
ヒュー！っと泊まって旅得クーポン第２弾とは・・・

キャンペーン適用期間

対象者 発行手続方法

キャンペーン適用条件

『ヒュー！っと泊まって旅得クーポン第２弾』は、日向市内の
キャンペーン登録施設に宿泊された方を対象に、3,000円分のクー
ポン券を配布するキャンペーンです。
クーポンは日向市内の飲食店やタクシー、道の駅にてご利用可
能です。
お得に宿泊できるこの機会に、ぜひ日向市にお越しください♪

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、本キャンペーンを中断または中止する
場合がございますので、予めご了承ください。

２０２１年 ２０２２年

１０月１１日(月)～１月１０日(月)チェックイン分
※クーポン発行手続期間は、１０月１日(金)～
※発行手続は宿泊日から起算して７日前までの受付
※期間中であっても、施設によっては、配布が終了している場合がございま
す。予めご了承ください。

宮崎県内在住者
※今後範囲を拡大することもございます。

インターネットまたは電話
※手続きの手順は次頁を参照のこと。

ヒュー！っと泊まって旅得クーポン
発行手続・利用方法

①クーポン配布対象宿泊施設に宿泊予約された方
かつ、②事前に発行手続きをした方
※同施設では月2回までの配布適用となります。3回以後は申し込まれても適用対象外と
なりますので、お気を付けください。

キャンペーン内容

クーポン配布対象宿泊施設に宿泊された方を対象に

１名様につき３，０００円分クーポン券を配布
※連泊であっても3,000円分のみの配布となります。
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ヒュー！っと泊まって旅得クーポン
停止等の対応について
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① 宮崎県が発表する新型コロナウイルス発生区域が感染警戒
区域（オレンジ区域）になる可能性が高いと判断された場合、
新規申し込みを停止、既申し込み分の配布のみ続行。
② 宮崎県が発表する新型コロナウイルス発生圏域が感染急増
圏域（赤圏域）になる可能性が高いと判断された場合、新規申
し込み並びに、既申し込み分を含めて申込・配布を全て停止。
③ この他、隣県や全国の感染状況等をふまえ、総合的に判断
いたします。

クーポン配布停止基準

停止等の告知

日向市観光協会ホームページ、Facebook

停止にあたって

・新規発行手続は告知と同時に手続き受付を停止いたします。
・配布停止は、告知日から起算し、5日後から停止いたします。
・クーポン配布停止でキャンセルされる場合であっても、キャ
ンセル料の負担はいたしません。
・配布停止になった場合、既に発行手続を行っており、配布停
止期間にかかる方にに関しましては、配布停止の旨の通知を行
います。

コロナ禍の旅行について

・旅先の状況確認は忘れずに行いましょう。
・旅行は同居の家族や身近な人と少人数で行いましょう。
・週末や連休の混雑を避けて、平日にゆっくり旅行を楽しみま
しょう。
・マスク着用の徹底等、新しい旅のエチケットを守りましょう。
・旅行中の会食は『みやざきモデル』を徹底し、感染症対策を
行いましょう。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sogoseisaku/covid-19/kenmin/20201016114113.html


宿泊施設を予約

クーポン発行手続き
※宿泊日から起算して７日前までの受付

各宿泊施設へご自身でご予約ください。
※クーポン配布対象宿泊施設は４ページをご参照ください

①発行手続ページへアクセス

日向市観光協会ホームページ（http://www.hyuga.or.jp/）

または右QRコードからアクセスしてください。

②発行手続ページにて宿泊予約をした施設を選択
※宿泊予約をした施設を選択していない場合、当日クーポンをお渡しでき

ません。選択の間違いにお気を付けください。

③フォーム内の必要事項を記入

クーポン発行手続き方法（１）

ステップ１

ステップ２

手続が正常に完了しましたら、ご記入いただいたメールアドレスに自動返
信メールが届きます。万が一届かない場合は、手続きが完了しておりませ
んので、必ず自動返信メールの確認をお願いいたします。

3

1ページ目に、お客様の氏名・住所・電話番号・メールアドレス、
2ページ目にチェックイン日等を入力していただきます。
入力がすべて完了しましたら、『送信』ボタンを押してください。

下記のように配布対象宿泊施設一覧が表記されていますので、予約し
た施設名を選択してください。

3

http://www.hyuga.or.jp/


クーポン引換画面をメールにて送付

クーポン引換

発行手続から３日以内にご記入いただいたメールアドレスにお送りします。

チェックイン時に宿泊施設スタッフへ引換画面をお見せください。
電話でのお申し込みの方は、クーポン引換券と引き換えてください。
※チェックイン時以外のお渡しはできませんので、必ずチェックイ
ン時にご提示ください。

クーポン発行手続き方法（２）

ステップ３

ステップ４

インターネット手続きができない方は・・・

旅得クーポン事務局への電話で発行手続
旅得クーポン事務局（平日・土日祝日9:00-17:00）
☏０９８２－６６－０２２５

郵送にてクーポン引換券送付
※お電話から３～４日以内にお手元に届くよう発送いたします。
※クーポン引換券はクーポンではございません。必ず宿泊施設にて引換
をお願いいたします。

ステップ５

クーポンの利用

共通券（５００円×２枚）
・参加店一覧すべての店舗で利用可能
・宿泊代金としても利用可能

飲食・タクシー・道の駅券（５００円×４枚）
・参加店一覧すべての店舗で利用可能
・宿泊代金としては利用不可

クーポンをお渡しする際に、参加店一覧をお渡しいたします。その中からお好き
な店舗でご利用ください。
有効期限は発行から５日間です。

クーポン券種

↑このステッカー
が参加店の目印‼
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施 設 名 住所（日向市省略） 電話番号

ホテルベルフォート日向 上町7-3 52-0001

ホテルメリッサ日向 上町17-7 55-8181

ルミエール日向 本町11-1 55-1222

日向第一ホテル 本町11-5 52-8151

ニューホテルはやた 新生町1-99 53-6000

民宿 富士 亀崎西1-23 52-3758

ペンション青葉 亀崎1-108 52-3966

民宿 いずみ 美々津町3916-1 58-1300

望洋館 平岩191-2 57-1002

民宿 山の茶屋 原町2-7-3 53-8881

あゆの是則 幸脇宮田1360 58-0602

民宿 船待 幸脇25 58-0217

民宿 磯 幸脇234 58-0313

民宿 みやこ家 幸脇367-1 58-0164

民宿 金ヶ浜 平岩2221-1 57-1550

民宿 久恵 幸脇551-1 57-1855

Pleasant日向 平岩64-1 57-2727

Guest house Pumping Surf 平岩10876-15 95-7311

ゲストハウス圭ノ屋 美々津町3247 090-4483-3653

Guest House & Beach Café fuego 幸脇561-2 60-1958

日向サンパーク オートキャンプ場 幸脇303-5 56-3800

Le Lodge 美々津 美々津町4815-1 080-3972-6968

ゲストハウスGOOFY 幸脇569番イ 57-2210

GUEST HOUSE OCEAN BLUE 幸脇550-33 090-2505-1416

日向サーフキャンプ 幸脇487 080-6459-7547

THE VILLA SHARE ～OCEAN SIDE KANEGAHAMA～ 平岩1284-1 0985-71-0006

ソレイユホーム日向 財光寺1811-1、1810-1 070-1970-8805

日向美々津の宿 美々津町3388 03-6321-1037

※2021年8月1日現在の情報です。

クーポン配布対象宿泊施設一覧
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旅得クーポンQ＆A
質 問 回 答

クーポン対象者は宮崎県在住者とあるが、今
後対象が拡大することはあるのか？

新型コロナウイルス感染症の感染状況等を鑑
み、拡大する可能性はございます。対象者を
拡大する場合は、日向市観光協会ホームペー
ジやFacebookページにて告知いたします。

県外在住の家族が一緒に宿泊する場合、クー
ポンはもらえるのか？

8月21日時点では、宮崎県在住の方が対象と
なっておりますので、県外在住の方へのクー
ポン配布はできません。なお、今後コロナウ
イルス感染症の状況次第では、対象を拡大す
る可能性がございます。

複数人での利用も可能か。 可能です。ただし、クーポン発行手続をお一
人ずつ行っていただく必要がございます。

子供もクーポン配布対象となるのか。 宿泊料金が発生する場合は対象となります。
ただし、添い寝プランや料金が発生しない場
合は対象外です。

インターネット（OTA）での宿泊予約の場合
も配布対象となるのか。

配布対象となります。ただし、インターネッ
ト上で事前決済している場合は、クーポンを
宿泊料金に充当できません。

連泊の場合は、泊数分のクーポンをもらえる
のか。

連泊の場合であっても、お一人につき、
3,000円分クーポンのみの配布です。

他のキャンペーン等との併用は可能か？ 現在、宮崎県民対象に行っているジモ・ミ
ヤ・タビキャンペーンや今後再開されるであ
ろうGoToキャンペーン等との併用は可能で
す。

クーポンの有効期限は？ クーポン発行（チェックイン）日から5日間
とです。なお、クーポン発行日付印欄に日付
スタンプ押印がないものは無効となります。

クーポンを落としたり、なくした場合、再発
行はできるのか？

再発行はできません。

７日前までに発行手続きができなかった場合、
クーポンを発行してもらえないのか？

７日前までに発行手続ができなかった場合は、
事務局（☏0982-66-0225）へお電話ください。

キャンペーンの中断や再開はどこで確認でき
るか？また、中断や中止期間中のクーポンを
使うことはできるのか？

中断や再開につきましては、日向市観光協会
ホームページやFacebookにてお知らせいたし
ます。

クーポンは返品・交換や譲渡はできるのか。 できません。

クーポン券は１度に使える枚数制限などはあ
るのか？

使用枚数制限はございません。１店舗で何枚
ご利用いただいても結構です。

クーポンの引換をチェックイン時に忘れてい
た。チェックイン後の引換は可能か？

チェックイン時のみの引換となります。
チェックイン時以外の引換には原則応じられ
ません。
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