
美味しい
がいっぱい南知多！美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美味味味味味味味味味しいい
ががいいっぱぱぱいい南知多！！

お気に入りの場所でゆっくりと…
味味味味味味味味しいいがいっぱぱいい南南南南南知知多！
お気にに入りりの場場場場場所でゆっっくりりりととと………

先着

3,000人
限定

観光協会使用欄（施設
名・押印）

宿泊施設使用欄（施設
名・押印）

利用日

●本券をご利用される
場合、必ず予約時にお

申し出ください。

●本券は「LOVE!みな
みちた 宿泊キャンペ

ーン」にて、南知多町観
光協会ウェブサイトに

掲載の宿泊施設でご
利用

いただけます。

●本券は、宿泊日当日
、宿泊施設の受付・フロ

ントへ提出してくださ
い。

●本券をご利用の際
は、現金精算のみとし

、他のクーポン券との
併用、クレジットカード

等での精算はできませ
ん。

●本券をご利用の際
は、つり銭のお返しは

できません。

●本券は、現金または
金券類との引き換え、

購入はできません。

●本券は、紛失されて
も再発行することはで

きません。

●本券は、申請いただ
いた施設以外ではご利

用できません。

観光協会使用欄（施設名・押印）

宿泊施設使用欄（施設名・押印）

利用日

●本券をご利用される場合、必ず予約時にお申し出ください。
●本券は「LOVE!みなみちた 宿泊キャンペーン」にて、南知多町観光協会ウェブサイトに掲載の宿泊施設でご利用
いただけます。
●本券は、宿泊日当日、宿泊施設の受付・フロントへ提出してください。
●本券をご利用の際は、現金精算のみとし、他のクーポン券との併用、クレジットカード等での精算はできません。
●本券をご利用の際は、つり銭のお返しはできません。
●本券は、現金または金券類との引き換え、購入はできません。
●本券は、紛失されても再発行することはできません。
●本券は、申請いただいた施設以外ではご利用できません。

利用日

り銭のお返しはできま
せん。

●本券は、現金または
金券類との引き換え、

購入はできません。きません。

●本券は、紛失されて
も再発行することはで

きません。。

●本券は、申請いただ
いた

●本券は、申請いただ
いた施設以外ではご利

用できません。

●本券をご利用される
場合、必ず予約時にお

申し出く、必ず予約時にお申し
出く

●本券は●本券は「LOVE!みな
みちた 宿泊キャンペ

ーン」にて、南知多町観
光協会ウェブ

いただけます。いただけます。

●本券は、宿泊日当日
、宿泊施設の受付・フロ

ントへ提出してくださ
い。提出してください。

●本券をご利用の際
は、現金精算のみとし

、他のクーポン券との
併用、クレジットカード

等での精算はできませ
ん。での精算はできません
。

●本券をご利用の際
は、つり銭のお返しは

できません

●本券は、現金または
金券

●本券は、現金または
金券
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LOVEみなみちた宿泊補助利用券

《有効期限：令和2年10月1日（木）～令和3年2月28日（日）》

発行／南知多町観光協会

¥5,000
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ふらっと南知多

■利用期間 令和2年10月1日（木）
 ～令和3年2月28日（日）

■申請方法 「LOVEみなみちた宿泊施設補助
 利用申請書」（裏面）に必要事項を
 ご記入の上、南知多町観光協会まで
 FAXまたは郵送にてお送りください。
 ※メールでの受付はしておりません。

■申請先 南知多町観光協会
 〒470-3321 愛知県知多郡南知多町
  大字内海字先苅31-2

 FAX：0569-62-3520

南知多町内の対象宿泊施設に泊まると、
大人一人につき5,000円が補助されます。

★対象宿泊施設については、必ず事前にご確認ください。
★ご利用は、宿泊施設へ直接ご予約の場合に限ります。
★宿泊予約サイト及び旅行代理店からのご予約でのご利用はできません。

（中学生以上）

南知多ホテル

●希望宿泊施設・希望利用日を
　印字した券をお送りいたします。

記入例

令和2年○月○日

お問い合わせ　南知多町観光協会　TEL 0569-62-3100（9：00～17：00）　FAX 0569-62-3520

ふらっと南知多

❶まずはご希望の対象宿泊
施設へお電話等
で直接予約をして
ください。

❸「宿泊補助利用券」を郵送いたします。
※宿泊利用日が迫ってい
る場合は、南知多町観
光協会にて直接お渡し
いたします。

❹宿泊日当日、「宿泊補
助利用券」を宿泊施
設の受付・フロントへ
提出してください。

❺精算時に補助金額分
が割引になります。
※現金精算のみが対象
となります。

❷南知多町観光協会へ「宿泊
補助利用申請書」をFAXま
たは郵送してください。
※確認後、事務局よりお電話
いたします。

して 宿泊補助利用券
5,000円

おトクに泊まれたわ♪

券をご提出ください！

宿泊の予約
を

したいんで
すが…

南知多町
宿泊補助
利用券

対象宿泊施設は
約140軒！



〈あて先〉
〒470-3321 愛知県知多郡南知多町大字内海字先苅31-2

⬆　FAX 0569-62-3520　⬆

⬇　FAX 0569-62-3520　⬇

L O V Eみなみちた  宿泊補助利用券申請書
矢印の方向にFAXを送信してください

矢印の方向にFAXを送信してください

申請日　令和　　　年　　　月　　　日

〒

（日中連絡の取りやすいお電話番号をご記入ください。）

※記入いただいた個人情報は、宿泊補助に関する事業にのみ使用させていただきます。
※宿泊施設の予約完了後に申請してください。 ※大人お一人様につき1回限り利用可能です。　
※お子様分は対象外となります。（記入不要） ※現金精算のみ対象となります。

※太枠内は必須事項です。

申請後の宿泊施設
及び利用日の変更
はできません。

南知多町観光協会処理欄

受付番号 受付人数

代表者①

利用者②

利用者③

利用者④

利用者⑤

利用者⑥

宿泊施設名

宿泊利用日  令和　　　年　　　月　　　日

割引対象者（大人）のみご記入ください。 ※中学生以上 利用者計  　　人

氏名

住所

電話

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名


