
Q 「Go To トラベルキャンペーン」とは併用できますか？

A 併用することはできません。但し、「じゃらん」においてはシステムの都合上「Go To トラベ

ル クーポン」との併用となっていますが割引率は他サイトと同等に調整しております。（オ

ンラインサイトの割引率は同じです）

Q 「Go To トラベルキャンペーン」で受け取った「地域共通クーポン」で
本キャンペーンの旅行代金を支払うことはできますか？

A できません。

Q 利用者が奈良在住であることをどう確認しますか？

A 本人の住所、氏名が確認できる書類を併せて宿泊施設へご持参ください。

(※確認書類例…運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、本人の名前と住所記載

のある郵便物等)。当選クーポンのみでの確認はできません。

Q 申込者以外の同伴者の本人確認は必要ですか？

A 必要です。　利用者全員の住所、氏名が確認できる書類をご持参ください。

Q 外国人でも利用できますか？

A 利用できます。　奈良県在住であれば国籍は問いません。

Q 同伴者が奈良県外在住の場合、割引クーポンは利用できますか？

A 利用できません。同伴者が他府県の方は割引対象外となります。

Q キャンペーンの利用回数に制限はありますか？

A 利用回数に制限はありませんが、割引クーポンの発行枚数が上限に達した場合は

キャンペーンを終了します。

Q キャンセルをする場合、キャンセル料はかかりますか？

A 通常の旅行規約に則ってキャンセル料は発生することがありますので、宿泊施設や旅行会

社にお問い合わせください。キャンセル料に割引クーポンは適用できません。

Q 旅行代金は、税金・サービス料込での金額となりますか？

A 消費税・サービス料込みでの金額となります。入湯税は対象外です。

Q 予約時のプランに含まれていない追加飲食代やお土産代は割引の
対象になりますか？

A 予約に含まれない追加部分は、対象にはなりません。

Q コンビニエンスストアで購入した割引クーポンの利用期限は
どうなりますか？

A 第2期と同じく予約申込可能期限は2021年1月31日（日）、利用可能期間は2月28日（日）

分までとなります。

よくあるお問い合わせ

旅行会社名 営業所名 住所 電話番号

亜細亜交流旅行
（TWO WAY TRAVEL JAPAN)

本社営業所 twowaytraveljapan@gmail.com 0742-51-2520

株式会社エムビー：
エムビートラベル

本社営業所 奈良市三碓七丁目29番1号 0742-49-3344

オーシャンブライトツアー 本社 奈良市大宮町2丁目5-8 0742-33-5123

有限会社ツーリスト企画 富雄営業所
奈良市富雄元町2丁目1-19

奥川ビル1階
0742-52-3322

有限会社ツーリスト企画 高の原営業所
奈良市右京1丁目3-4

サンタウンプラザすずらん館1階
0742-70-5001

奈良観光バス株式会社
本社・

奈良営業所
奈良市東九条町6-1 0742-62-5531

一般財団法人奈良県教職員
互助組合（ごじょトラベル）

ごじょトラベル
奈良市法蓮町757番地

奈良県奈良総合庁舎2F
0742-81-9119

一般財団法人
奈良県ビジターズビューロー

奈良県VB

本社営業所

奈良市池之町3 

奈良県猿沢イン3階 
0742-23-8288

奈良交通株式会社 本社旅行センター 奈良市大宮町1-1-25 0742-24-1280

奈良交通株式会社 八木旅行センター
橿原市内膳町1丁目6番8号 

橿原市観光交流センター1階
0744-22-6880

奈良交通株式会社 五條旅行センター
五條市今井2-127-1

(五條バスセンター内)
0747-23-1951

公益財団法人奈良YMCA 奈良YMCA 奈良市西大寺国見町2-14-1 0742-44-2207

株式会社農協観光 奈良支店
奈良市大森町57-3 

奈良県農協会館1F
0742-27-4118

株式会社メディケアサポート21
ぷらいむトラベル西の京

西の京営業所
奈良市七条町95-1

メディカルプラザ薬師西の京4階
0742-81-9737

大和高原交通株式会社 本社 奈良市針町677 0743-82-2270

ライサポ旅行センター
有限会社ヤマキ

代務サービス
奈良市南京終町3丁目397-２ 0742-62-2206

株式会社レインボートラベル 本社 奈良市中山町121-1-203 0742-53-0035

株式会社ロイヤルツーリスト 本社営業所
奈良市大宮町6丁目1-11 

新大宮第二ビル3階
0742-36-1020

トラベルクリエイト 本社
大和郡山市発志院町208-1

FUJITAKA BLDG　1F
0743-59-3666

株式会社奈良旅ネットワーク 本社 大和郡山市筒井町897-1 0743-56-3587

株式会社アルファトラベルジャパン 本社 天理市杉本町393-21 0743-62-6022

株式会社ジャパントラベル 本社 天理市三島町100-5 0743-68-0022

全日本トラベルサービス株式会社 本社 天理市柳本町1319-7 0743-67-8080

奈良ジェットツーリスト 本社 天理市櫟本町885 0743-65-1817

有限会社南都観光社 本社
天理市川原城町332-1

南都観光ビル1Ｆ
0743-62-5850

プラネットツアーサービス 本社 天理市二階堂上ノ庄町235 0743-68-3388

旅行会社名 営業所名 住所 電話番号

生駒交通株式会社
生駒交通

トラベルサービス
生駒市小明町1835-1 0743-73-3232

いこまツーリスト 本社営業所 生駒市小明町541-3 0743-73-3636

パインヒルトラベル 本社 生駒市緑ヶ丘1454-34 090-7305-4568

株式会社森田企画 本社 生駒市鹿ノ台東2-8-6 090-3263-1338

奈良スマイル観光 本社 生駒郡三郷町勢野東4-6-47 0745-31-4519

ヤマト観光トラベル 本社 生駒郡平群町梨本207-4 0745-45-4422

トラベルハウスアイ 本社 香芝市西真美2-18-12 0745-77-0585

株式会社GOOD LUCK TOURIST 本社 磯城郡田原本町松本131番1 0744-35-2646

株式会社ベルトラベル 本社 磯城郡田原本町味間857 0744-33-3885

アイワトラベル 本社 北葛城郡王寺町畠田4-374-1 0745-32-1110

西和トラベルサービス 本社 北葛城郡河合町川合1013-1 0745-57-0100

Wisteria Travel 本社 橿原市十市町834-5 0744-48-0377

株式会社LUKES 橿原営業所
橿原市八木町1-7-3

橿原ビル302号室
0744-29-5100

株式会社平城トラベル 本社 高市郡明日香村大字岡32-5 0744-54-3593

株式会社平城トラベル 橿原営業所 橿原市見瀬町617-3 0744-28-3970

株式会社さくらトラベル 本社 桜井市黒崎779 0744-45-4330

株式会社濱観光サービス 本社営業所 桜井市大字三輪元松之本方115-1 0744-45-3515

株式会社まほろばツーリスト 本社 桜井市芝759-4（モリイビル2Ｆ） 0744-43-1197

やまとびとツアーズ 本社 桜井市戒重339-3 0744-43-8205

株式会社サンキュー観光 本社 御所市末広町170 0745-62-2659

奈良LLツアーズ 本社 御所市戸毛1191 0745-67-1525

教育旅行推進機構 本社
大和高田市片塩町17-14

市駅吉田ビル4階
050-7110-2888

有限会社高田交通 本社 大和高田市片塩町16-9 0745-23-5577

有限会社奈良トラベルサービス 本社 大和高田市幸町 0745-24-5050

株式会社日本レジャーツーリスト 本社 大和高田市幸町2-18 0745-23-5501

株式会社コスモス観光　 住川営業所 五條市住川町1163-2 0747-25-4000

奈良名阪トラベル 本社 山辺郡山添村北野1470 0743-86-0166

一般社団法人
吉野ビジターズビューロー

本社営業所 吉野郡吉野町上市77-1 0746-34-2522

十人十旅 本社 吉野郡十津川村大字上野地49-1 090-8793-3764

大紀観光株式会社 本社 吉野郡大淀町芦原585-8 0747-52-5964

「いまなら。キャンペーン」　参画旅行会社一覧
（令和２年９月２９日時点）



第１期販売でおこなったコンビニエンスストアでの割引クーポンの販売については、第２期販売では行ないません。

【抽選・当選クーポンについての注意事項】
●お申込みはお一人につきハガキ・専用サイトどちらかでのご応募1件のみが有効

となります。
●お一人で複数申込された場合は、いずれか1件のみを有効申込とさせていただきます。
●当選クーポンはご自宅以外には送付出来ません。
●当選クーポンは申込枚数分送付します（4枚申込であれば当選者には4通届きます）。

●クーポン券のご利用は、ハガキ表面に記載のある方、その方の同居者及び同

伴者の方のみが使用可能です。他人への譲渡はできません。
●換金、転売は固く禁じます。また、再発行はいたしません。
●宿泊施設を利用しての日帰り旅行、宿泊施設のレストランでのお食事プラン等も利

用可能です。

【オンライン予約についての注意事項】
●日帰り旅行、宿泊施設でのレストランのみの利用は対象外です（宿泊のみになります）。
●割引クーポンは1回の旅行申込に対して、1枚ご利用いただけます。
●予算が終了した時点でキャンペーン終了前であっても終了します。

●「じゃらん」においてはシステムの都合上「Go To トラベル」との併用となっています。

但し、割引率は他サイト同等に調整しております。（オンラインサイトの割引率は同じで

す。）

【県内参画旅行会社での予約についての注意事項】
●「いまなら。旅行商品」の詳細につきましては、県内の参画旅行会社（裏面参照）に

直接お問合せください。
●予算が終了した時点でキャンペーン終了前であっても終了します。
●宿泊施設を利用しての日帰り旅行、宿泊施設のレストランでのお食事プラン等も

利用可能です。

●第1期コンビニエンスストアで購入した割引クーポン、第2期抽選で入手したクーポンを用い

て、旅行会社窓口で申し込みすることはできますが、クーポンと「いまなら。割引対象旅行商

品」の割引併用は出来ません。

❺ お支払い　　県内参画宿泊施設に直接お申込みの場合は宿泊施設にクーポンを持参の上お支払い

　県内参画旅行会社でお申込みの場合は旅行会社にクーポンを持参の上お支払い

❶ 県内参画旅行会社が本キャンペーン用に造成した「いまなら。割引対象旅行商品」を旅行会社

　 店頭等でお申込みください
 ※対象旅行会社は裏面にてご確認ください

●「じゃらん」「楽天トラベル」「るるぶトラベル」の3サイトからお申込みください。

❸ クーポン送付　当選者にクーポン券をお送りさせていただきます
    （抽選結果・クーポンの発送は10月末頃を予定しております）

    （11月2日（月）よりクーポンを利用してのお申込みが可能です）

❷ お申込みは官製ハガキまたは専用サイトのどちらかから （お一人1回のみ）

       官製ハガキ　1 枚につき 1 券種 4 枚まで応募可能　      

　　　　　　　　 2020年 10月 21日（水）必着
  　　　　　　　　  応募先　〒530-8691　日本郵便株式会社 大阪北郵便局 私書箱 129 号

　　　　　　　　　　　　　 「いまなら。キャンペーン」事務局宛

　　 専用サイト　1人 1アカウント 1券種 4枚まで応募可能   

                         2020年 10月２１日（水）正午まで有効
  　　　　　　　　 申込先「いまなら。キャンペーン」ホームページ URL   

https://www.nara-campaign.com/index.html#method

日本郵便株式会社 

大阪北郵便局

私書箱 129 号

「いまなら。

キャンペーン」

事務局宛

郵便番号

住所

お
フリガナ

名前

電話番号

希望券種×枚数

例） C5,000円×４枚

おもて うら

530-8691

お問い合わせは　

「いまなら。キャンペーン事務局」
平日 9：30〜17：30

いまなら  奈良県

第２期販売 お申込み方法

❹ 利用方法　　当選者は県内参画宿泊施設へ直接お申込みか、

　県内参画旅行会社（裏面参照）店頭などでお申込み

　　予約申込可能期限：2021年1月31日（日）まで、利用可能期間：2月28日（日）分まで

　

お願い  ： 抽選により入手されたクーポンは、忘れずにお申込みをしていただくようお願いします。

（2021年1月31日 （日）までに予約されない場合、割引クーポンは無効になります。）

応募の上クーポンを入手し、県内参画宿泊施設か県内参画
旅行会社へお申込み
※応募者多数の場合は抽選

1

クーポンの販売残がある場合の、県内参画旅行会社、オンライン予約サイトでの追加販売について

オンライン予約サイトでお申込み 3
（先着順）11月2日（月） より販売開始

❶ クーポン券種は 5 種類！ 計 36,000 枚ご用意しました

　        7,000 枚　　　　   　  7,000 枚　　　      　 8,000 枚　　    　　　7,000 枚　　    　　　 7,000 枚　

      ※価格は全て税込です。　※ 1 名様の料金に対して 1 名様 1 枚が利用できます

15,000 円券
旅行代金がおひとり
21,000 円以上の

プランから利用可能

10,000 円券
旅行代金がおひとり
14,000 円以上の

プランから利用可能

5,000 円券
旅行代金がおひとり

7,000 円以上の
プランから利用可能

3,000 円券
旅行代金がおひとり

4,500 円以上の
プランから利用可能

2,000 円券
旅行代金がおひとり

3,000 円以上の
プランから利用可能

A B C D E

県内参画旅行会社にて対象旅行をお申込み2
（先着順）11月2日（月）より販売開始

❷ あらかじめ割引クーポンの金額を割り引いた額の旅行料金を同窓口でお支払い

旅行会社での申し込み期限：2021年1月31日（日）、利用可能期限：2月28日（日）分まで

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、キャンペーン事務局への来訪

による受付・ご相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。

TEL : 0742-85-1234
FAX : 0742-30-5123　

Email：naraken_campaign@jtb.com

上記２、３については、一度売り切れになった場合でも、販売状況やキャンセル状況により、12月20日頃に再度当キャンペーン商品を

販売する場合がございます。再度の販売についての情報はあらかじめ公式ホームページ等に掲載します。

官製ハガキ  １０月２１日（水） 必着
インターネット  １０月２１日（水） 正午まで


