊すると更に
2,000円割引

http://www.f
uku-
e.com/920_fo
r_lodging-
facility/

6月22日

福井県
（あわら市）

県民宿泊キャンペーン
（福井県民対象）

市内宿泊施設 -
令和2年7月1日から
令和2年8月31日

1人あたり2,000円を助
成（小学生以上、1泊
分のみ）

http://www.ci
ty.awara.lg.jp/
mokuteki/ind
ustry/kanko/
konkojouhou/
p011308.html

6月25日

福井県
（越前町）

【ウェルカム越前町】プレミアム宿
泊券「カーニバルクーポン」

越前町観光連盟加盟の宿
泊施設

-

令和2年7月1日～10
月31日（7月1日販売
開始・売切れ次第終
了）

福井県越前町内の宿
泊施設でご利用いた
だける、お得な宿泊券
（10,000円分の旅行
クーポン券を6,000円
で発売）

https://www.
town-
echizen.jp/fre
e/?id=29

6月25日
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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

長野県民向け長野県ふっこう割
事業

旅行会社
5月19日から6月9
日まで

令和2年6月1日から
7月1日

1名1泊につき最大
5,000円割引

https://www.f
ukkouwari-
nagano.com/

6月22日

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、
商工団体、その他観光推
進団体

締切済み
令和3年2月28日ま
で

支援金上限額 500万
円

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

6月22日

宿泊延期促進クーポン券 県内宿泊施設 -
対象宿泊期間は5月
16日から5月31日

1人1泊当たり3,000円
分の宿泊クーポン券

https://www.
pref.nagano.lg.
jp/kankoshin/
shukuhaku_co
upon.html

6月22日
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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

岐阜県
（飛騨市）

飛騨市あんしんの宿 県内宿泊施設 -
令和２年６月１日～
９月３０日

お一人様1泊3千円の
割引

https://www.
city.hida.gifu.j
p/site/corona
/kenminplan.h

6月22日

岐阜県
（郡上市）

【郡上市民限定】市内の宿に泊ま
ろうキャンペーン

市内観光協会員の宿泊施
設

-

令和2年3月30日
（月）～令和2年9月
30日（水）
※上限に達し次第
キャンペーン終了

1泊2食付き5,000円助
成
1泊1食付き4,000円助
成
素泊まり3,000円助成

https://www.
city.gujo.gifu.j
p/admin/info
/post-
975.html

6月25日

岐阜県
（高山市）

市民向け市内宿泊施設利用割
引
（高山市民対象）

市内宿泊施設 -

令和2年7月1日～9
月30日
※予算上限に達し
次第終了

宿泊施設が提供する
市民向け特別プランを
利用した場合、1人あ
たり5,000円または
2,000円を割引

http://www.t
akayamaryoka
n.jp/jimotoou
en/

6月25日

岐阜県
（白川村）

白川郷宿泊割引キャンペーン 宿泊施設、観光施設等 -

令和2年7月1日から
予約受付開始
※割引総額達成時
に終了

白川郷観光協会の宿
泊予約サイトからの宿
泊予約に限り、1泊１
人あたり半額（最大
5,000円）のキャンペー
ン割引価格でお部屋
を提供

http://shiraka
wa-
go.org/kanko
u_info/15517/

6月25日

16 静岡県
バイ・シズオカ～今こそ!しずお
か!!元気旅!!!～

県内宿泊施設 -

(1)宿泊予約サイト
令和2年6月16日～8
月2日
(2)県内旅行業者店
舗　令和2年6月22
日～8月31日

宿泊料金の2分の1以
内（最大5,000円／人）

http://www.p
ref.shizuoka.jp
/bunka/bk-
220/campaign
2020/imakoso
shizuoka.html

6月22日

17 愛知県
「愛知県民限定、旅行代金最大
半額補助」検討中

- - - - - 6月22日

三重県
（鳥羽市）

鳥羽市民限定特別宿泊キャン
ペーン

市内宿泊施設 -
令和2年4月1日～5
月31日
（受付終了済み）

お一人様1泊5,000円
の割引（離島の宿泊
施設は6,000円の割
引）

https://www.
tobakanko.jp/
modules/wha
tsnew/index.p
hp?p=907

6月25日
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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

三重県
（志摩市）

地元に泊まってささえあいSHIMA
しょう！志摩市民特別宿泊キャン
ペーン

市内宿泊施設 -
令和2年7月7日～9
月30日

お一人様1泊5,000円
の割引

https://www.
kanko-
shima.com/ht
ml/news_det.
php?no=5731
31173428264

6月25日

宿泊割引検討中 県内宿泊施設 -
予約開始
2020/6月末～(予定)

前払いの宿泊予約に
ついて、宿泊料金の最
大半額(1人1泊あたり
上限5,000円）

https://www.
nikkei.com/ar
ticle/DGXMZ
O59245420Y0
A510C2LKA0

6月22日

滋賀県宿泊施設感染症対策等
補助金

滋賀県内の宿泊施設の営
業許可を受け、1)または2)
の営業を実施する中小企
業者
1)旅館・ホテル営業（旅館
業法第2条第2項）
2)簡易宿所営業（旅館業法
第2条第3項）

令和2年6月1日 ～
6月30日

令和２年４月７日～
１０月３１日

上限３０万円
（補助率3/4以内）

https://www.
pref.shiga.lg.jp
/ippan/shigot
osangyou/kan
ko/312112.ht
ml

6月22日

滋賀県
（長浜市）

長浜市民観光施設利用促進キャ
ンペーン

宿泊施設、観光施設等 -
令和2年７月１日
（水）〜８月３１日
（月）

①宿泊：おひとりあた
り５、０００円の割引
②食事：おひとりあた
り３、０００円のお食事
クーポンをプレゼント
③観光：おひとりあた
り長浜浪漫パスポート
（１、０００円券）をプレ
ゼント

https://kitabi
wako.jp/post_
44764

6月24日

京都府
宿泊施設向け感染防止支援等
事業

府内宿泊施設
令和2年6月1日 ～
6月30日

- 最大40万円

https://www.
kyoto-
kankou.or.jp/
news/?id=136
0

6月22日

京都府
（京丹後市）

京丹後市民限定　泊まって応援
キャンぺーン

宿泊施設
令和2年6月25日か
ら8月31日

宿泊代金から1名につ
き3,000円を引いた額
を宿泊施設にお支払
い

https://www.
kyotango.gr.jp
/go-local/

6月24日
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20

滋賀県
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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

21 大阪府
大阪の人・関西の人いらっしゃ
い！キャンペーン

府内宿泊施設 -
令和2年6月19日 ～
7月31日

関西圏からの観光客
に対し、1人あたり
2,000円〜3,000円分の
宿泊費用をポイントで
還元

https://osaka
irasshai.weare
.osaka-
info.jp/

6月22日

兵庫県
（姫路市、市
川町、福崎
町、神河町）

「思わず行きたくなる中はりま」 旅行会社
令和2年2月21日～
令和3年2月26日

令和2年4月1日～令
和3年3月30日

ツアー参加者1人あた
り2,000円（1営業所あ
たり上限400,000円）

https://web.p
ref.hyogo.lg.jp
/chk12/r2hoj
yokinn.html

6月22日

兵庫県
（赤穂市）

Welcome to AKO キャンペーン 市内宿泊施設 -
令和2年6月19日～7
月19日

20,000円以上：10,000
円割引	
10,000円以上20,000円
未満：5,000円割引
5,000円以上10,000円
未満：2,000円割引
5,000円以下：1,000円
割引

https://ako-
kankou.jp/wel
come-
campaign/det
ail.pdf

6月22日

兵庫県
（神戸市）

STAY at KOBE～神戸に泊まって
応援キャンペーン～

宿泊施設、飲食店等 -
～2021年3月31日
(水)
（購入は締切済）

宿泊及び食事券
10,000円分を半額の
5,000円で抽選販売(お
一人様最大4枚まで申
込可能)

https://staya
tkobe.com/

6月24日
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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

和歌山県
県民リフレッシュプラン販売促進
推進事業

宿泊施設、旅行会社 6/22応募締め切り
令和2年7月上旬～9
月下旬

宿泊プラン料金の1/2
（上限10,000円）

https://www.
pref.wakayam
a.lg.jp/prefg/
062400/d002
04449.html

6月22日

和歌山県
（和歌山市）

和歌山市宿泊促進事業
「和歌山市未来の宿泊・日帰りプラ
ン」

市内宿泊施設
令和２年５月２２日
～

令和２年６月１日～
令和3年１月３１日

利用者１人当たりのプ
ラン料金の1/2または
平時の料金との差額
の いずれか少ない額
（最大2,000円）

http://www.ci
ty.wakayama.
wakayama.jp/
1027184/102
9288/shukuh
akusokushin.h

6月22日

鳥取県 #WeLove鳥取キャンペーン 県内宿泊施設、観光施設 -
令和２年６月６日～
６月30日（第二弾）

費用の２分の１（上限
3000円）割引

https://www.
pref.tottori.lg.j
p/291962.htm

6月22日

鳥取県
（倉吉市）

倉吉宿泊施設応援プラン 市内宿泊施設 - -
利用代金の50％割
引。上限額3,000円。

https://www.
kurayoshi-
kankou.jp/syu
kuhaku-
higaeri/

6月26日

鳥取県
（米子市）

「宿泊施設応援！市民割引キャ
ンペーン」

市内宿泊施設 -
 令和2年6月16日か
ら市の予算終了まで

利用代金の50％割
引。上限額5,000円。

https://www.
city.yonago.lg.
jp/29791.htm

6月26日

25 島根県
プレミアム付き「飲食券」「宿泊
券」

県内飲食店、宿泊施設 -
令和2年7月下旬～
11月末

「飲食券」発行
県内のレストランや食
堂、居酒屋などで使え
る。額面：6,000円　/
購入：4,000円
「宿泊券」発行
県内宿泊施設で利用
できる。額面：5,000円
/　購入：3,000円

https://torise
tsu-
shimane.com/
shimane-
premium-
2020/

6月22日
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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

岡山県
（瀬戸内市）

瀬戸内市宿泊応援キャンペーン 市内宿泊施設
第1弾終了
第2弾に向け準備
中

令和2年6月19日～
令和2年8月31日

宿泊費（対象プラン）
の半額（最大10,000
円）

http://www.ci
ty.setouchi.lg.j
p/journey/ne
ws/15910070
47782.html

6月22日

岡山県
（倉敷市）

ぼっけぇお得な「倉敷みらい旅」
市内宿泊施設、観光施設
等

- ～2022年3月31日
販売価格の40％以上
のお得な特典

https://www.
kurashiki-
tabi.jp/campai
gn/miraitabi/

6月22日

岡山県
（美作市）

 美作国の宿泊クーポン&お買物
券 de お得にWelcome キャン
ペーン

市内宿泊施設、観光施設
等

-

宿泊クーポン：7月1
日～ 令和2年7月31
日
お買物券：7月1日～
令和2年8月1日

宿泊3,000円 + お買物
券2,000円

http://mimas
akanokuni.jp/
welcomecamp
aign/

6月22日
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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

25%のプレミアム付き飲食チケット
「ひろしま好きじゃ券」

県内飲食店
令和2年6月22日～
7月22日

10月1日～12月31日
購入金額に応じて
県の補助金25％

https://www.
hiroshima-
sukijaken.com
/application/

6月22日

HITひろしま観光応援プロジェクト

県内の観光関連事業者
宿泊施設・入場施設・体験
（※交通含む）・地域特産品
販売事業者など

令和2年6月9日～7
月31日

-

１）リターン提供に係る
経費
支援金総額に10％を
乗じた額　上限10万円
２）クラウドファンディン
グ事業者へ支払う支
援金総額の
5.5％の決済手数料相
当額　上限5.5万円

https://camp
-
fire.jp/curatio
ns/hithiroshi
ma

6月22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

広島市内の取扱宿泊施設
令和２年６月２５日
から９月３０日

10,000円（販売額：
5,000円）および、5,000
円（販売額：2,500円）

https://hiros
hima-city-
premium.jp/

6月25日

広島県
（尾道市）

おのみちGO！GO！キャンペー
ン

宿泊、飲食、土産物店 - 未定 最大2千円割引

https://www.
asahi.com/art
icles/ASN5W
73XZN5WPIT
B00H.html

6月26日

広島県
（廿日市市）

今こそ、市内に泊まろう!!　～市民
限定宿泊キャンペーン～

宿泊施設 -
令和２年６月２６日
から９月３０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１万円未満：３，００
０円割引
C．１人１泊　６千円未
満：宿泊費の５０％を
割引

http://imakos
o.jp/

6月26日
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山口県
やまぐちの温泉で癒されよう～プ
レゼントキャンペーン～

県内温泉施設等 - -

県内の温泉施設をめ
ぐりスタンプをためると
山口県のカタログギフ
トや宿泊クーポンが当

https://offse
nken-
yamaguchi.co
m/campaign/

6月22日

山口県
（山口市）

やまぐちプレミアム宿泊券 市内の旅館・ホテル -
令和2年9月30日宿
泊分まで

10,000円で15,000円分
のチケット（1,000円券
×15枚/1セット）

https://www.
city.yamaguc
hi.lg.jp/soshiki
/21/83858.ht

6月26日

山口県
（萩市）

【がんばろう萩！】「萩市民限定」
特別宿泊プラン

市内宿泊施設 -
令和２年６月８日～
９月３０日

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

https://www.
hagishi.com/p
ost-3753/

6月26日

県民みんながお出かけ！徳島の
魅力再発見事業「とくしま応援
割」

県内宿泊施設 随時
令和2年6月8日～7
月31日

1人泊5千円

https://www.
pref.tokushim
a.lg.jp/ippann
okata/kyoiku
/kanko/5015

6月22日

県民みんながお出かけ！徳島の
魅力再発見事業「とくしま再発見
ツアー」

県内旅行会社
令和2年6月8日～7
月31日

宿泊料及び交通費の2
分の1（上限20万円）

同上 6月22日

「Go Toキャンペーン」タイアップ
事業

県内登録施設・店舗 随時 令和2年8月1日～

「Go Toキャンペーン」
で県内宿泊施設を利
用した方に一人5千円
の「観光・交通券」（仮
称）を提供

同上 6月22日

30 香川県
うどん県泊まって癒され再発見
キャンペーン

県内宿泊施設 - ６月19日～７月31日
宿泊料等の半額（１人
１泊あたり１万円を上
限）

https://www.
my-
kagawa.jp/ne
ws/962

6月22日
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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

31 愛媛県
愛媛県民県内観光促進プロモー
ション支援事業

県内宿泊施設 6月22日まで -

１助成対象者当たり、
上限 100 万円（広告
宣伝費、感染症予防
対策費、参加促進費

https://www.
pref.ehime.jp/
h30200/kenm
in_kankou_pro
motion.html?_
ga=2.2352771
21.156201807
3.1591351193
-
1609429726.1

6月22日

32 福岡県
＜九州在住者限定＞「福岡の魅
力再発見」キャンペーン

県内宿泊施設 -
令和2年7月1日から
8月31日まで

１枚あたり5,000円分
の宿泊券が2,500円。
１枚あたり10,000円分
の宿泊券が5,000円

https://redis
cover-
fukuoka.jp/ind
ex.html

6月29日

33
佐賀県
（太良町）

太良町民限定！旅館応援キャン
ペーン

太良町竹崎かに旅館組合
9旅館

-
令和2年6月1日～
令和2年7月31日

10,000円プランをご利
用で、8,000円割引

https://www.
town.tara.lg.jp
/chosei/_101
7/_3873.html

6月29日
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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

長崎県
ふるさと再発見の旅 ～宿泊施設
応援キャンペーン～

県内宿泊施設 -
令和2年6月1日～8
月1日(受付は終了
済み）

1人１泊あたり5,000円

https://www.
nagasaki-
tabinet.com/i
slands/article
/kenmin_ouen

6月22日

長崎県
（佐世保市）

佐世保宿泊キャンペーン 県内宿泊施設 -
令和2年6月1日～７
月31日

1泊1名の宿泊料金の
最大半額
※上限1泊5,000円

https://www.
sasebo99.com
/cp/cp-stay/

6月22日

長崎県
（壱岐市）

新型コロナ対応緊急対策！島内
宿泊施設応援キャンペーン！

島内宿泊施設 -
令和2年5月7日から
7月31日まで

補助率：（宿泊料金-
県補助5,000円）×2分
の1

https://www.
city.iki.nagasa
ki.jp/kankou/
kankou/oshir
ase/7061.htm

6月22日

長崎県
（雲仙市）

「地元」に泊まって応援キャン
ペーン（雲仙市緊急宿泊促進支
援事業）

市内宿泊施設 -
令和２年５月１５日
～ 令和２年８月３１
日

宿泊料金( 飲食代を含
む) の半額を補助。
※１人１泊あたり上限
２万円

https://www.
city.unzen.nag
asaki.jp/info/
prev.asp?fol_i
d=34340

6月22日

長崎県
（南島原市）

南島原市誘客プロジェクト宿泊
キャンペーン！！～あなたの旅
で南島原市を元気に！～

市内宿泊施設 - 令和2年6月15日～

宿泊費（他自治体補
助金差引後）の半額
＋ 1,000円分クーポン
券
※補助上限 1人1泊あ
たり5,000円。

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

6月22日
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熊本県
「つなげよう熊本」プロジェクト」
“ひとときパス”

県内宿泊施設 - - -

https://kuma
moto.guide/to
pics/detail/1
33

6月22日

熊本県
（熊本市）

熊本市プレミアム宿泊クーポン 宿泊施設 -
令和2年6月19日～
令和2年7月31日

購入額５千円で１万円
の宿泊クーポン
購入額2500円で５千
円の宿泊クーポン

https://www.
kumamotocity
-
premium2020.

6月26日

熊本県
（阿蘇市）

阿蘇市サマー宿泊割引キャン
ペーン

阿蘇市内の宿泊施設 -
令和2年7月1日から
8月31日

1泊あたり最大で5,000
円引き

http://www.ci
ty.aso.kumam
oto.jp/touris
m/event_touri
st/summer_c
ampaign/

6月29日

熊本県
（山鹿市）

GO TOやまがキャンペーン 町内宿泊施設 -
令和2年6月1日から
7月31日まで

宿泊費最大5,000円割
引、特産品プレゼント

https://yama
ga-
tanbou.jp/got
oyamaga/

6月29日

熊本県
（上天草市）

くまもと限定　緊急宿泊助成キャ
ンペーン

宿泊施設 -
令和2年6月1日～令
和2年7月31日

お一人様最大5,000円
お得

https://kami-
amakusa.jp/ar
chives/6094

6月29日

熊本県
（天草市）

≪熊本県民限定≫天草市地域
の魅力再発見キャンペーン

宿泊施設 -
令和2年6月19日～
令和２年8月7日(

対象の宿泊施設の宿
泊費の半額を助成
（最大6,000円/一人あ
たり）

https://www.
t-
island.jp/blog
/14277

6月29日

熊本県
（八代市）

「いぐさ」の里・八代市観光復興
キャンペーン

宿泊施設 -
令和2年6月26日～7
月31日

宿泊費(税抜き)の1/2
を補助します。※補助
額の上限6,000円

http://www.ki
nasse-
yatsushiro.jp/
news/detail/3
59/

6月29日

熊本県
（南阿蘇村）

「行くバイ！南阿蘇」キャンペーン 南阿蘇村の宿泊施設 -
令和2年6月20日～
令和2年12月31日

①宿泊代金の半額
（一人当たり1泊上限
5,000円）割引の適用
②村内で使用可能な
1,000円分の商品券
（南阿蘇村おうえん商
品券）の提供

https://www.
minamiasokan
ko.jp/kyoukai
/ikubai2020.h
tml

6月29日
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大分県 おおいた旅クーポン 宿泊施設 -
令和２年７月13日～
９月30日

割引額 ５，０００円（※
抽選）

http://www.p
ref.oita.jp/sos
hiki/10820/ta
bicoupon.html

6月29日

大分県
（別府市）

湯ごもり別府エール泊別府鬼割
プラン

温泉施設 -
令和2年6月15日か
ら2021年3月31日

施設による

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

6月26日

37 宮崎県
みやざき県民「旅して応援！」
キャンペーン

県内宿泊施設 6月1日～6月12日
令和2年6月19日～
令和3年2月28日

額面5,000円の宿泊券
（補助金額は2,500円）

https://www.
kanko-
miyazaki.jp/in
fomation/202
0/jimomiyalov
e_coupon.html

6月22日

38 鹿児島県 ディスカバー鹿児島キャンペーン 県内宿泊施設 -
令和2年6月20日（土
曜日）～7月19日（申
し込みは終了）

1室2名以上の利用の
場合に，お一人様
10,000円分の宿泊券
を利用可能

https://www.
pref.kagoshim
a.jp/af08/disc
over_kagoshi
ma/campaign.

6月22日

39 沖縄県 「おきなわ彩発見」キャンペーン 旅行会社 -
令和2年6月5日〜7
月30日

1人最大15,000円
https://www.
ocvb.or.jp/ke
nmin-cp/

6月22日

36

http://www.pref.oita.jp/soshiki/10820/tabicoupon.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10820/tabicoupon.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10820/tabicoupon.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10820/tabicoupon.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona_yellhaku02.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/infomation/2020/jimomiyalove_coupon.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/infomation/2020/jimomiyalove_coupon.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/infomation/2020/jimomiyalove_coupon.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/infomation/2020/jimomiyalove_coupon.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/infomation/2020/jimomiyalove_coupon.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/infomation/2020/jimomiyalove_coupon.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/discover_kagoshima/campaign.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/discover_kagoshima/campaign.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/discover_kagoshima/campaign.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/discover_kagoshima/campaign.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/discover_kagoshima/campaign.html
https://www.ocvb.or.jp/kenmin-cp/
https://www.ocvb.or.jp/kenmin-cp/
https://www.ocvb.or.jp/kenmin-cp/

