
みやざき県民
「旅して応援！」
キャンペーン

宮崎県内の宿泊施設に泊まって応援しよう！

宮崎県民
限定！

①泊まりたい宿泊施設が販売する割引プランを利用して宿泊する。
宿泊クーポン分が既に割引されたお得なプランになっています。

●販売期間 令和2年6月19日（金）～令和2年9月18日（金）
●利用可能期間 令和2年6月19日（金）チェックイン分～令和3年2月28日（日）チェックアウト分迄
●販売価格 各施設のプランによって異なります。
●販売方法 各宿泊施設での電話予約、WEB予約等 ※宿泊施設によって異なります。
●利用条件 ・プランの予約、利用は県内在住の方に限ります。

・宿泊される施設へ必ず該当プランの予約を入れてください。
・プランを利用する際には、予約者ご本人であることを確認させていただく場合があります。

②泊まりたい宿泊施設で「ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン」を購入して宿泊する。
額面5,000円のクーポンが1枚2,500円で販売されます。

●販売期間 令和2年6月19日（金）～令和2年9月18日（金）
●利用可能期間 令和2年6月19日（金）チェックイン分～令和3年9月30日（木）チェックイン分迄
●販売価格 額面5,000円のクーポンを1枚2,500円で販売

※1施設あたりお1人様最大8枚まで購入可能ですが、施設によっては購入可能枚数を8枚以下に
制限する場合があります。

●販売方法 各宿泊施設のフロント、WEB、電話等 ※宿泊施設によって異なります。
●利用条件 ・購入した宿泊施設のみでご利用いただけます。

・クーポンの購入・利用は県内在住の方に限ります。
・クーポン購入の際、県民であることの確認をさせていただきます。
・クーポンの転売はできません。
・クーポンを利用する際には、クーポン購入者御本人であることを確認させていただく場合が
あります。

・現金との引き換え、払い戻しはできません。また、お釣りはでません。

応援消費による地域経済の活性化を図るため、県民の皆さまが県内の宿泊施設にお得に泊まれるキャンペーンです。
キャンペーンを利用するには、
① 泊まりたい宿泊施設が販売する割引宿泊プランを利用して宿泊する
② 泊まりたい宿泊施設で「ジモ・ミヤ・ラブ宿泊クーポン」を購入して宿泊する の2つの方法があります。
宿泊施設によっては①のみを販売、②のみを販売、または両方販売する施設もございますので、詳しくは宿泊施設
へお尋ねください。以下に①、②それぞれについて記載しておりますので、ご一読ください。

みやざき県民「旅して応援！」キャンペーンとは？

【キャンペーンに関するお問い合わせ】
公益財団法人宮崎県観光協会 ☎：0985-26-6100

宮崎観光情報「旬ナビ」

※①、②いずれの場合も売り切れ次第終了となります。また、現在休業中等のため、販売開始が遅れる施
設もございます。
※プラン・クーポンの販売は各宿泊施設で行っております。宮崎県観光協会での販売は行っておりません。



ホテルメリージュ 0985-26-6666 ドライブイン大海 0987-29-1308

延岡市 ホテルルートイン宮崎橘通 0985-61-1488 日南海岸南郷プリンスホテル 0987-64-4121

アパホテル宮崎延岡駅前 0982-35-8888 宮崎観光ホテル 0985-27-1212 蜂之巣公園 0987-55-3828

アパホテル宮崎延岡駅南 0982-34-8888 宮崎グリーンホテル 0985-22-1121 ビジネスホテルサーフィン 0987-64-0748

エンシティホテル延岡 0982-32-6060 宮崎第一ホテル 0985-23-1111 ホテルジェイズ日南リゾート 0987-55-3333

OYOホテルアクティブ延岡 0982-21-2500 宮崎ライオンズホテル 0985-22-6111 ホテル丸万 0987-64-1788

潮香ノ宿　髙平屋 0982-45-3191 民宿みさき荘 0985-65-0038 旅館　ふじやす 0987-22-2738

須美江家族旅行村 0982-43-0201 民宿美波 0985-65-0037 旅館　百合 0987-25-2559

高島荘別館 0982-45-2268 ラグゼ一ッ葉・コテージヒムカ 0985-21-1333 串間市

延岡アーバンホテル 0982-22-8800 リッチモンドホテル宮崎駅前 0985-60-0055 黄金荘 0987-76-1029

延岡第一ホテル 0982-34-1181 ルートイングランティアあおしま太陽閣 0985-65-1531 串間温泉いこいの里 0987-75-2000

延岡ホテル 0982-34-2100 レガロホテル宮崎 0985-31-6300 ホテル中村荘 0987-72-0038

ビジネスホテル延岡 0982-32-3955 民宿　あさと 0987-72-8819

ビジネスホテルフクハラ 0982-32-2123 高屋温泉 0983-42-4283 民宿　海洋荘 0987-76-1354

ホタルの宿 0982-24-6022 民宿　恋ヶ浦 0987-76-1631

ホテルルートイン延岡駅前 0982-23-1300 ゲストハウスHokedakeSou 0985-78-1894 民宿　よしの屋 0987-72-1095

道の駅北浦・浜木綿村 0982-45-3811 旅館　あかつき荘 0987-72-0623

旅館兼六園 0982-32-2442 綾てるはの森の宿 0985-77-1227 旅館　良屋 0987-72-1667

あゆの山水 0985-77-1626

ニューホテルはやた 0982-53-6000

はまぐり荘 0982-52-2335 高鍋第一ホテル 0983-23-0111 Camp権代

日向第一ホテル 0982-52-8151 ホテル四季亭 0983-23-0043 海心の宿A.SOBE

ホテルベルフォート日向 0982-52-0001 かりこぼーずの宿

Le Lodge美々津 080-3972-6968 新富ノ家 0983-32-1082 桃源郷の宿

ルミエール日向 0982-55-1222 民宿　初音 0983-33-0132 米良の宿富士屋

民宿いつせい

石峠レイクランド 0982-68-2222 ステラ　スポーツ 0983-36-1305 一里山園

中小屋キャンプ場（スカイロッジ銀河村） 0982-68-2522 ビオスごうだ

南郷旅館 0982-59-0010 wanvino 0983-32-2510 あさひ亭

　 都ノ関

森の民宿「樹の里」 0982-65-0694 里ぐらし

アパホテル宮崎都城駅前 0986-27-1000

欧風宿ぶどうの樹 0982-72-6595 かかしの里ゆぽっぽ 0986-64-3711 結城邸(遊季)

ソレスト高千穂ホテル 0982-83-0001 関之尾緑の村 0986-37-2929 くすの木

たかちほ旅人とまちの宿さんかく 050-7128-3911 常盤荘 0986-64-2246 美々地れんげ亭

高千穂離れの宿神隠れ 0982-72-2111 合歓木温泉　沖水店 0986-36-6030 お和や

花旅館岩戸屋 0982-74-8118 ベッセルホテル都城 0986-46-7777 てんじんもり

B＆B浮き雲 0982-82-2703 ホテル・アルファーワン都城 0986-21-3000 献上そばの里

ホテル四季見 0982-72-3733 ホテルウィングインターナショナル都城 0986-22-2111 あんちゃんハウス

民宿　神楽の館 0982-74-8880 ホテル中山荘 0986-23-3666 みつちゃんハウス

民宿　まろうど 0982-72-7226 都城グリーンホテル 0986-25-6111 フロッグフイツシユ

旅館　神仙 0982-72-2257 都城サンプラザホテル 0986-25-7070 八起ふもんじ

旅館　大和屋 0982-72-2243 都城シティホテル 0986-25-6300 しいの木

旅情苑やまざと 0982-72-2757 メインホテル 0986-23-3135 かがせの里

山之口町総合活性化センター青井岳荘 0986-57-2177 海狸家

TR列車の宿 0982-87-2600 なごみの家

NPK　すきむらんど 0984-48-2480 FreeDom

五ヶ瀬温泉　森の宿木地屋 0982-82-1115 HALO HOTEL 小林 0984-22-8600 厩

五ヶ瀬の里キャンプ村＆ゲストハウス 090-4475-5005 ホテルプラザ 0984-23-3100

道の駅ゆ～ぱるのじり 0984-44-2210 生駒ファーム

民宿　和楽家 0984-23-8589 たちゃんのやど

青島グランドホテル 0985-65-0111 恵の湯神の郷温泉 0984-23-2006 農家の宿くらら

AOSHIMA SUIKOEN 0985-65-1234 和熱の里

青島サンクマール 0985-55-4390 えびの市国際交流センター 0984-35-3211 みかんやま荘 ※

青島フィッシャーマンズ・ビーチサイドホステル＆スパ 0985-77-5525 加久藤温泉 0984-35-1230 くまのかくれ家

アパホテル宮崎駅橘通 0985-20-5500 京町観光ホテル 0984-37-1231 まりチャン家

アリストンホテル宮崎 0985-23-1333 玉泉館 0984-37-1550 のんびり庵

エアラインホテル 0985-29-7070 十兵衛の宿 0984-37-2799 畑の宿づのかんぽ

ANAホリデイ・インリゾート宮崎 0985-65-1555 白鳥温泉上湯 0984-33-1104 おしげさんの宿

ガーデンテラス宮崎ホテル＆リゾート 0985-78-0777 白鳥温泉下湯 0984-33-3611 くすの樹

割烹吉永 0985-58-2222 スパ・プラザ湯遊 0984-37-0007 夢追い人のくらやみ道場

ケイズストリートホテル宮崎 0985-61-8622 松尾旅館 0984-37-1511 つばきの里

JR九州ホテル宮崎 0985-29-8000 矢岳高原ベルトンオートキャンプ場 0984-37-1033 small-field

シェラトングランデオーシャンリゾート 0985-21-1133 湯の宿周山 0984-37-0930 ねむの花咲く宿

地蔵庵 0985-65-0039 旅館　あけぼの荘 0984-37-1552 ゆめや

スーパーホテルPremier宮崎一番街 0985-42-9000 里山・北樹園

スーパーホテル宮崎 0985-61-9000 皇子原温泉 0984-42-1221 まつくぼ工房

天然温泉　日向の湯　ドーミーイン宮崎 0985-35-5489 皇子原公園 0984-42-3393 花重の里

ニューウェルシティ宮崎 0985-23-3311 ゲストハウスNAGATA 070-4387-0876 虹いろ農園

ビジネスホテル有明 0985-51-3888 極楽温泉　匠の宿 0984-42-3326 柿の家

ビジネスホテル林荘 0985-27-2188 御池野鳥の森公園御池キャンプ村 0984-42-4038 友ちゃんの宿

ビジネスホテル宮崎ロイヤルホテル 0985-25-5221 湯之元温泉 0984-42-3701 東の里山

ホテル金住 0985-25-3455 湯之元の隠れ家 070-4387-0876 自然と癒しの御休み処昭和の里

ホテルクレイン橘 0985-27-6868 田舎家　風流里

ホテルJALシティ宮崎 0985-25-2580 くにちゃん

ホテルスカイタワー宮崎駅前 0985-31-1111 うしおのもりキャンプ場 0987-67-4608 山風農園

ホテルセンチュリー宮崎 0985-26-5555 北郷音色香の季節　合歓のはな 0987-21-7110 ほたるの郷

ホテルブリスベン 0985-28-8123 北郷温泉旅館丸新荘 0987-55-2953 GOAN

ホテルブリスベンズ 0985-32-8888 城戸荘 0987-23-1011 春ちゃんの菜園畑

ホテルマリックス 0985-28-6161 サンチェリー北郷 0987-55-3611

ホテルマリックスラグーン 0985-38-5000 SMALLHOTEL NPORT 0987-64-0748

蔵森

赤藤園

引地

東屋

新地

corasita

農家民宿　山柿の瀬

上村

農家民泊綾野ファーム

Totoro

西乃郷

民宿平家

民宿焼畑

中竹旅館

富どの亭

農家の宿　丹野

民宿おまえ

民宿又一

民宿紅葉屋

民宿魁

民宿清流

二鶴旅館

ひえつき荘

民宿鈴懸

森の民宿龍神館

岩富旅館

森の古民家「桜のつぼね」

旅館鶴富屋敷

旅荘陣屋の里

旅館奥日向

森の宿三越

諸塚村くぬぎの里ツーリズム推進協議会　0982-65-0178

一般社団法人椎葉村観光協会　　　　0982-67-3139

一般社団法人ツーリズム高千穂郷　0982-82-2199

くぬぎの里農家民宿「水車」

くぬぎの里農家民宿「山の川内」

くぬぎの里農家民宿「向の原」

くぬぎの里農家民宿「新家」

くぬぎの里農家民宿「小路」

やまどり

池の窪グリーンパーク

森の古民家「やましぎの杜」

森の古民家「へいだの里」

高原町

日南市

みやざきツーリズム協議会　　　　0985-23-3443

延岡ふるさとツーリズム協議会　　070-2335-7480

北きりしま田舎物語推進協議会　　0984-22-3020

宮崎市

西都市

国富町

綾町

高鍋町

新富町

西米良村

木城町

都城市

小林市

農泊推進協議会等に掲載している施設

への宿泊を希望される方は、各協議会

等へお問い合わせください

えびの市

田の中

風の道

正念寺ロッジ

チャコの山村物語

けやきの里

くろがねもちの木の宿さつき

黒板村らくがき庄

ますがた

古戸野

農泊推進協議会等※

県　　北

日向市

美郷町

諸塚村

高千穂町

日之影町

五ヶ瀬町

県　　央

県　　西

県　　南


