ご利用期間

7月1日㈮▶9月30日㈮
ご利用方法

当選者が、このキャンペーンに参加する宿泊施設または旅行代理店に
直接予約してください。

宿泊施設へ直接予約される場合（インターネットからの予約も含む）
（オンライン決済不可）
❶ 対象の宿泊施設へ予約してください。
❷ 宿泊時にクーポン（原本）を提出してください。提出がない場合、割引できません。
❸ 宿泊施設にて身分証明証（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）で当選者の本人確認をさせていただきます。
❹ 宿泊プランの額からクーポンの割引額を引いた総額が当選者負担となります。宿泊施設へお支払ください。

旅行代理店で宿泊予約した場合
❶ 対象の旅行代理店で予約をしてください。
❷ 予約時や支払時など、旅行代理店に来店される際にクーポン（原本）を提出してください。提出がない場合は割引できません。
❸ 旅行代理店にて身分証明証（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）で当選者の本人確認をさせていただきます。
❹ 宿泊プランの額からクーポンの割引額を引いた総額が当選者負担となります。旅行代理店へお支払ください。

【ご利用方法の例】

1

10,000円のクーポンが当
選し、8,000円の1泊2日宿泊
プランを2名（当選者と友人）
で利用

8,000×2名=16,000円
16,000-10,000円=6,000円を
お支払いください。

2

10,000円のクーポンが当
選し、2泊3日で16,000円の
宿泊プランを1名で利用

16,000円×1名=16,000円
16,000-10,000円=6,000円を
お支払いください。

3

10,000円のクーポンが当
選し、9,000円の1泊2日の温
泉宿泊プランを1名で利用

入湯税のみお支払いください。
お釣りは出ません。

4

10, 0 0 0円のクーポンが
家族で2枚当選し、7,000円
の1泊2日宿泊プランを4人
（当選者2名・小学生の子ども
2名）
で利用
7,000円×4名=28,000円
28,000円-20,000円=8,000円を
お支払いください。

〈ご注意〉● 他の割引キャンペーンとの併用が可能です。● クーポンで旅行券等の金券は購入できません。● 宿泊プラン料金が割引額（10,000円）を下回る場合
はプラン料金を割引上限とします。● クーポンを2回以上にわけて利用することはできません。● 入湯税は別途自己負担です。● 当選者と同一会計（別室可）の場
合、1枚のクーポンの割引額を複数人でわけて利用できます。同行者の年齢・住所は問いません。● クーポンの譲渡やコピーでのご利用はできません。クーポンを紛
失した場合の再発行については
「富山に泊まってエンジョイキャンペーン」事務局までお問い合わせください。● 宿泊予約のキャンセルには、定められたキャンセル
料が発生します。キャンセル料にクーポンは使用できません。● インターネットからの予約の際は、宿泊施設に直接支払いする場合にクーポンの利用ができます。
● マスクの着用や
「３密」の回避など、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください。

（五十音順・敬称略）※参加事業者は増える場合がございます。

参加宿泊施設一覧
■

ANAクラウンプラザホテル富山

■

コンフォートホテル富山駅前

■

ダイワロイネットホテル富山

■

天然温泉 富山剱の湯 御宿野乃

■

とやま古洞の森 自然活用村

■

鯰温泉

■

ホテル草津

■

ホテルよし原

■

八尾ゆめの森 ゆうゆう館

■

ロッジ太郎

富山市大手町2-3
TEL 076-495-1111

富山市宝町1-3-2
TEL 076-433-6811

富山市荒町6-1
TEL 076-420-0055
富山市総曲輪3-9-2
TEL 076-421-5489

富山市池多1044
TEL 076-434-0777
富山市今市3339
TEL 076-435-0016
富山市田刈屋137
TEL 076-432-4580
富山市内幸町4-12
TEL 076-432-0147

富山市八尾町下笹原678-1
TEL 076-454-3330
富山市原11-1
TEL 076-482-1418

参加旅行代理店
■

㈱エヌトラベル

■

新富旅行㈱

■

㈱JTB 富山店

■

中部観光㈱

■

富山地鉄サービス㈱ 旅行部

■

㈱ニュージャパントラベル ファボーレ店

■

平和堂旅行センター アル・プラザ富山営業所

富山市五福3601-13
TEL 076-433-0048
富山市向川原町2-23 ダイアパレス雪見橋1階
TEL 076-491-3223
富山市桜町1-1-36 富山地鉄ビル1階
TEL 076-441-1311
富山市黒崎445
TEL 076-425-3011
富山市千歳町1-1 富山地鉄ゴールデンボウル内
TEL 076-442-8181
富山市婦中町下轡田165-1 ファボーレ1階
TEL 076-465-1820
富山市婦中町下轡田165-1
TEL 076-466-1826

■

いなり鉱泉

■

オークスカナルパークホテル富山

■

桜橋ビジネスホテル

■

ダイワロイネットホテル富山駅前

■

富山エクセルホテル東急

■

富山マンテンホテル

■

パレブラン高志会館

■

ホテルグランテラス富山

■

ホテルルートイン富山インター

■

山の宿 やまびこ

■

割山森林公園 天湖森

■

朝日ツーリスト

■

㈱北日本新聞開発センター

■

JA富山市旅行センター

■

㈲西部トラベル

■

㈱ツアーパートナーズ

■

なのはな農業協同組合

■

㈱ニュージャパントラベル 本社

■

㈱ホクタテ ホクタテ旅行

富山市総曲輪1-8-3
TEL 076-432-9131
富山市牛島町11-1
TEL 076-432-2000

富山市新桜町9-3
TEL 076-433-3833
富山市桜町1-3-1
TEL 076-471-6422
富山市新富町1-2-3
TEL 076-441-0109

富山市本町2-17
TEL 076-439-0100
富山市千歳町1-3-1
TEL 076-441-2255
富山市桜橋通り2-28
TEL 076-431-2211

富山市黒崎401-1
TEL 076-424-0202
富山市本宮1338
TEL 076-481-1502

■

癒しの湯宿 クレヨンハウス

■

呉羽ハイツ

■

里の湯 雷鳥

■

立山国際ホテル

■

とやま自遊館

■

凪STAY おたや西

■

ペンション ホワイトベル

■

ホテルJALシティ富山

■

ホテルルートイン富山駅前

■

ゆーとりあ越中

■

㈱アルクトラベル

■

㈱品川グループ本社 トコシー旅行

■

㈱JTB 富山アピタ店

■

㈲タイセイツアーズ

■

東武トップツアーズ㈱ 富山支店

■

日本海ツーリスト㈱ 富山本社グリーンモール店

■

ニュー飛騨観光バス㈱ 富山営業所

■

北電産業㈱ ほくでんツアーズ

富山市本宮4-23
TEL 076-482-1515

富山市吉作4103-1
TEL 076-436-0191

■

いるかホステル

■

ゲストハウス しろいきせき

■

神通峡岩稲温泉 楽今日館

■

天然温泉 剱の湯 ドーミーイン富山

■

富山地鉄ホテル

■

凪STAY おたや東

■

ホテルヴィスキオ富山

■

ホテル森の風 立山

■

宮田旅館

■

リバーリトリート雅樂倶

■

㈱エコロの森

■

新富観光サービス㈱

■

㈱JTB 富山支店

■

㈲タイセイツアーズ 県庁生協旅行センター

■

㈱トマト旅行

■

㈱日本旅行 Tis 富山支店

■

ブライトトラベル

■

㈱ワールドトラベルサービス

富山市奥田新町8-1 ボルファート富山201室
TEL 076-471-7441
富山市本宮130-1
TEL 076-482-1240

富山市原11-3
TEL 076-482-1733

富山市岩稲26-1
TEL 076-485-2800

富山市原45
TEL 076-481-1111

富山市大手町4-8
TEL 076-420-0005

富山市湊入船町9-1
TEL 076-444-2100

富山市桜町1-1-1
TEL 076-442-6611

富山市八尾町鏡町2397
TEL 090-8969-5602

富山市八尾町鏡町2398
TEL 090-8969-5602

富山市原56
TEL 076-481-1016

富山市宝町1-4-1
TEL 076-443-2580

富山市明輪町1-231
TEL 076-464-6639
富山市原3-6
TEL 076-481-1126

富山市新富町1-3-17
TEL 076-433-5111
富山市春日96-1
TEL 076-467-5000

富山市八尾町西町2267
TEL 076-455-2011
富山市春日56-2
TEL 076-467-5550

富山市割山9-1
TEL 076-485-2777

富山市大手町3-9
TEL 076-461-6030
富山市安住町2-14 北日本新聞社3階
TEL 076-445-3587
富山市吉岡467-1
TEL 076-420-8111

富山市太郎丸西町2-7-11 ビューラーFM1階
TEL 076-422-6333
富山市新庄町1-10
TEL 076-482-4936

富山市豊田本町3-18-21
TEL 076-438-2214

富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま
TEL 076-441-2000
富山市中野新町1-2-10
TEL 076-421-7210

富山市安野屋町1-9-7
TEL 076-424-5666

富山市文京町3-4-8
TEL 076-444-0576

富山市千歳町2-5-26
TEL 076-444-5566

富山市上袋100-1 アピタ富山店1階
TEL 076-495-3377
富山市八尾町福島251
TEL 076-455-8211

富山市上野322
TEL 076-428-5544

富山市桜町1-1-36 富山地鉄ビル1階
TEL 076-431-7581
富山市新総曲輪1-7 富山県庁1階
TEL 076-441-1152

富山市本町9-10 大同生命ビル7階
TEL 076-431-7638

富山市山室226-2 グリーンモール山室内
TEL 076-422-5777
富山市西塩野152-2
TEL 076-461-3061

富山市牛島町18-7 アーバンプレイス5階
TEL 076-431-0301

富山市萩原250-1
TEL 076-428-5110
富山市明輪町1-230 クラルテ1階
TEL 076-444-7500
富山市婦中町下坂倉82-4
TEL 076-466-5585
富山市新根塚町1-9-45
TEL 076-491-2337

お問い合わせ先

〒930-0082 富山県富山市桜木町11-2 第一パーキングビル5階
富山市ホテル旅館事業協同組合内

「富山に泊まってエンジョイキャンペーン」事務局
電話：076-441-4796（平 日 9：00〜17：00）
Email：toyama-enjoy@yado-toyama.jp

詳細は富山に泊まって
エンジョイキャンペーンサイトを
ご覧ください。

https://toyama-enjoy.jp/

