定例記者会見資料
令和２年（2020 年）６月２３日

「滋賀らしい観光三方よし」の展開について

７月より「買って応援・泊まって応援・巡って応援」滋賀らしい観光三方よしと題し、観光・
物産の需要回復に向けて下記の事業を展開することとなりました。

① 「滋賀県ご当地モールの開催」

（参考１）

② 「滋賀の宿応援プロジェクト」
～滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 × あと宿～

（参考２）

③ 「今こそ滋賀を旅しよう」５，０００円分クーポン付宿泊プラン （参考３）

※各事業の詳細については別添の資料提供をご覧ください。
滋賀県商工観光労働部観光振興局
担当者名：辻、明石、奥本
内
線：３７４３、３７４０
電
話：077-528-3743、3740

参考１

資料提供

提供年月日：令和２年（2020 年）６月２３日
びわこビジターズビューロー
担当：沖・池
電話：077-511-1530
メール：bussan@biwako-visitors.jp
滋賀県商工観光労働部観光振興局
担当者名：明石、山田
内
線：３７４３
電
話：077-528-3743

「滋賀県×Yahoo!ショッピング」のコラボ企画
滋賀県の特産品が最大 30％OFF

「ええもん、うまいもん大集合

滋賀県ご当地モール」

7 月 1 日（水）12：00 よりスタート

※写真はイメージです。実際販売される商品とは異なる場合があります。

公益社団法人びわこビジターズビューロー（会長

三日月大造）では、滋賀県からの補助を受け、新型コロナ

ウイルス感染症拡大により、販売機会の喪失や売上減など、影響を受けておられる観光物産事業者の皆様を積極
的に支援することを目的として、大手 EC サイト「Yahoo!ショッピング」とコラボレーションし、滋賀県の観光
物産品を最大 30％のクーポンを用意した「ええもん、うまいもん大集合 滋賀県ご当地モール」を 7 月 1 日（水）
12：00 より開催します。

概要は裏面をご覧ください

「ええもん、うまいもん大集合 滋賀県ご当地モール」概要

・名

称：
「ええもん、うまいもん大集合

・期

間：
《事業全体》

滋賀県ご当地モール」

2020 年 7 月 1 日(水)～2020 年 8 月 16 日(日)
《クーポン配布期間》
第 1 期 2020 年７月 1 日(水)～2020 年７月 21 日(火)
第 2 期 2020 年７月 22 日(水)～2020 年８月 16 日(日)
※クーポンの配布は各期ごとに設定した予定金額に達し次第、終了いたします。
・クーポンの入手方法：
Yahoo!ショッピング内特設サイト「ええもん、うまいもん大集合 滋賀県ご当地モール」内でクー
ポンを取得できます。
※割引額の上限は１商品 30 万円となります。
※Yahoo!ショッピングのご利用には、Yahoo! JAPAN ID が必要になります。
・出店事業者数、商品数
第１期 ８０社（１０００商品）程度
第２期 只今、登録中
・U R L：https://topics.shopping.yahoo.co.jp/promo/gotouchi/shiga
※2020 年 7 月 1 日(水)12 時以降にアクセスできます
※ページ公開後、Yahoo!ショッピング（https://shopping.yahoo.co.jp/）トップページに
リンクバナーを設置いたします。

・サイトイメージ

資料提供

参考２

提供年月日：令和２年（2020 年）６月２３日
滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合
理事長 前川 為夫
担当：事務局 楠元
電話：077-522-2553
ﾒｰﾙ：info@shiga-ryokan-kumiai.jp
滋賀県商工観光労働部観光振興局
担当者名：辻、奥本
内
線：３７４０
電
話：077-528-3740

あとで泊まれるチケットで宿泊施設の“今”を応援する
滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 ×「あと宿」
滋賀の宿応援プロジェクトがスタート！
滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け苦境に立つ県内の宿泊
施設の支援するため、株式会社 SAGOJO が展開する「あと宿」の仕組みを活用して、滋賀の宿を応援するプロ
ジェクトをスタートさせることとなりました。
「あと宿」のプロジェクトは、後日に宿泊に利用できるチケットを販売し、宿泊代金の５割を事前に宿泊施
設に支払うという、
「コロナとつきあいながらの観光」に対応する新しい宿泊予約の仕組みで、宿泊施設をサ
ポートするものです。
少しずつコロナの落ち着きが見えはじめ、旅の予定についても考えられるようになってきましたが、すぐ
に旅の日程まで “確定” するのは難しい状態がつづいています。そこで、友人や家族など大切な人との久
しぶりの「旅の約束」をサポートするとともに、コロナにより引き続き苦しい状態がつづく宿泊施設の “今”
を救うことに繋げていきたいと考えています。
こんな時だからこそ、今、旅の約束を。大切な人との素敵な時間を、素晴らしい滋賀県の宿で！
記
○専用ホームページ開設：令和２年６月２２日（月）
○宿泊チケット
：令和２年７月１５日（水）
販売開始日（予定）
○宿 泊 助 成 額

：５，０００円上限
※予算がなくなり次第、宿泊助成は終了しますが、引き続き、同ページ
より通常販売価格で宿泊予約ができます。

○助成の対象

：専用ホームページから宿泊チケットを購入し、代金の決済した方

○詳細について

：申し込み方法、宿泊助成額等に関しては、専用ホームページから詳細を
ご確認ください。

○専用ホームページ

：https://●（6/22 月曜日オープンのため、定例会見配布資料には記載）
※「滋賀県 あと宿」で検索ください。

○備考

：本プロジェクトは滋賀県宿泊施設前払運営事業補助金を活用して実施します。

【滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 前川理事長 コメント】
『全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症のダメージは、とりわけ宿泊業に大きく、県下でも廃業を余儀な
くされた宿泊施設もあります。このような中で、
『あと宿』という仕組みの活用をさせていただき、滋賀の宿応援プロジェ
クトをスタートすることとなりました。この機会に、少しでも滋賀の魅力を発信して、多くの方に安全安心な滋賀県の宿に
お越しいただけるように努めてまいります。組合員一同、皆様にお会いできることを、心より楽しみにしております。
』

あとで泊まれるチケットで
宿泊施設の “今” を応援
① 購入

いつでも未来のチケットを購入

宿泊施設を選ぶ

施設詳細でチケット選択

チケット購入完了

施設概要や
運営からの
メッセージ

② 予約

予約は未来のいつでもOK！

購入完了でメール通知

利用コードで宿泊予約

○○さま
この度は「〜〜〜」をご購入くださり、誠にありがとうございました。
ご購入内容とご利用の流れをご確認いただきますようお願い申し上げます。
▼ ご購入内容
・施設名：
・宿泊日数：
・お支払い金額：〜〜円
▼ ご利用の流れ
STEP１：利用日時を決めて、利用コードを発行する！
STEP２：宿泊施設に利用コードを伝え、予約をする！
STEP３：宿泊当日、こちらのメールをスタッフに見せて完了！
ご利用の流れを詳しく知りたい方はコチラ
▼ 利用コードの発行はこちら
必ず宿泊日を決めて、宿泊施設に予約する際にクリックししてください。
URLをクリックして、パスコード「SAGOJOABCD」を入力して利用コード
を発行してください。
https://www.sagojo.link/ticket/~~~~~

TEL

メール

③ 宿泊
画面を見せてチェックイン

サイト掲載までのフロー
事前審査

管理画面発行

掲載開始

お申し込み後、
所定の審査を実施します

専用の管理画面
を発行します

必要情報を入力・送信後掲
載開始します

利用と施設への入金フロー
チケット購入

予約

宿泊

利用者は割引価格で購入。
翌月末に宿泊代の半額を施
設にご入金。

利用者は予約したいタイミ
ングで利用コードを発行。
施設に直接予約。

施設は宿泊時に利用コード
を見せてチェックイン。
翌月末に宿泊代の半額＋寄
付分を施設にご入金。

販売するチケットは2種類。チケットごとに既存プランの割引チケッ
トとして利用可能。
※決済手数料3.6%＋銀行振込手数料（実費）のみ必要です。
※万一、予約された宿泊施設が廃業した場合、同一チケット価格の施設への宿泊に振り替えさせていた
だきます。

通常販売価格 （税込）

5,000円

10,000円

滋賀県組合補助分

2,500円

5,000円

滋賀県組合特別価格（税込）

2,500円

5,000円

施設への入金タイミングと入金合計金額
＊銀行振込手数料（実費）が別途差し引かれます。

購入翌月末日

2,500円

5,000円

宿泊翌月末日
※寄付分を含む

2,419円

4,837円

施設への合計入金額

4,919円

9,837円

参考３
提供年月日：令和２年（2020 年）６月１９日
びわこビジターズビューロー

資料提供

担当：高田・香月
電話：077-511-1532
メール：kokunai@biwako-visitors.jp
滋賀県商工観光労働部観光振興局
担当者名：辻、桐畑
内
線：３７４３
電
話：077-528-3743

～ 5,000 円分のクーポンを宿泊者に提供！～

「今こそ 滋賀を旅しよう！」宿泊キャンペーンの実施について
びわこビジターズビューローでは、滋賀県内での宿泊客増加
と観光施設への周遊を促すため、県内のホテルや旅館に宿泊す
ると、県内観光施設等で使用できるクーポン 5,000 円（1,000
円×5 枚）分がついたオリジナルガイドブックがもらえる宿泊キ
ャンペーン「今こそ 滋賀を旅しよう！」を開始します。

7 月 15 日(水)から旅行代理店の窓口や Web サイト上で取扱
を開始し、7 月 20 日(月)以降の宿泊が対象です。
期間中に対象となる旅館・ホテルの宿泊プランを購入すると、

ガイドブック表紙

チェックイン時にクーポン付ガイドブックがもらえる仕組みです。
ガイドブックにはクーポンが利用できる県内約 220 箇所の観光施設（社寺含む）等が掲載されており、
その中から自由に施設を訪問し、体験・飲食・物販などのサービスにクーポンが使用できるほか、ガイ
ドブック提示により受けられるサービスやプレゼントなどの情報も掲載されています。
また連泊時には、泊数分のクーポン付与のほか、EC サイトでお土産購入に使えるシリアルナンバー
（5,000 円分）を追加します。

滋賀ならではの食、琵琶湖をはじめとした雄大な自然環境でのアクテビティ、静謐な空間を感じる歴
史的建造物や街並み、
「密」にならない滋賀を今こそ旅してください。

■販 売 期 間：令和２年７月１５日（火）～
■宿 泊 期 間：令和２年７月２０日(月)～令和２年 12 月 6 日(日)
■ク ー ポ ン 使 用 期 間：令和２年７月２０日(月)～令和２年 12 月 31 日(木)
■販 売 数 量：20,000 泊分
■宿 泊 施 設：県内約 55 箇所の旅館・ホテル
■使用可能施設：県内観光施設（社寺含む）約２２０件
■購 入 方 法：るるぶトラベル、Yahoo トラベル、ｄトラベル
JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト、トップツアーズ、
JR 東海ツアーズ、
平和堂旅行センター、近江トラベル、LaLa ツーリストなど
その他県内各旅行代理店

ガイドブック中面：特集ページ

ガイドブック中面：施設一覧ページ

