
菊池に
のんびり泊まろう！菊池に
のんびり泊まろう！

主催｜菊池市　　　キャンペーン事務局｜菊池観光協会

特設サイトは
こちらから

お問い合わせ 一般社団法人 菊池観光協会 TEL.0968-25-0513

対　象 九州各県にお住いの方
※ただし、宿泊日当日に「まん延防止等重点措置」または「緊急事態宣言」対象地区に
　お住まいの方は対象外とします。

菊池市

3,000円割引 2,000円分3,000円割引
1人1泊 商品券（めぐるん券）

2,000円分
（
最
大
）

（
最
大
）

2021.7.1 12.28実施期間 2021.木 火
※なくなり次第、終了します。

泊まっ
て応
援！

第3弾！

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、延期または中止する場合があります。予めご了承ください。



泊まっ
て応援

！

第3弾！ 菊池市

対象宿泊施設

利用方法 下記の対象宿泊施設へ直接電話し、予約をしてください。
キャンペーン情報や宿泊プランの詳細は、各宿泊施設へお問い合わせください。

対象宿泊施設 TEL 対象宿泊施設 TEL

菊池温泉 菊池グランドホテル 0968-25-3111

菊池温泉 望月旅館 0968-25-2185

菊池温泉 栄屋旅館 0968-25-4171

菊池温泉 旅館清流荘 0968-24-2155

湯元旅館 0968-25-2108

菊池温泉 城乃井旅館 0968-25-1188

菊池温泉 菊池笹乃家 0968-25-4000

菊池温泉 城山荘 0968-25-2400

菊池温泉 宝来館 0968-25-2703

菊池渓谷温泉 岩蔵 0968-27-0026

花房台温泉 Wa!王国 狗の郷 0968-25-7123

白金の森 0968-24-6600

Casa di acero（カーサディアチェロ） 090-7168-0408

キクチビジネスホテル 0968-24-3181

農家民泊 清水川 0968-27-0701

民泊 菊乃藤 080-4295-3664

民泊 星乃里 0968-27-1016

ペンション花の木 0968-27-0195

ホテルコナ 0968-25-5111

民泊 癒しの里 わらく 090-4510-7779

きくちふるさと水源交流館 0968-27-0102

四季の里 旭志 0968-37-3939

七城温泉ドーム 0968-26-4800

民泊 つばき庵 0968-41-8525

※100円未満は切捨て。料金計算例 助成額は宿泊料金の1/2（最大3,000円）

●宿泊プラン15,000円（税込）の場合 【助成額】 15,000円×1/2＝7,500円 ⬇最大3,000円

支払額 12,000円（税込）

割引前の宿泊料金が10,000円（税込）以上 2,000円分付与

商品券（めぐるん券）
2,000円分助成額 3,000円

※熊本県における感染症スリスクレベルが4（特別警報）以上になった場合、
事業を一時停止します。 予めご了承ください。

●宿泊プラン4,840円（税込）の場合

【商品券（めぐるん券）の付与について】

【助成額】 4,840円×1/2＝2,400円

支払額 2,440円（税込） 商品券（めぐるん券）
1,000円分助成額 2,400円

実施期間 2021年7月1日（木） ～ 2021年12月28日（火）
※予算額に達し次第終了します。

割引前の宿泊料金が10,000円（税込）未満 1,000円分付与

※GoToトラベルの割引や熊本県の
宿泊キャンペーンとの併用はでき
ません。
※めぐるん券は菊池市内の加盟店で
使える商品券です。

ご予約の際は、必ず「菊池市のキャンペーン利用」とお伝えください。



泊まって応援！第 3 弾！ 
菊池市宿泊キャンペーン 
 
 
1. 宿泊者の助成対象地域について 
(1)九州在住者の宿泊者に限り助成対象とします。 
※今後状況次第では全国に広げる可能性もあります。 
(2)「まん延防止等重点処置」及び「緊急事態宣言」対象地域からの 
宿泊者は助成対象となりません。 
(3)宿泊者は「菊池市宿泊助成事業」宿泊者名簿に記入が必要になります。 
 記入し、宿に提出をお願い致します。(4 ページ目) 
(4)ご本人確認のため身分証明書が必要になります。(免許証・保険証) 
 
 
2. キャンセル費用について 
本事業の助成をキャンセル費用にあてる事はできません。 

 
 
3. 実施条件について 

熊本県がリスクレベル 3 警報以下の場合のみになります。 
 
 

4. 中断条件について 
熊本県リスクレベル 4 特別警報以上の場合は中止になります。  
発表後、0 時以降の新規予約については事業の適用を中止致します。 
 
 

5. 中断から実施への条件について 
熊本レベル 3 となり、かつ一定期間(一週間程度)維持をすることを条件とします。 
 
 
GOTO トラベルキャンペーンとの併用は不可となります。 



「菊池市宿泊助成事業（第 3 弾）」宿泊者・利用実績報告書 

【個人情報の取り扱い】お預かりした個人情報は本事業に関する業務のみに使用し、事業主体である「（一社）菊池観光協

会」、ならびに菊池市にて「個人情報保護方針」に基づき適切に管理を行います。 

 

※この様式は、ご宿泊されるお客様本人にご記入いただき、宿泊施設へご提出をお願いします。 

※ 代表者以外の氏名欄は、宿泊料金の割引対象となる方のみ記載。 

※ 代表者以外の氏名欄の    には、それぞれの方がお住まいの都道府県をご記入ください。 

※ 宿泊者（宿泊料金割引利用者）ご本人が確認できる書類をチェックイン時にご提示ください。 

  例：運転免許証、健康保険証、パスポート、学生証など 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前  
（※グループの場合は代表者名） 

TEL  

住所 
〒 

 

グループ（ご家族等）の場合は下記に代表者以外の方のお名前を記載ください。 

1.  
都道府県 

 
6．  

都道府県 

 

2.  
都道府県 

 
7．  

都道府県 

 

3.  
都道府県 

 
8．  

都道府県 

 

4.  
都道府県 

 
9．  

都道府県 

 

5.  
都道府県 

 
10．  

都道府県 

 

↓↓施設側記入欄 

宿泊日 
令和  年  月  日 

～   年  月  日 
宿泊者数 名 宿泊日数  泊 

宿泊料金割引前 

（全額） 

菊池市宿泊助成金額 

（合計） 

差引支払額 

（合計） 
その他 

めぐるん券 

配布枚数 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 枚 

宿泊料金の割引額は１人１泊あたり 3,000 円を上限に半額を助成します。 

さらに、菊池市内でご使用いただける地域共通商品券（めぐるん券）を進呈します。 

・宿泊料金が税込 10,000 円以上の場合・・・2,000 円分 

・宿泊料金が税込 10,000 円未満の場合・・・1,000 円分 

※地域共通商品券（めぐるん券）を宿泊料金に使用することはできません。 

※宿泊日現在に「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」対象地域に居住していない方が対象 

※この宿泊助成事業は、県内の新型コロナウイルス感染者の状況に係る「熊本県リスクレベル基準」 

により、事業を一時中断する場合があります。 



［第1期］2021. 7.1 9.30実施期間

主催｜菊池市　　　キャンペーン事務局｜一般社団法人 菊池観光協会  TEL.0968-25-0513

販売所 七城メロンドーム、道の駅旭志、泗水養生市場、
きくち観光物産館、七城温泉ドーム、
市内郵便局8局（菊池、花房、河原、竜門、泗水、田島、旭志、七城）

［第2期］2021.

2021.

2021.10.1 12.31
木

金

木

金

5,000円分が

3,000円1冊

※上記期間中、チケットの購入および利用ができます。 売り切れ次第、終了します。

なくなり次第終了

1人1日2冊まで

特設サイトは
こちらから

きくち飲食

使っ
て応
援！

第2弾
！

菊池で呑
んで食べよう！菊池で呑
んで食べよう！

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、延期または中止する場合があります。予めご了承ください。



使って
応援！

第2弾！ きくち飲食

チケットの
利用可能店は
こちらから

利用期間 【第1期】2021年 7月1日（木） ～ 2021年 9月30日（木）
【第2期】2021年10月1日（金） ～ 2021年12月31日（金）

下記の13カ所でチケットを販売します。販売所

※チケットの購入時に、お名前と連絡先をご記入いただきます。
※各施設が休業の場合は販売しません。 郵便局は平日のみ販売します。
※飲食店をご利用の際には「新しい生活様式」を心掛けてください。

販売所 販売時間 住　所

道の駅 七城メロンドーム 9：00～17：00 菊池市七城町岡田３０６

道の駅 旭志 9：00～17：00 菊池市旭志川辺1886

道の駅 泗水 養生市場 9：00～17：00 菊池市泗水町豊水３３９３

七城温泉ドーム 10：00～18：00 菊池市七城町林原962-1

きくち観光物産館 9：00～17：00 菊池市隈府１２７３-1

菊池郵便局 9：00～17：00 菊池市隈府772-1

花房郵便局 9：00～17：00 菊池市出田2510-6

河原郵便局 9：00～17：00 菊池市藤田36-1

竜門郵便局 9：00～17：00 菊池市雪野24-3

泗水郵便局 9：00～17：00 菊池市泗水町豊水3339

田島郵便局 9：00～17：00 菊池市泗水町田島214-3

旭志郵便局 9：00～17：00 菊池市旭志伊萩721-1

七城郵便局 9：00～17：00 菊池市七城町砂田１４２０-7

利用方法 下記の販売所でチケットを購入し、対象の飲食店でお支
払い時にご利用ください。 飲食のみの利用に限ります。 
※他のキャンペーンと併用可。  ※一度に何枚でも利用できます。

注意事項 ▶期限を過ぎると利用できません。 チケットに記載
している有効期限までにお使いください。
▶現金との引き換えはできません。
▶おつりは支払われません。
▶券売機では利用できません。
▶未使用の場合でも返金・払い戻しはできません。

対象飲食店 キャンペーンに参加している菊池市の飲食店、
テイクアウト専門店、スナック、バーなど
旅館やホテルの宴会などにも利用できます。

販売開始日 【第1期】2021年7月1日（木）～  【第2期】2021年10月1日（金）～
※なくなり次第終了します。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、延期または中止する場合があります。


