
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10月19日時点・日本観光振興協会調べ）

都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期 利用期間 補助内容 URL 確認日

北海道 ＨＯＫＫＡＩＤｒｉｖｅキャンペーン２０２１ 全国向け レンタカー事業者 - ～令和3年12月31日 乗捨料金30％割引
https://hokka
idolove.jp/hok
kaidrive/

10月6日

北海道
（旭川市）

旭川宿泊応援事業
｢あさっぴー割2021｣

市民限定
（※全国向けは一時停止中)

宿泊施設 - ～令和4年2月28日
1人1泊最大5,000円割
引（市外居住者は最大
3,000円割引）

https://asapp
iwari.de-
voice.com/

10月6日

北海道
（札幌市）

WeLove札幌宿泊キャンペーン
「お得先取り！宿泊前売」

北海道居住者 宿泊施設 - ～令和4年3月1日

額面5,000円分の宿泊
前売券を2,000円で販
売+前売利用1枚につ
き2,000円分クーポン
付与（※医療従事者
1,000円分追加）

https://www.
welovesappor
o2021.com/

10月6日

北海道
（釧路市）

ステイクシロキャンペーン

北海道居住者
※緊急事態宣言、感染症まん延防
止等重点措置及び集中対策期間に
指定されるなど、外出自粛等の行動
制限が要請されているエリアを除く

宿泊施設 -
令和3年10月31日ま
で延長

宿泊施設から3,000円
相当のサービス提供

https://ja.kus
hiro-
lakeakan.com
/staykushiro/

10月6日

北海道
（帯広市）

帯広市観光客誘致推進割引事業
「泊まって遊ぼうおびひろ割」

全国向け
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象都道府県の居住者を
除く

登録施設 - ～令和3年12月31日
宿泊最大3,000円割
引、市内観光体験最
大2,000円割引

https://obika
n.jp/obihirowa
ri/

10月6日

北海道
（富良野市）

ふらの割 PLUSクーポン1000 北海道居住者 宿泊施設 - ～令和3年11月30日
１泊最大4,000円割引+
アンケー回答で1,000
円分のクーポン

https://www.f
uranotourism.
com/furanow
ari/

10月6日

北海道
（北見市）

北見市宿泊需要喚起支援事業
「北見で羽のばしキャンペーン2021」

全国向け
※但し、「緊急事態宣言」および「ま
ん延防止等重点措置」が発令されて
いる対象都道府県または対象の措
置区域市町村の居住者を除く

宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

１泊最大5,000円割引
https://kitaha
ne.net/

10月6日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期 利用期間 補助内容 URL 確認日

北海道
（岩見沢市）

岩見沢市内宿泊等割引事業支援金
「ザワ割」

全国向け 宿泊施設 - ～令和4年3月31日

１泊最大3,000円キャッ
シュバック+アクティビ
ティ体験等の半額助
成

https://www.
city.iwamizaw
a.hokkaido.jp/
content/detai
l/3162837/

10月6日

北海道
（小樽市）

「もっと泊マル、オタルⅡ。」キャンペー
ン
宿泊施設誘客推進加速化事業費補助
金

全国向け
※新型コロナウィルス感染症の状況
を見ながら、対象者を変更（予定）

宿泊施設、飲食施設等 - ～令和4年2月28日
1泊最大1万円割引＋
2,000円分の地域利用
券

https://www.
city.otaru.lg.jp
/docs/20210
31500084/

10月6日

北海道
（上川町）

上川町・層雲峡温泉なんでもクーポン 全国向け
宿泊施設、飲食・観光施設
等

-
～令和3年12月31日
まで延長

宿泊者に2,000円分の
地域利用券

https://www.t
own.hokkaido
-
kamikawa.lg.jp
/life/geo5a80
000000ewp.ht

10月6日

北海道
（美瑛町）

びえい割

全国向け
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象都道府県の居住者を
除く

宿泊施設 - ～令和4年2月28日 １泊3,000円割引

https://www.
biei-
hokkaido.jp/ja
/bieiwari/

10月6日

青森県おでかけキャンペーン 青森県居住者 県内登録施設 -

～令和3年12月31日
（※9月30日まで停
止中、10月9日から
新規予約再開）

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.
aomori-
trip.jp/

10月6日

青森くるま旅キャンペーン 青森県居住者 登録事業者 -

～令和4年3月6日
（※9月30日まで停
止中、10月9日から
新規予約再開）

観光タクシーやレンタ
カー1日最大5,500円割
引

https://www.
cartrip-
aomori.com/

10月6日

青森県
（中泊町）

中泊町Ｇｏ得キャンペーン 全国向け 町内宿泊施設 -
令和3年11月14日ま
で延長

1泊2食8,000円プラン
が5,000円＋食事券
1,000円付与

http://www.t
own.nakadom
ari.lg.jp/news
/index.cfm/d
etail.1.14021.h
tml

10月6日
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岩手県
（盛岡市）

盛岡の宿応援割事業 岩手県居住者 市内宿泊施設 - ～令和4年2月28日 1泊最大3,000円割引

https://www.
city.morioka.i
wate.jp/kanko
u/kankou/kan
kouinfo/1032
874.html

10月6日

岩手県
（奥州市）

奥州ござえんちゃキャンペーン 第5弾 全国向け 市内宿泊施設 - ～令和3年10月31日 1泊2,000円補助
http://oshu-
yado.net/goz
aencha5.html

10月6日

岩手県
（大船渡市）

大船渡に泊まってHappy!大作戦Part2 岩手県居住者 市内宿泊施設 - ～令和4年1月31日
1泊最大4,000円割引
＋1,000円分の地域利
用券

https://www.
city.ofunato.i
wate.jp/site/
ofunatrip/202
96.html

10月6日

岩手県
（八幡平市）

八幡平SlowStay宿泊助成キャンペー
ン第３弾

東北6県在住者
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象地域の居住者を除く

市内宿泊施設 -
令和3年12月20日ま
で延長

1泊最大3,000円割引

https://www.
hachimantai.o
r.jp/travel3_2
/index.html

10月6日

岩手県
（宮古市）

みやこ宿泊割　第4弾
東北6県・新潟県在住者
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象地域の居住者を除く

市内宿泊施設 -
令和3年10月14日ま
で延長

1泊3,000円補助＋市
内利用券1,000円分＋
県内利用券2,000円分

https://www.
kankou385.jp/
info/miyakow
ari-r3-2/

10月6日

岩手県
（久慈市）

観光宿泊施設緊急対策事業補助金 岩手県居住者 市内宿泊施設 - ～令和4年2月28日 1泊最大3,000円割引

https://www.
city.kuji.iwate.
jp/kanko/syu
kuhaku/kuziy
ado.html

10月6日

宮城県
みやぎ宿泊割キャンペーン「宿泊前売
券プラン」

宮城県在住者 県内宿泊施設 - ～令和4年3月31日
1枚2,500円（5,000円分
の宿泊券として利用可
能）

https://miyag
i-
syukuhakuwar
i.com/first

10月6日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期 利用期間 補助内容 URL 確認日

宮城県
（大崎市）

鳴子温泉郷プレミアム宿泊券 全国向け 市内宿泊施設 - ～令和4年3月20日
1冊1万円（13,000円分
の宿泊券として利用可
能）

https://www.
city.osaki.miy
agi.jp/shisei/s
oshikikarasag
asu/sangyoke
izaibu/kankok
oryuuka/8372

10月6日

秋田県
旅して応援！あきた県民割キャンペー
ン

秋田県在住者
県内宿泊施設、飲食施設
等

-
令和3年12月31日ま
で延長

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://aki-
wari.com

10月6日

秋田県
（男鹿市）

男鹿市緊急宿泊支援事業補助金
第6期

秋田県在住者 市内宿泊施設 - ～令和4年1月31日
1人あたり最大5,000円
割引

https://ogana
vi.com/eas/

10月6日

秋田県
（三種町）

三種町宿泊助成事業　第2弾

全国向け
※但し、「緊急事態宣言」が発令さ
れている対象都道府県の居住者を
除く

町内宿泊施設 - ～令和3年12月31日
1人あたり最大5,000円
割引

https://www.t
own.mitane.ak
ita.jp/adminis
tration/detail.
html?category
_id=318&articl
e_id=13990

10月6日

新・県民泊まって応援キャンペーン 山形県民 県内宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

1万円以上の宿泊プラ
ンで5,000円割引

https://yama
gata-
ouen.com/ne
w.html

10月6日

県民泊まって元気キャンペーン 山形県民 県内宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

1人最大5,000円割引
https://yama
gata-
genki.net/

10月6日

やまがた夏旅 山形県民
県内宿泊施設、観光立ち寄
り施設等

-
令和3年12月31日ま
で延長

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://yama
gata-
harutabi.com/

10月6日
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都道府県名 名称 利用対象 対象 参加施設募集期 利用期間 補助内容 URL 確認日

山形県
（天童市）

地元愛！天童温泉お泊りキャンペーン
全国向け
※但し市民1名以上を含む

市内宿泊施設 - ～令和3年10月31日 1泊最大5,000円割引

https://www.
city.tendo.ya
magata.jp/tou
rism/kanko/k
ankou-
jimotolove.ht
ml

10月6日

山形県
（最上町）

もがみ温泉郷プレミアム利用券　第3
弾

山形県民 県内宿泊施設 -
令和3年10月16日～
令和4年1月31日

1冊5,000円（1万円分
の宿泊施設利用券）

https://moga
mi-
portal.net/?n
ews=%e3%83%
97%e3%83%ac
%e3%83%9f%e3
%82%a2%e3%8

10月6日

福島県
観光周遊宿泊支援対策事業
「県民割プラス」

福島県民 県内宿泊施設、飲食店等 - ～令和3年10月31日
1泊最大1万円割引＋
2,000円分の地域利用
券

https://fukus
hima-
pr.staynavi.dir
ect/campaign
/prefecture/f
ukushima/ken
min

10月6日

福島県
（喜多方市）

「もっと泊まってみんべぇ」宿泊キャン
ペーン

福島県民 市内宿泊施設、飲食店等 -
～令和4年1月31日
（※8月31日まで新
規予約停止）

1泊最大7,000円割引
＋1,000円分の地域利
用券

https://www.
city.kitakata.f
ukushima.jp/s
oshiki/kanko/
31453.html

10月6日

8 茨城県 いば旅あんしん割事業 茨城県民 県内旅行業者・宿泊事業者 -
令和3年12月31日ま
で延長

旅行日1週間以内に
PCR検査か抗原定量
検査を受け陰性の者1
泊最大1万円割引（ワ
クチン接種2回目を完
了した者は最大5,000
円割引）＋最大2,000
円分の地域利用券

https://www.
knt-
kt.co.jp/ec/2
021/ibatabi/g
eneral.html

10月6日

三密回避旅行商品造成促進事業 栃木県内観光事業者
県内旅行業者・宿泊事業者
等

募集中
令和3年11月30日ま
で延長

１申請につき、最大
2,000,000円支援

https://tochi
gi-
sanmitsukaihi.
com/

10月6日

第2弾　県民一家族一旅行 栃木県民 県内宿泊施設 準備中 準備中
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.
onetravel-
tochigi.jp/

10月6日

6

7

9 栃木県
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10 群馬県
 愛郷ぐんまプロジェクト 第2弾
「泊まって！応援キャンペーン」

群馬県民 県内登録宿泊施設 - ※停止中
1泊最大5,000円割引
またはキャッシュバッ
ク

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

10月6日

千葉県
（千葉市）

ちばおもてなしキャンペーン 全国向け 市内登録施設 -
令和3年11月30日ま
で延長

額面5,000円券を500
円で販売（食事・土産
購入代金の50%相当に
使用可）＋おもてなし
サービス

https://www.
chibacity-
ta.or.jp/chiba
-omotenashi

10月6日

千葉県
（鴨川市）

鴨川元気キャンペーン第3弾 全国向け 市内宿泊施設 - ～令和4年2月20日
宿泊1組につき5,000円
分のクーポン券

https://kamo
tabi.jp/news/
detail/262

10月6日

埼玉県 とくとく埼玉！観光クーポン 埼玉県民 県内登録施設 募集中 ～終了期日未定

宿泊1人あたりに飲
食・土産物店等で利用
できる3,000円分の
クーポン配布

https://premi
um-
gift.jp/tokuto
ku_saitama/a
bout

10月6日

埼玉県
（秩父市）

行っ得ちちぶキャンペーン 全国向け 市内対象施設 - ～令和3年11月30日
観光施設・飲食等で利
用できるクーポン3,000
円分を2,000円で販売

https://www.
chichibu-
omotenashi.c
om/ittoku/

10月6日

13
神奈川県
（小田原市）

小田原観光ウォレット（プレミアム付き
デジタル観光券）

全国向け 市内対象施設 募集中
～令和3年12月31日
※販売開始を延期
中

6,500円分を5,000円で
販売

https://odaw
arawallet.com
/

10月6日

新潟県 使っ得！にいがた県民割キャンペーン 新潟県在住者 県内宿泊施設、飲食店等 - ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.t
ukatoku-
niigata.com/#

10月6日

11

12

14
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新潟県
（新発田市）

今・得キャンペーン2021 新潟県在住者 市内宿泊施設 -
令和3年10月31日ま
で延長

1泊最大8,000円割引

https://www.
city.shibata.lg.
jp/kanko/100
7318/101550
4.html

10月6日

山梨県 やまなしグリーンゾーン宿泊割り 山梨県民
県内旅行業者・宿泊事業者
等

- ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://yama
nashi-
syukuhakuwar
i.com/

10月6日

山梨県
（富士河口湖
町）

コロナワクチン接種キャンペーン 全国向け 市内宿泊施設、飲食店等 -
令和4年7月末まで
延長

コロナワクチンを２回
接種し接種証明書提
示で、各施設一律
10％割引

https://fujisa
n.ne.jp/pages
/450/

10月6日

山梨県
（笛吹市）

笛吹市宿泊料金割引事業
宿泊割りの旅

全国向け 市内宿泊施設 -
令和3年11月30日ま
で延長

1人1泊最大1万円割引

http://fuefuki
-
syukuhakuwar
i.com/

10月6日

地元で遊ぼう！県内日帰りツアー
県民割引キャンペーン

富山県民 県内観光事業者 -

令和3年12月31日ま
で延長（※警戒レベ
ルステージ3の間は
停止中）

日帰り最大5,000円割
引＋最大2,000円分の
地域利用券

https://toya
ma.visit-
town.com/loc
al_campaign

10月6日

地元で泊まろう！県民割引キャンペー
ン

富山県民 県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日

宿泊券額面2,000円を
半額販売＋最大2,000
円分の地域利用券、
※10月限定→宿泊券3
万円以上購入で5,000
円の特産品プレゼント

https://toya
ma-kanko.jp/

10月6日

県民向け県内旅行応援事業 第3弾 石川県民 県内宿泊施設 -

～令和3年12月31日
（※停止中、10月8
日から新規予約再
開の予定）

1泊最大1万円割引＋
2,000円分の地域利用
券

https://ishika
waryokououe
n.com/

10月6日

富山県

17

石川県

14

15

16
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五感にごちそう
金沢宿泊キャンペーン 第3弾

石川県民 金沢市内宿泊施設 -
令和3年10月8日～
令和4年1月31日

1人最大1万円割引

https://www.
kanazawa-
kankoukyouka
i.or.jp/article/
detail_134.htm
l

10月6日

石川県
（加賀市）

加賀温泉郷 応援リフレッシュ割
第5弾

加賀市民 市内宿泊施設 -
令和3年10月31日ま
で延長

1人最大1万円割引＋
最大5,000円分の地域
利用券

https://www.
city.kaga.ishik
awa.jp/kanko_
bunka/kanko/
kanko_news/4
538.html

10月6日

ふくいdeお得キャンペーン宿泊割引 福井県民 県内宿泊施設 -
令和3年12月31日ま
で延長

1泊最大5,000円割引

https://www.f
uku-
e.com/otokuc
ampaign/#Inf
oBlock

10月6日

割引額UPキャンペーン
ふくいdeお得キャンペーン宿泊割引

福井県民 県内宿泊施設 - ～令和3年10月31日 1泊最大1万円割引

https://www.f
uku-
e.com/otokuc
ampaign/#Inf
oBlock

10月6日

信濃おおまち☆宿泊キャンペーン第4
弾

全国向け 市内宿泊施設 - ～令和4年3月1日 1泊最大4,000円割引

https://kanko
-
omachi.gr.jp/c
ampaign-
stay-autumn/

10月6日

県民支えあい 信州割SPECIAL 長野県民 県内宿泊施設 随時受付 ～令和3年12月23日
1泊最大5,000円割引
＋地域利用券 2,000円
分

https://tabi-
susume.com/
sws/

10月6日

長野県
（木曽町）

「＃木曽町エール宿」宿泊助成キャン
ペーン

長野県民 対象宿泊施設 - ～令和4年2月28日 1泊一律4,000円割引

https://kisod
ani-
trail.com/tour
/kisomachiyel
l/

10月6日

17

石川県

18 福井県

19

長野県
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20
岐阜県
（飛騨市）

新型コロナウイルス対策　教育旅行促
進事業（飛騨高山教育旅行クーポン）

高山市内での宿泊を伴う教育旅行 市内宿泊の教育旅行 - ～令和4年2月28日
1人1セット1,000円分を
配布

https://www.
city.takayama.
lg.jp/shisei/1
000067/1014
794/1015457.
html

10月6日

静岡県 ふじのくに旅行券＆地域クーポン 静岡県民 県内対象施設 -
令和3年12月27日ま
で延長

額面1万円の旅行券を
5,000円で販売＋2,000
円分の地域クーポン

https://premi
um-
gift.jp/shizuok
agenkitabi

10月6日

静岡県
（浜松市）

浜松でテレワーク＆宿泊応援キャン
ペーン

全国向け 市内宿泊施設等 -
～令和4年3月31日
（※停止中）

1人1泊上限3,000円
（利用料金の2分の1以
内）

https://www.
city.hamamat
su.shizuoka.jp
/kanko/telew
ork_stay_cam
paign.html

10月6日

愛知県 名古屋観光クーポン「シャチ割」 愛知県在住者 市内対象施設 - ～令和3年12月28日

観光クーポン6,000円
分を3,000円で販売、
対象プラン1人1泊につ
き3,000円分の観光
クーポン付与

https://shach
i-wari.com/

10月6日

愛知県
（蒲郡市）

「蒲郡満喫チケット」キャンペーン 全国向け 市内対象施設 - ～令和3年12月19日
3名様以上で2泊以上
するグループ大人1名
につき観光券1万円分

https://www.
gamagori.jp/a
rchives/shun
/2haku3ka-
campaign

10月6日

令和3年度
県内教育旅行促進支援事業

三重県内の学校から依頼を受けて
教育旅行を企画、実施する旅行業
者等

県内学校から依頼を受けて
教育旅行を企画、実施する
旅行業者等

- ～令和4年1月11日

教育旅行に参加した
児童・生徒数×1,000
円から2,000円（※宿泊
を伴う場合3,000円加
算）

https://www.
pref.mie.lg.jp/
TOPICS/m00
32300109.htm

10月6日

みえ得トラベルクーポン（第2弾） 三重県居住者 県内対象施設 - ～令和3年11月30日

宿泊・日帰り1人あたり
最大5,000円割引（平
日の宿泊最大6,000円
割引）＋2,000円分の
地域利用券

https://www.
kankomie.or.jp
/special/miet
abipremium/i
ndex.html

10月19日

22

21

23 三重県

https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1014794/1015457.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1014794/1015457.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1014794/1015457.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1014794/1015457.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1014794/1015457.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1014794/1015457.html
https://premium-gift.jp/shizuokagenkitabi
https://premium-gift.jp/shizuokagenkitabi
https://premium-gift.jp/shizuokagenkitabi
https://premium-gift.jp/shizuokagenkitabi
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/telework_stay_campaign.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/telework_stay_campaign.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/telework_stay_campaign.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/telework_stay_campaign.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/telework_stay_campaign.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/telework_stay_campaign.html
https://shachi-wari.com/
https://shachi-wari.com/
https://www.gamagori.jp/archives/shun/2haku3ka-campaign
https://www.gamagori.jp/archives/shun/2haku3ka-campaign
https://www.gamagori.jp/archives/shun/2haku3ka-campaign
https://www.gamagori.jp/archives/shun/2haku3ka-campaign
https://www.gamagori.jp/archives/shun/2haku3ka-campaign
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0032300109.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0032300109.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0032300109.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0032300109.htm
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24 滋賀県 今こそ滋賀を旅しよう　第4弾 滋賀県民 県内対象施設 -
令和3年10月31日ま
で延長

宿泊補助券1,000円を
コンビニ購入し、対象
プラン利用で最大
6,000円補助＋しが周
遊クーポン5,000円分

https://www.
biwako-
visitors.jp/fea
ture/detail/i
makoso/

10月19日

きょうと魅力再発見旅プロジェクト 京都府民 府内対象施設 募集中
令和3年10月22日～
12月31日

旅行代金最大5,000円
/人泊を補助＋地域利
用券 最大2,000円分

https://www.
hyogo-
tourism.jp/fur
usato-ouen/

10月19日

もうひとつの京都 周遊パス 全国向け - -
令和4年3月21日ま
で延長

一日乗車券2,200円を
200円で販売他

http://www.p
ref.kyoto.jp/k
tr/news/2020
0801.html

10月6日

京都府
（京丹後市）

京丹後ふるさと旅行券キャンペーン～
冬旅～

全国向け 対象宿泊施設 -
令和3年11月30日ま
で延長

額面5,000円を2,500円
で販売

https://www.
kyotango.gr.jp
/furusato-
winter/

10月6日

26 大阪府 大阪いらっしゃいキャンペーン2021 大阪府民 府内対象施設 募集中
準備中～令和4年1
月31日

旅行代金の最大半額
（上限5,000円/人泊）
割引＋地域利用券最
大3,000円分

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

10月19日

ふるさと応援！
ひょうごを旅しようキャンペーン

兵庫県民 県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋地域利用券 2,000円
分

https://www.
hyogo-
tourism.jp/fur
usato-ouen/

10月19日

ひょうごツーリズムバス事業4期 全国向け（交通事業者） 交通事業者 -
令和3年10月・11月
実施分

乗車人数20人以上の
宿泊あり1台につき
30,000円、日帰り
15,000円を補助等

https://www.
hyogo-
tourism.jp/as
sistance/bus
/hyogoR3/

10月6日

25

京都府

27 兵庫県

https://www.biwako-visitors.jp/feature/detail/imakoso/
https://www.biwako-visitors.jp/feature/detail/imakoso/
https://www.biwako-visitors.jp/feature/detail/imakoso/
https://www.biwako-visitors.jp/feature/detail/imakoso/
https://www.biwako-visitors.jp/feature/detail/imakoso/
http://www.pref.kyoto.jp/ktr/news/20200801.html
http://www.pref.kyoto.jp/ktr/news/20200801.html
http://www.pref.kyoto.jp/ktr/news/20200801.html
http://www.pref.kyoto.jp/ktr/news/20200801.html
https://www.kyotango.gr.jp/furusato-winter/
https://www.kyotango.gr.jp/furusato-winter/
https://www.kyotango.gr.jp/furusato-winter/
https://www.kyotango.gr.jp/furusato-winter/
https://www.hyogo-tourism.jp/furusato-ouen/
https://www.hyogo-tourism.jp/furusato-ouen/
https://www.hyogo-tourism.jp/furusato-ouen/
https://www.hyogo-tourism.jp/furusato-ouen/
https://www.hyogo-tourism.jp/assistance/bus/hyogoR3/
https://www.hyogo-tourism.jp/assistance/bus/hyogoR3/
https://www.hyogo-tourism.jp/assistance/bus/hyogoR3/
https://www.hyogo-tourism.jp/assistance/bus/hyogoR3/
https://www.hyogo-tourism.jp/assistance/bus/hyogoR3/
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28 奈良県 いまならキャンペーン2021 奈良県民 準備中 - 準備中 準備中

https://www.
nara-
campaign.com
/

10月19日

29 和歌山県 わかやまリフレッシュプラン3rd 和歌山県在住者 県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日
1人1泊最大 1万円割
引＋地域利用券 2,000
円分

https://waka
yama-
refresh.com/

10月6日

30 鳥取県
「#WeLove山陰キャンペーン」推進事業
補助金

鳥取県民・島根県民

ホテル・旅館等の宿泊施
設、観光施設、観光事業
者、旅行会社等（新型コロ
ナウイルス感染予防対策
協賛店の登録が必要）

-
令和3年12月31日ま
で延長

宿泊最大5,000円割
引、観光施設最大
3,000円割引

https://www.
pref.tottori.lg.j
p/294744.htm

10月6日

31 島根県 はまだ飲食・宿泊応援チケット第3弾 全国向け 市内宿泊施設、飲食店等 - ～令和3年10月14日
額面6,000円（5,000円
で販売）

http://www.k
ankou-
hamada.org/p
remium

10月6日

32 岡山県 おかやま旅応援割（宿泊旅行） 岡山県在住者 県内宿泊施設 随時受付 ～令和4年1月1日
1人1泊最大 5,000 円
割引

https://www.
okayama-
event.com/lo
dging.html

10月6日

33
広島県
（岩国市）

岩国市団体旅行支援補助金 全国向け（旅行業者） 観光業者 - ～令和4年2月28日
1団体あたり5万円補
助（10名以上の団体）

http://iwakun
i-
kanko.jp/supp
ort

10月6日

山口県
第2弾後期
行こうよ。やまぐちプレミアム宿泊券

全国向け 県内宿泊施設 -
～令和4年1月13日
（12/19～1/3を除く）

額面5,000円を2,500円
で販売

https://www.i
kouyo-
yamaguchi.jp/

10月6日

山口県
（萩市）

がんばろう萩！地域経済活性化支援
対策「萩市民限定」特別宿泊プラン

山口県民
※但し萩市民を含む

市内宿泊施設 - ～令和4年2月28日
1人1泊最大 5,000円割
引

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

10月6日

34

https://wakayama-refresh.com/
https://wakayama-refresh.com/
https://wakayama-refresh.com/
https://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/294744.htm
http://www.kankou-hamada.org/premium
http://www.kankou-hamada.org/premium
http://www.kankou-hamada.org/premium
http://www.kankou-hamada.org/premium
https://www.okayama-event.com/lodging.html
https://www.okayama-event.com/lodging.html
https://www.okayama-event.com/lodging.html
https://www.okayama-event.com/lodging.html
http://iwakuni-kanko.jp/support
http://iwakuni-kanko.jp/support
http://iwakuni-kanko.jp/support
http://iwakuni-kanko.jp/support
https://www.ikouyo-yamaguchi.jp/
https://www.ikouyo-yamaguchi.jp/
https://www.ikouyo-yamaguchi.jp/
https://www.hagishi.com/post-7089/
https://www.hagishi.com/post-7089/
https://www.hagishi.com/post-7089/
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35 徳島県 みんなで！とくしま応援割　第2期 徳島県在住者 県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋地域利用券 2,000円
分

https://www.
awanavi.jp/to
pics/minna-
ouen2.html

10月6日

36 香川県 新うどん県 泊まってかがわ割 香川県居住者 県内宿泊施設 -
～令和3年12月31日
（※10月8日まで停
止）

1泊最大5,000円割引
＋地域利用券 2,000円
分

https://new-
kagawa-
wari.com/

10月6日

高知観光トク割キャンペーン 高知県在住者
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://kochi
-
tokuwari.com
/

10月6日

「高知観光リカバリーキャンペーン」
交通費用助成事業

四国4県（高知県・徳島県・香川県・
愛媛県）、中国4県（島根県・岡山
県・広島県・山口県）の在住者

県内宿泊施設 - ～令和3年12月31日

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）

https://kochi
-
experience.jp
/recovery/

10月6日

福岡県
「福岡の避密の旅」
県民向け観光キャンペーン 第3弾

福岡県民 県内宿泊施設 -
～令和3年12月31日
（※10月14日まで停
止）

1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://fukuo
ka-himitsu-
travel.jp/

10月6日

福岡県
（糸島市）

WELCOME糸島キャンペーン 全国向け 市内登録宿泊施設 - ～令和4年1月31日
1泊3,000円割引＋
2,000円分の地域利用
券

http://www.it
oshima-
kanko.net/wel
come_itoshim
a_campaign/

10月6日

39 佐賀県 佐賀支え愛宿泊キャンペーン第3弾 佐賀県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.
asobo-
saga.jp/sagas
asaeai3/

10月6日

37 高知県

38

https://www.awanavi.jp/topics/minna-ouen2.html
https://www.awanavi.jp/topics/minna-ouen2.html
https://www.awanavi.jp/topics/minna-ouen2.html
https://www.awanavi.jp/topics/minna-ouen2.html
https://new-kagawa-wari.com/
https://new-kagawa-wari.com/
https://new-kagawa-wari.com/
https://kochi-tokuwari.com/
https://kochi-tokuwari.com/
https://kochi-tokuwari.com/
https://kochi-tokuwari.com/
https://kochi-experience.jp/recovery/
https://kochi-experience.jp/recovery/
https://kochi-experience.jp/recovery/
https://kochi-experience.jp/recovery/
https://fukuoka-himitsu-travel.jp/
https://fukuoka-himitsu-travel.jp/
https://fukuoka-himitsu-travel.jp/
http://www.itoshima-kanko.net/welcome_itoshima_campaign/
http://www.itoshima-kanko.net/welcome_itoshima_campaign/
http://www.itoshima-kanko.net/welcome_itoshima_campaign/
http://www.itoshima-kanko.net/welcome_itoshima_campaign/
http://www.itoshima-kanko.net/welcome_itoshima_campaign/
https://www.asobo-saga.jp/sagasasaeai3/
https://www.asobo-saga.jp/sagasasaeai3/
https://www.asobo-saga.jp/sagasasaeai3/
https://www.asobo-saga.jp/sagasasaeai3/
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長崎県
第2弾　ふるさとで“心呼吸”の旅キャン
ペーン

長崎県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1泊最大5,000円割引
＋2,000円分の地域利
用券

https://www.
nagasaki-
tabinet.com/f
eature/furusa
to-sinkokyu

10月6日

長崎県
（佐世保市）

佐世保市内でゆったり宿泊キャンペー
ン

長崎県民 市内宿泊施設 - ～令和3年12月31日 1泊最大3,000円割引

https://www.
sasebo99.com
/cp/cp-stay-
2021/

10月6日

長崎県
（平戸市）

平戸市 特別宿泊割キャンペーン 長崎県民 市内宿泊施設 - ～令和4年3月31日
額面3,000円の旅行券
を1,000円で販売

https://www.
hirado-
net.com/2021
tokuwari/

10月6日

熊本県 くまもと再発見の旅 熊本県在住者 県内宿泊施設 -
～令和3年12月31日

1泊最大5,000円割引

https://kuma
moto.guide/k
umamoto-
cpn2021/stay
.html

10月6日

熊本県
（熊本市）

LOOKUP Kumamotoキャンペーン 熊本県在住者 市内宿泊施設
～令和4年2月28日
（※停止中、10月15
日再開予定）

1人最大3,000円割引

https://looku
p-
kumamoto.co
m/

10月6日

40

41

https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/furusato-sinkokyu
https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/furusato-sinkokyu
https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/furusato-sinkokyu
https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/furusato-sinkokyu
https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/furusato-sinkokyu
https://www.sasebo99.com/cp/cp-stay-2021/
https://www.sasebo99.com/cp/cp-stay-2021/
https://www.sasebo99.com/cp/cp-stay-2021/
https://www.sasebo99.com/cp/cp-stay-2021/
https://www.hirado-net.com/2021tokuwari/
https://www.hirado-net.com/2021tokuwari/
https://www.hirado-net.com/2021tokuwari/
https://www.hirado-net.com/2021tokuwari/
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://kumamoto.guide/kumamoto-cpn2021/stay.html
https://lookup-kumamoto.com/
https://lookup-kumamoto.com/
https://lookup-kumamoto.com/
https://lookup-kumamoto.com/
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大分県 「新しいおおいた旅割」誘客促進事業 大分県在住者
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1人1泊最大5,000円割
引＋2,000円分の地域
利用券

https://goto-
travel-
oita.com/

10月6日

大分県
（日田市）

日田の恩返しキャンペーン！第4弾 全国向け 市内対象施設 -
～令和4年1月31日
（※新規予約停止
中）

専用アプリに3,000円
チャージで宿泊券
5,000円+地域利用券
900円

https://www.
cpn2.oidehita.
com/

10月6日

宮崎県 ジモ・ミヤ・タビ キャンペーン 宮崎県民
県内宿泊施設、観光施設
等

- ～令和3年12月31日
1人1泊最大5,000円割
引＋2,000円分の地域
利用券

https://www.
kanko-
miyazaki.jp/c
ampaigns/202
1/jimomiyata
bi.html

10月6日

宮崎県
(宮崎市)

宮崎市に泊まってお得”泊得”キャン
ペーン

宮崎県居住者 市内対象施設 - ～令和4年1月31日

対象プラン宿泊1名1
滞在でクーポン券
3,000円＋宮崎牛プレ
ゼント（抽選で1万人）

https://www.
miyazaki-
city.tourism.o
r.jp/feature/
miyazaki_haku
toku_cp21

10月6日

今こそ鹿児島の旅 （第2弾） 鹿児島県民
県内宿泊施設、観光施設
等

-
～令和3年12月31日
（※10月12日まで停
止）

1人1泊最大5,000円割
引＋2,000円分の地域
利用券

https://www.i
makago.com/

10月6日

かごしまらくめぐり 全国向け
県内タクシー・レンタカー事
業者

-
予算がなくなり次第
終了

対象の観光タクシー・
レンタカー最大5,000円
割引

https://kg-
rakumegu.co
m/

10月6日

鹿児島県
（出水市）

出水市泊まって応援キャンペーン 鹿児島県民・熊本県民 市内宿泊施設、飲食店等 -

～令和4年2月28日
（※停止中、10月13
日から新規予約再
開）

1人1泊最大1万円割引
＋3,000円分の地域利
用券

https://www.i
zumi-
navi.jp/news/
detail/221

10月6日

45
沖縄県
（那覇市）

那覇とまーるクーポン事業 那覇市民
市内宿泊施設、観光体験
事業者等

- ※事業開始を延期
宿泊1名にクーポン券
4,000円分（土産・観光
体験に利用可）

https://www.
city.naha.okin
awa.jp/kanko
u/kankou/to
maru.html

10月6日
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43

44

鹿児島県

https://goto-travel-oita.com/
https://goto-travel-oita.com/
https://goto-travel-oita.com/
https://www.cpn2.oidehita.com/
https://www.cpn2.oidehita.com/
https://www.cpn2.oidehita.com/
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/campaigns/2021/jimomiyatabi.html
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