
【滋賀県民限定】コンビニ券所有者限定 今こそ滋賀を旅しよう！  4

近江牛会席付き1泊2食プラン

-----—ーーお客様ヘ ― -------

新型コロナウィルス感染拡大予防策と致しまして、

●朝食はお膳でのご用意となります。

●ご利用の際、 必ずマスクをご着用下さい。 マスクが無い方はご利用をお断りします。

●ご利用時に検温を行い体温が3 7. 5℃以上又は体調不良の方はご利用をご遠慮ください。

※各旅行会社から発行される割引ク ー ポンとの併用は、 出来ません。

何卒ご理解のほど、 よろしくお願い申し上げます。

■大好評だった【今こそ滋賀を旅しよう！】第4 弾！ ！ ■

※コンビニ券を持参されない場合はしが周遊クー ポン ・ 宿泊割引の特典は受けられませんのでご注意下さい。

※チェックイン時に住民票が滋賀県であることが確認できる証明書を提示（宿泊者全員分）と宿泊者確認書の提出が必

要となります。（宿泊者確認書は『滋賀県公式観光サイト』から出発前にダウンロー ド頂き、 記入の上ご持参ください。）

※滋賀県が居住地と確認できる、 身分証明書の提示及び宿泊者確認書の提出が無い場合は、 当キャンペ ー ンの対象外と

なります。（運転免許所マイナンバ ー カ ー ド健康保険証等）

宿泊施設でのチェックイン時にコンビニ券と引き換えでお渡しするとともに、 宿泊代割引補助を致します。

① 5,000円相当の周遊クー ポンを配布！

② 精算時10,000円以上の宿泊プランで6,000円の割引補助！

【クー ポンブックの入手の仕方】

(1)「今こそ滋賀を旅しよう！ 4 コンビニ券」をコンビニで1,000円で購入

(2)「今こそ滋賀を旅しよう！ 4  」専用プランで宿泊予約

(3)コンビニ券を持参し、 チェックイン時にク ー ポンと引き換えと割引補助

※周遊ク ー ボンはチェックイン時以外にお渡しできません。

※クー ポンはおひとりにつき1泊あたり1セット(1000円X5枚綴）

※添い寝のお子様は特典対象外です。

※ 「しが周遊ク ー ポン」は宿泊代の支払いには利用できません

※コンビニ券は、 1人1泊につき、 1枚必要となります。

※大人、 小人ともに同じ条件となります。



今こそ滋賀を、
旅しよう。

キャンペーン 滋賀県民限定

新型コロナウイルス感染症の状況により、当事業は予告なく変更となる場合があります

滋賀県民
限定

「今こそ滋賀を旅しよう4／宿泊補助券」1,000円ご購入で

Let's discover the charm of Shiga.

滋賀県公式観光サイト
で「しが周遊クーポン」
の使えるお店をご覧い
ただけます

キャンペーンの詳細は
HPでご確認ください

滋賀県提供
滋賀県提供対象宿泊プラン 

7,000円以上の方のみ

宿泊補助
しが周遊
クーポン＋

対象宿泊プラン
10,000円以上 　　6,000円
4,000〜10,000円未満 　　3,000円

補助
補助

5,000円分

第4弾第4弾

滋賀県公式観光サイトでキャンペーンの最新情報をご覧ください
発行元／公益社団法人びわこビジターズビューロー

※チェックイン時に宿泊者全員の居住地が 滋賀県 であることの確認書類の提示が必要です。

8.31火
2021

宿泊まで

対象

三校



コンビニ券

¥1,000 しが周遊クーポン

引換券（証）

コンビニ券

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

入場・拝観 体験 交通 飲食 物販

入場・拝観 体験 交通 飲食 物販

入場・拝観 体験 交通

入場・拝観 体験 交通

入場・拝観 体験 交通

飲食 物販

第4弾限定

第4弾限定

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

有効期間：2021年9月1日

有効期間：2021年9月1日

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

入場・拝観 体験 交通 飲食 物販

入場・拝観 体験 交通 飲食 物販

入場・拝観 体験 交通

入場・拝観 体験 交通

入場・拝観 体験 交通

飲食 物販

第4弾限定

第4弾限定

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

有効期間：2021年9月1日

有効期間：2021年9月1日

キャンペーン概要

コンビニ券購入からご利用までの流れ

「しが周遊クーポン」を使って、滋賀・びわ湖の旅を満喫

①宿泊補助

2021年7月9日金～8月31日火宿泊

有効期間 2021年7月9日金～9月1日水

7月7日水10時 滋賀県内

2021年7月7日水
滋賀県

②しが周遊クーポン（5,000円分）※3

対象宿泊プラン10,000円以上→ 6,000円補助（割引）
4,000〜10,000円未満→ 3,000円補助（割引）（ ）

「今こそ滋賀を旅しよう4／宿泊補助券」をコンビニで購入

■コンビニ券取扱店舗（滋賀県内）と購入方法

対象の宿泊施設を予約・お支払い

旅行会社で予約の場合

オンラインまたは宿泊施設へ
直接申し込みの場合

ご旅行当日

飲食店で 人気の
観光地で

アクティビティ・
体験で

宿泊施設の
館内で

お買い
物で

第4弾第4弾滋賀県民限定

「今こそ滋賀を旅しよう！第4弾」は、あらかじめ「今こそ滋賀を旅しよう4／宿泊補助券」（以下コンビニ券）を購入・所有し、対象プランをご予約
された方に滋賀県が①宿泊補助を提供（宿泊補助割引は宿泊代金お支払い時に、コンビニ券提出と引き換えで適用されます）。さらに対象宿泊
プランが7,000円以上（補助割引前）の場合には、②「しが周遊クーポン」を提供する滋賀県民限定のキャンペーンです（「しが周遊クーポン」は
滋賀県内の観光施設、飲食店等約400ヶ所以上でご利用いただける5,000円分のクーポンです。宿泊施設でのチェックイン時（または宿泊施設
によりチェックアウト時）にお渡しします）。

● 当事業で発行するコンビニ券※1 ※2を1,000円で購入し、滋賀県内の対象宿泊施設の対象プランで予約、宿泊されると、滋賀県が① 
または①②を提供します。

コンビニ店内の端末
で検索。商品番号を
入力します。

・1,000円相当のクーポンが5枚綴になっている5,000円相当のクーポンです。
・Webサイトに記載の利用可能箇所・店舗でご利用いただけます。
・クーポン取扱箇所・店舗では1,000円単位で、お支払いの手段として利用可能です。
・おつりは出ませんが、現金をつけ足してお支払い可能です。
ご利用になられなかった場合、いかなる場合も、返金・払い戻しはできません。

旅行会社でコンビニ券を提出。
対象宿泊プラン7,000円以上の
場合は「しが周遊クーポン」引換券（証）を受け
取り、旅行代金を精算（補助額を割引）します。

宿泊予約サイト、宿泊施設のホーム
ページまたは宿泊施設へ電話で申し
込み。「コンビニ券所有者限定プラン」
（現地払いプラン）で宿泊予約。

ご希望の宿泊施設が満室等によりご予約できない場合もあります。コンビニ券をご購入の際には、宿
泊施設の専用プランの空き状況もご確認の上、ご購入ください（コンビニ券の払い戻しはできません）

宿泊者全員の県民
（居住）証明書提示

宿泊者全員の県民
（居住）証明書提示

滋賀県内の各旅行会社店舗

「今こそ滋賀を旅しよう4」専用商品

クーポンの使い方

最新情報、詳細は滋賀県公式観光サイト
「滋賀・びわ湖観光情報」でご確認ください。

当日は、「しが周遊クーポン」引
換券（証）を持ってチェックイン。

当日はコンビニ券を持っ
てチェックイン。宿泊代金
はコンビニ券を提出し精算
（補助額を割引）します。

チェックイン時（一部
チェックアウト時）に
「しが周遊クーポン」
（5,000円分）をお受
け取りください。

◆ 7,000円以上の宿泊
プラン利用の方限定

◆�宿泊プラン7,000円以上（大人・小人共通／宿泊補助割引前）の場合、宿泊施設でお渡しします。

（イメージ）

（イメージ）

端末から出てきた受
付票（申し込み）をレジ
に持っていきます。

レジで1,000円を支
払い、コンビニ券を受
け取ります。

宿泊対象期間

宿泊販売開始日

コンビニ券販売地域

コンビニ券販売日

※ 1 コンビニ券は1人1泊につき1枚利用可能です。※1枚のコンビニ券につき、宿泊
補助割引1泊分、「しが周遊クーポン」（対象宿泊プラン7,000円以上の場合のみ） 
1セットの引き換えです。
※ 2 コンビニ券は1種類／7月9日～8月31日の宿泊分まで有効。
※ 3 「しが周遊クーポン」は、おひとり様1セット（1,000円×5枚綴）。
※4  県民（居住）本人確認（宿泊者全員分必要）：運転免許証、マイナンバーカード、 
健康保険証等（詳細は滋賀県公式観光サイトにて必ずご確認ください）。

※お子様：宿泊プランを有料で購入の場合、同じ条件でコンビニ券が利用いただけます。
※ チェックイン時（一部施設はチェックアウト時）に受け取る「しが周遊クーポン」は、宿
泊代の支払いには利用できません。

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、当キャンペーンの企画・内容が変更になる
場合があります。コンビニ券は払い戻しできません。

対象宿泊プラン（補助割引前）
7,000円以上の方のみ

※チェックイン時に宿泊者全員の居住地が滋賀県であることの確認書類 ※4 の提示が必要です。

滋賀県公式観光サイトで「しが周遊クーポン」の使えるお店をご覧ください
発行元／公益社団法人びわこビジターズビューロー

滋賀県公式観光サイトで
「しが周遊クーポン」の
使えるお店をご覧いただけます

その他、対象施設や使用方法など、
注意事項はこちらのサイトで
ご確認ください

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

入場・拝観 体験 交通 飲食 物販

入場・拝観 体験 交通 飲食 物販

入場・拝観 体験 交通

入場・拝観 体験 交通

入場・拝観 体験 交通

飲食 物販

第4弾限定

第4弾限定

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

有効期間：2021年9月1日

第4弾共通

有効期間：2021年9月1日

有効期間：2021年9月1日

セブン−イレブン（マルチコピー） ローソン、ミニストップ（Loppi）
トップ画面『チケット』
 →『JTBレジャー』→商品番号入力・購入

トップ画面『各種番号をお持ちの方へ』
　→商品番号入力

7月7日水10時   コンビニ商品番号 0256861

使える施設は
なんと

約400ヶ所以上

！
！！

❶ ❷ ❸ ❹

❹

❺

❺

❻❻

共通券

限定券

全施設で利用可能

施設のみで利用可能
※飲食・物販店利用不可

入場・拝観

入場・拝観

体験

体験

飲食

交通

交通

物販

三校
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