県民割支援一覧表

2022年8月1日 12:00更新

【重要】情報は日々更新されますので、必ず各キャンペーンサイトで最新情報をご確認ください。
基本は代金の50%割引
上段は宿泊、下段は日帰り
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割引概要

期間
終了日はチェックアウト日

北海道 青森県 岩手県 秋田県
宮城県 山形県 福島県

2022/03/22(火)2022/09/01(木)

全国

2022/08/01(月)2022/09/15(木)

延長期間中の既存予約の取扱い
種別
宿泊

割引

URL

備考

クーポン

一泊あたり 最大5千円割引き(5連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引

一泊あたり 2千円のクーポン
一人あたり 2千円のクーポン

適用外
7/14(木)15時以降の予約が割引適 https://douminwari.jp/
用となる。

北海道
サッポロ割

2

適用居住地

青森

岩手

秋田

宮城

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

神奈川

東京

新潟

長野

山梨

静岡

青森県おでかけキャン
ペーン

青森県 北海道 岩手県 秋田県
宮城県 山形県 福島県

2022/04/11(月)2022/09/01(木)

いわて旅応援プロジェクト

岩手県 北海道 青森県 宮城県
秋田県 山形県 福島県

2021/06/07(月)2022/09/01(木)

秋田県 北海道 岩手県 宮城県
山形県 福島県 青森県

2022/03/08(火)2022/09/01(木)

秋田を旅しようキャンペー
ン
みやぎ宿泊割キャンペー
ン

宮城県 北海道 秋田県 岩手県
山形県 福島県 青森県

2021/10/15(金)2022/09/01(木)

やまがた夏旅キャンペー
ン

宮城県 北海道 秋田県 岩手県
山形県 福島県 青森県 新潟県

2022/04/07(木)2022/09/01(木)

福島県 県民割

福島県 北海道 青森県 岩手県
宮城県 秋田県 山形県 茨城県
栃木県 新潟県 群馬県

2022/06/01(水)2022/09/01(木)

茨城県 栃木県 埼玉県 群馬県
山梨県 千葉県 神奈川県 福島県

2022/04/07(木)2022/09/01(木)

『第3弾 県民一家族一旅
行』キャンペーン

栃木県 茨城県 群馬県 埼玉県
千葉県 神奈川県 山梨県 福島県

2022/06/01(水)2022/09/01(木)

愛郷ぐんまプロジェクト第5
弾 宿泊キャンペーン

群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県
新潟県 山梨県 神奈川県 長野県
栃木県 福島県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

旅して埼玉割

埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
千葉県 神奈川県 山梨県 長野県

2022/04/02(土)2022/09/01(木)

千葉県 埼玉県 神奈川県 山梨県
茨城県 群馬県 栃木県

2022/03/28(月)2022/09/01(木)

かながわ県旅割キャン
ペーン

神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県
山梨県 群馬県 栃木県 静岡県

2022/04/11(月)2022/09/01(木)

もっとTokyo

神奈川県 茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 山梨県 静岡県

2022/6/10(金)2022/7/31(日)

新潟県 山形県 福島県 群馬県
長野県 富山県 石川県 福井県
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県

2022/03/14(月)2022/09/01(木)

長野県 埼玉県 新潟県 富山県
山梨県 群馬県 福井県 石川県
岐阜県 愛知県 静岡県 三重県

2022/02/23(水)2022/09/01(木)

やまなしグリーン・ゾーン
宿泊割り

山梨県 茨城県 群馬県 埼玉県
千葉県 神奈川県 長野県 栃木県
静岡県

2022/06/01(水)2022/09/01(木)

今こそしずおか元気旅

静岡県 山梨県 長野県 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県
愛知県 岐阜県 三重県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

あいち旅eマネーキャン
ペーン

愛知県 新潟県 富山県 石川県
長野県 福井県 岐阜県 静岡県
三重県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

名古屋に泊まろう！「シャ
チ泊」

愛知県 長野県 岐阜県 静岡県
三重県

2022/06/01(水)2023/02/28(火)

“ほっと一息、ぎふの旅”
キャンペーン(第2弾)

岐阜県 愛知県 静岡県 長野県
富山県 石川県 福井県 滋賀県
新潟県 三重県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

みえ得トラベルクーポン

三重県 愛知県 岐阜県 静岡県
滋賀県 奈良県 和歌山県 福井県
石川県 富山県 長野県 新潟県
京都府

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

もっと地元で愉しもう！と
やま観光キャンペーン

富山県 新潟県 長野県 石川県
福井県 静岡県 岐阜県 愛知県
三重県

2022/01/25(火)2022/09/01(木)

石川県旅行応援事業

石川県 新潟県 富山県 福井県
長野県 静岡県 岐阜県 愛知県
三重県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

福井県 石川県 富山県 新潟県
長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 滋賀県 京都府

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

今こそ滋賀を旅しよう ！
第6弾

滋賀県 福井県 和歌山県 岐阜県
三重県 奈良県 大阪府 京都府
兵庫県

2022/04/15(金)2022/09/01(木)

きょうと魅力再発見旅プロ
ジェクト

京都府 福井県 三重県 滋賀県
大阪府 兵庫県 和歌山県 奈良県

2022/03/30(水)2022/09/01(木)

大阪いらっしゃいキャン
ペーン2022

大阪府 京都府 奈良県 兵庫県
和歌山県

2022/06/01(水)2022/07/15(金)

ふるさと応援！ひょうごを
旅しようキャンペーン+

兵庫県 滋賀県 京都府 大阪府
和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県
香川県 奈良県

2022/07/01(金)2022/09/01(木)

いまなら。キャンペーン
2022プラス

全国

2022/07/01(金)2023/2/28(火)

わかやまリフレッシュプラ
ンS

和歌山県 滋賀県 兵庫県 奈良県
三重県 徳島県 京都府 大阪府

2022/04/01(金)2022/09/01(木)

おかやま旅応援割

岡山県 鳥取県 山口県 香川県
徳島県 愛媛県 高知県 島根県
広島県 兵庫県

2022/03/28(月)2022/09/01(木)

いば旅あんしん割

千葉とく旅キャンペーン

使っ得！にいがた県民割

信州割SPECIAL宿泊割

宿泊

一泊あたり 最大3千円割引き

※自治体独自施策

一泊あたり 2千円のクーポン
https://sapporowari.com/

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(5連泊まで)

一泊あたり 最大5千円割引き(7連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(3連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 2千円のクーポン

適用

https://www.iwate-tabipro.jp/

一泊あたり 最大5千円割引き(連泊の場合1
万円まで)

一人あたり 2千円のクーポン
一泊あたり 最大2千円のクーポン
一人あたり 2千円のクーポン
一泊あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

https://aomori-trip.jp/

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

適用外
日帰りは適用外

日帰り
宿泊

どうみん割と併用可

一泊あたり 最大5千円割引き(3連泊まで)

適用(旅行会社次第)
決済済であれば還付することができ
https://haruwari.com/
る。決済前であれば予約記録はそ
のまま割引することができる。
適用外
7/14(木)以降の予約が割引適用と
なる。

https://miyagisyukuhakuwari.com/second

適用(旅行会社次第)

https://yamagata-fuyuwari.com/

適用外

https://fukushimapr.staynavi.direct/campaign/prefect
ure/fukushima/kenmin

適用(旅行会社次第)
旅行会社が事務局に申請をする
際、予約日は聞いていない。

https://ibatabi.jp/

適用外

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

適用

https://gunmadc.net/featurecat/aikyougunma/

適用外

https://premium-gift.jp/tabishitesaitama

適用外

https://chibatokutabi-cpn.com/

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(2連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大2千円のクーポン
一人あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大2千円割引き

一人あたり 1千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

なし

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(3連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 2千円のクーポン
一人あたり 2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一回あたり 2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 5千円割引き(5連泊まで)

適用外
https://www.kanagawa7/15(金)12時以降の予約が割引適 kankou.or.jp/?p=we-page用となる。
entry&spot=412171&sbox=none

なし
https://motto-tokyo.jp/

日帰り 一人あたり 2.5千円割引き
宿泊

なし

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(5連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 2千円のクーポン
一人あたり 2千円のクーポン

適用外

https://niigatakankou.or.jp/ngt/tukatoku/

適用外
7/14(木)以降の予約が割引適用と
なる。

https://tabi-susume.com/

適用外

https://yamanashisyukuhakuwari.com/

適用外

https://premiumgift.jp/shizuokagenkitabi

適用外

https://aichi-travel.jp/

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

一人あたり 最大5千円ポイント還元

一人あたり 最大2千円ポイント還元

日帰り 一人あたり 最大5千円ポイント還元

一人あたり 最大2千円ポイント還元

宿泊

※自治体独自施策
8/22の再開を検討中

愛知

岐阜

三重

富山

石川

福井

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

岡山

ふくいdeお得キャンペーン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

なし

※自治体独自施策
https://shachi-haku.com/

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大2千円のクーポン
(ポイント)
一人あたり 最大2千円のクーポン
(ポイント)

一泊あたり 最大6千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大1万円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一回あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大1万円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大1万円割引き

日帰り 一人あたり 最大1万円割引き
宿泊

一泊あたり 最大6千円割引き

適用外
7/15(金)以降の予約が割引適用と
なる。

https://www.gifutabi-cpn.jp/

適用外

https://www.kankomie.or.jp/report/d
etail_651.html

適用

https://toyama-kanko.jp/

適用外

https://ishikawaryokououen.com/

適用外

https://www.fukue.com/otokucampaign/

一泊あたり 最大3千円のクーポン
なし
一泊あたり 最大2千円のクーポン

https://www.biwakovisitors.jp/feature/detail/imakoso/

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

適用外

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一回あたり 最大5千円割引き

宿泊

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一部適用
6/24(金)以降の予約が割引適用と
なる。

一泊あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大1千円のクーポン

延長なし

https://www.hyogotourism.jp/furusato-ouen/

https://www.naracampaign.com/2022plus/

一人あたり 最大3千円のクーポン
適用

https://wakayamarefresh.com/s/wakayama.php

適用(旅行会社次第)

https://www.okayamaevent.com/index.php

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

https://www.kyoto-tabipro.jp/

https://osakairasshai.start.osakainfo.jp/

一泊あたり 最大5千円割引き(交通付上限：8
一泊あたり 最大3千円のクーポン
千円)(7泊まで)

日帰り 一回あたり 最大5千円割引き

「あいち旅eマネーキャ
ンペーン」と併用不可

※自治体独自施策

県民割支援一覧表

2022年8月1日 12:00更新

【重要】情報は日々更新されますので、必ず各キャンペーンサイトで最新情報をご確認ください。
基本は代金の50%割引
上段は宿泊、下段は日帰り

No 都道府県

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

広島

キャンペーン名称

44

45

46

47

割引概要

期間
終了日はチェックアウト日

やっぱ広島じゃ割（地域観
光支援分）

広島県 岡山県 山口県 島根県
鳥取県 愛媛県 香川県 高知県
徳島県

2022/04/04(月)2022/07/31(日)

スペシャル・ウェルカニ
キャンペーン

兵庫県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県

2021/05/25(火)2022/09/01(木)

WeLove山陰キャンペーン

鳥取県 島根県

2021/05/25(火)2022/09/01(木)

延長期間中の既存予約の取扱い
種別
宿泊

割引
一泊あたり 最大5千円割引き(7泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

URL

備考

クーポン
一泊あたり 最大2千円のクーポン
条件により適用

https://yappa-hirowari.com

延長なし

条件により適用

https://www.tottoriguide.jp/welove-welkani-campaign/

条件により適用

https://www.tottori※自治体独自施策
guide.jp/welove-welkani-campaign/

適用

https://www.yourshimane2021.jp/in
dex.html

適用外

https://tabitabi.ikouyoyamaguchi.jp/

適用

https://www.pref.ehime.jp/h14500/k
ankou/ehime.html

適用

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

適用

https://kochi-tokuwari.com/

一回あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一回あたり 最大2千円のクーポン

鳥取

島根

山口

愛媛

香川

再発見！あなたのしまね
キャンペーン(#WeLove山
陰キャンペーン)

鳥取県 島根県 岡山県 山口県
愛媛県 香川県 徳島県 高知県
広島県

2021/05/25(火)2022/09/01(木)

旅々やまぐち割

山口県 徳島県 香川県 愛媛県
高知県 福岡県 大分県 鳥取県
島根県 広島県 岡山県

2022/02/21(月)2022/09/01(木)

疲れたら、愛媛。新みきゃ
ん割

愛媛県 香川県 徳島県 高知県
鳥取県 岡山県 島根県 広島県
山口県 大分県

2022/04/11(月)2022/09/01(木)

新うどん県泊まってかが
わ割

香川県 徳島県 愛媛県 高知県
鳥取県 岡山県 島根県 広島県
山口県 兵庫県

2022/04/06(水)2022/09/01(木)

高知観光トク割キャンペー
ン

高知県 香川県 徳島県 愛媛県
鳥取県 岡山県 島根県 広島県
山口県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

高知観光リカバリーキャン
ペーン

全国

2022/04/12(火)2022/12/29(木)

みんなで！とくしま応援割

徳島県 高知県 香川県 愛媛県
鳥取県 岡山県 島根県 広島県
山口県 兵庫県 和歌山県

2022/04/13(水)2022/09/01(木)

「福岡の避密の旅」 観光
キャンペーン第4弾

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県
熊本県 宮崎県 鹿児島県 山口県

2022/04/08(金)2022/09/01(木)

佐賀支え愛 宿泊キャン
ペーン第3弾

佐賀県 福岡県 長崎県 大分県
熊本県 宮崎県 鹿児島県

2022/04/01(金)2022/09/01(木)

第2弾 ふるさとで“心呼
吸”の旅キャンペーン

長崎県 福岡県 佐賀道 大分県
熊本県 宮崎県 鹿児島県

2022/04/04(月)2022/09/01(木)

高知

徳島

福岡

佐賀

長崎

熊本県 福岡県 佐賀県 長崎県
大分県 宮崎県 鹿児島県

2022/05/09(月)2022/09/01(木)

LOOKUP Kumamoto キャ
ンペーン

熊本県 福岡県 佐賀県 長崎県
大分県 宮崎県 鹿児島県

2022/05/12(木)2022/09/01(木)

新しいおおいた旅割

大分県 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本県 宮崎県 鹿児島県 愛媛県
山口県

2022/05/20(金)2022/09/01(木)

宮崎県 福岡県 佐賀県 長崎県
大分県 熊本県 鹿児島県

2022/3/14(月)2022/09/01(木)

鹿児島県 福岡県 佐賀県 長崎県
大分県 熊本県 宮崎県

2022/03/14(月)2022/09/01(木)

沖縄県

2022/03/03(木)2022/09/01(木)

くまもと再発見の旅
43

適用居住地

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大3千円割引き

一回あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大3千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 上限5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(7連泊まで)

宮崎

ジモ・ミヤ・タビキャンペー
ン

鹿児島 今こそ鹿児島の旅第2弾

沖縄

おきなわ彩発見キャン
ペーン

一泊あたり 2千円のクーポン

一人あたり 最大5千円割引き(高知県在住者 一人あたり 2千円のクーポン(高知
日帰り
のみ)
県在住者のみ)
なし
宿泊 一泊あたり 最大5千円割引き

https://kochi-tabi.jp/kankocampaign/recovery/

※50%割引ではなく額に応じた割引となります。

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き(3連泊まで)

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン
一人あたり 最大1千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

一泊あたり 最大3千円割引き

適用

https://www.awanavi.jp/topics/minn
a-ouen2.html

適用(未精算分のみ)
精算済は適用外

https://fukuoka-himitsu-travel.jp/

適用外

https://www.asobosaga.jp/sagasasaeai3/

適用

https://www.nagasakitabinet.com/houjin/report/furusatoshinkokyu-cpn

一人あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大3千円割引き

熊本

大分

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 日帰りは適用外

一泊あたり 2千円のクーポン(3連
泊まで)
一人あたり 2千円のクーポン

一泊あたり 2千円のクーポン(旅行
代金6千円未満は付与適用外)
適用外
一人あたり 2千円のクーポン(旅行
代金6千円未満は付与適用外)

https://kumamoto.guide/kumamotocpn2021/

なし

※自治体独自施策
適用外

https://lookup-kumamoto.com/

日帰り 日帰りは適用外
宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン
https://goto-travel-oita.com/

日帰り 一人あたり 最大２.5千円割引き
宿泊

一人あたり 最大2千円のクーポン

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 最大2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 最大2千円のクーポン

宿泊

一泊あたり 最大5千円割引き

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き
宿泊

適用外

一泊あたり 2千円のクーポン(旅行
代金4千円未満は付与適用外)
一人あたり 2千円のクーポン(旅行
代金4千円未満は付与適用外)

一泊あたり 最大5千円割引き

一泊あたり 2千円のクーポン

日帰り 一人あたり 最大5千円割引き

一人あたり 2千円のクーポン

※自治体独自施策
「高知観光トク割キャン
ペーン」と併用可

https://www.kankomiyazaki.jp/campaigns/2022/jimomiy
atabi.html
https://www.imakago.com/

適用(宿泊クーポン所持者のみ)
それ以外は適用外

https://okinawasaihakken.com/

「くまもと再発見の旅」と
併用可

