
「ふるさと応援！ひょうごを旅しようｷｬﾝﾍﾟー ﾝ（ﾌﾟﾚ実施）」

の開始見込み

ワクチン接種の促進と感染防止対策等を図りながら、経済活動の活性化を
図るため、宿泊、旅行業支援を下記のとおり開始します。

県民に販売する県内旅行代金の
割引支援（日帰り旅行含む）
2,000～5,000円/人・泊

ふるさと応援県民割

左記割引を受ける宿泊旅行者に旅行
期間中に使用可能なクーポン券配布

1,000～2,000円/人・泊

ふるさと応援旅クーポン

■対 象 期 間 10月14日（木）～12月31日（金）旅行・宿泊分
※クーポンについては10月22日（金）から配布開始

■対 象 商 品 宿泊施設が提供する宿泊サービス、旅行代理店が販売する旅行商品
■予約購入方法 次のいずれか ①宿泊施設に直接 ②旅行代理店
■利用対象者 ・新型コロナワクチン２回接種済の方

※接種困難な方はＰＣＲ検査等検査結果通知書で同様の取扱
・同居人かつ原則４人以下の少人数旅行（未接種者の場合）

■実 施 要 件 県全体のワクチン接種の普及（２回目接種率60％以上）
■停 止 条 件 下記の①②の条件両方に該当したときを目安として総合的に判断

①感染状況の指標 ②病床使用率の指標

新規予約停止
直近１週間の新規患者数が１週間連
続で上昇傾向となったとき

病床使用率及び重症病床使用率が１
週間連続で上昇傾向となったとき

全面停止
新規患者数が人口10万人対25人以
上となったとき

病床使用率及び重症病床使用率が
50％を超えたとき

※全県一律で判断

＜問い合わせ先＞
産業労働部観光局観光企画課
TEL 078-362-3871

作成年月日 令和３年１０月６日
作成部局
課室名

産業労働部観光局
観光企画課



 

 

 

 

 

 

 

〔プレ実施～〕 

〔本格実施～〕 

〔プレ実施～〕 

※電話予約の場合、宿泊施設で代理

登録いただくこともできます。 

※ 宿泊施設直接の場合、チェックインの際に下記の書類をご提示ください。 

① 本人確認書類（参加者全員分） 

②-1 ワクチン接種済証(接種完了者)／②-2 PCR 検査等結果通知書(接種困難者) 

※ 旅行代理店の場合、予約時に①、予約証明書受渡時に②-1 もしくは 

旅行当日（団体旅行集合時・チェックイン時）に②-2 をご提示ください。 

 
・OTA サイトにて予約 

※サイトから割引クーポンを獲得してください 

 
・店頭で予約 

 
・電話、ホームページ等で予約 
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お支払い時に割引価格に

てお支払い（事前決済、

現地払いどちらも可能） 

「ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン」予約・精算の方法 
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宿泊施設直接 

【対象商品】割引価格で販売 

手配旅行（宿の予約） 

旅行代理店 

【対象商品】割引価格で販売 

募集型企画旅行（旅行会社が企画して参加者を募集するツアー） 

受注型企画旅行（職場の研修旅行など） 

手配旅行（宿の予約） 

OTA（オンライントラベル会社） 

【対象商品】割引価格で販売 

手配旅行（宿の予約） 

別添 

※前売り宿泊券で決済することもで

きます。 

宿にてご精算時に割引 

価格にてお支払い 

※前売り旅行券で決済することもで

きます。 

旅行代理店でお支払い時

に割引価格にてお支払い 

システムに予約情報

に登録 

※スマホやパソコン 

から登録してください 

［今回の対象］ 



兵庫県
在住の方
限定

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:���-���-����

宿泊旅行には

最最最
大大大

最最最
大大大円を5,000

割引！
円分2,000

クーポン券

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

兵庫県に在住の方が、県内を旅行・宿泊される際に代金を割引きます（ふるさと応援県民割）。
さらに、宿泊旅行では、県内のお土産店や観光施設等で利用可能なクーポン券（ふるさと応援旅クーポン）がもらえるキャンペーンです。

ぜひこの機会に県内各地をめぐり、兵庫の魅力を再発見してください。

SHOP

旅行者（兵庫県在住の方）

宿泊旅行商品、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

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

coupon

coupon

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。

（チェックイン時）

TOUR

●宿泊施設 ●旅行会社

【予約・販売�つのルート】

公式HP・電話等で直接予約

（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

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 >>

ふるさと応援県民割 ふるさと応援旅クーポン

プレ実施

見本

ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン【プレ実施 】とは

プレキャンペーンをご利用いただける方

●旅行・宿泊当日時点で、２回目接種後２週間経過していることが必要です。
●旅行会社窓口、宿泊施設フロントで接種済証を確認しますので、ご提示ください。　
    ※接種が困難な方は宿泊当日から３日前以内のPCR等検査結果通知書のご提示で
　　ご利用いただけます。

●同居人かつ原則４人以下の少人数旅行に限って
    利用可能です。

【ワクチン２回接種済みの方】 【接種未完了の方】

いますぐ詳細を
チェック！

神戸市・風見鶏の館

神河町・砥峰高原

南あわじ市・おっ玉葱朝来市・竹田城跡

丹波市・高源寺



（旅行・宿泊代金割引）

割引額

対象 兵庫県に在住の方の県内旅行 ※日帰り旅行を含みます。

対象期間 令和３年１０月１４日（木）～１２月３１日（金）

※�,���円未満は割引対象外です。

※令和４年１月１日（土）チェックアウト分まで対象。

対象商品 宿泊施設が提供する宿泊サービス、旅行会社が販売する旅行商品
※本事業に登録している宿泊施設、旅行会社が対象になります。対象施設・会社はキャンペーン公式サイトに掲載します。

※前売券をお持ちの方は、発行元で使用いただけます。

予約・
精算方法

次のいずれかの方法で予約できます。

・連泊についても、�日あたり最大�,���円の割引を行いますが、同一の宿泊施設の場合、�泊までを上限とします。
・居住地確認のため、チェックイン時（旅行会社の場合は旅行会社での申込時）に参加者全員の本人確認書類のご提示をお願いします。
・ワクチン接種の確認は、同行者も含めて旅行者全員について実施します。接種済証等（接種が困難な方は宿泊当日から�日前以内の
   PCR等検査結果通知書）を持参のうえ、チェックイン時（旅行会社の場合は申込時またはクーポンお渡しの来店時）にご提示ください。
  持参のない場合は割引支援を受けることができません。

・予算が上限に達した場合は終了となります。
・新型コロナウイルス感染状況等によっては本事業を中断・終了する場合があります。

宿泊施設に直接予約�

ご利用上の
注意

旅行会社で予約�

��,���円以上

�,���円以上��,���円未満

�,���円以上�,���円未満

�,���円以上�,���円未満

�,���円

�,���円

�,���円

�,���円

旅行・宿泊代金（１人泊あたり） 割引金額

金額

対象 「ふるさと応援県民割」を利用して県内宿泊旅行をされる方

チェックイン日を含め３日間

※日帰り旅行は対象外となります。

配布期間・
方法

※��,���円未満はクーポン券配布対象外です。

上記の割引を利用した宿泊旅行の際、宿泊施設窓口でチェックイン時にお渡し
※宿泊先着順にお渡しします。予定枚数に達し次第配布終了。在庫切れの場合はご容赦ください。

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。

利用対象
施設

県内のお土産店、観光施設など（店舗に提示されているステッカーが目印です）
※利用対象施設はキャンペーン公式サイトに掲載しています。

使用期間

��,���円以上

��,���円以上��,���円未満

�,���円

�,���円

旅行・宿泊代金（１人泊あたり） クーポン券金額

（クーポン券配布）

皆さまに安心して旅行いただくためにホテル・旅館、貸し切りバス、旅客船では、４つの取り組みを実施しています。

01
健康な
スタッフが
お出迎え

スタッフの毎日の検温・
体調チェックを行う他、
マスク着用、定期の手洗
い・消毒を実施します。

02
お客様の
健康を
第一に

お客様の体調管理ととも
に、いざという時に対応す
るスタッフの配置、医療機
関の把握等を行います。

03
クリーンな
環境を
ご提供

お客様にご利用いただく
お部屋や車内、客室の定
期的な換気や清掃消毒
を行い、安心を高めます。

04
３密防止・
身体距離を
確保

座席間隔の確保、仕切り
の設置、利用時間の分散
などにより、身体接触・
飛沫拡散を低減します。

ひょうご安心旅
について

詳しくはこちら

ふるさと応援県民割ふるさと応援県民割

ふるさと応援旅クーポン券ふるさと応援旅クーポン券

ひょうご安心旅とは

※このチラシの記載内容は、予告なく変更される場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認のうえ、ご利用ください。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。

見本


