
主催　吾妻観光連盟（事務局　群馬県吾妻行政県税事務所　TEL 0279-75-3301）

吾妻郡内にお住まいの方が、郡内でGo To トラベル、Go To E
イート

at登録店を利用し、

利用時のレシートや領収証を応募用紙に添付して応募（1口5，000円）することで、吾妻郡内で使える

商品券などが当たります。まずは“Go To”で吾妻郡内を元気にしよう。

期間中、何度でも応募いただけます。

2020年10月１日～2021年２月28日

期　間

Go To　トラベル Go To　E
イート

at

① 1 人最大 1,000 円分のポイント還元
オンライン飲食予約サイト経由で、飲食店に来店・予約し
た利用者に対して 1 人最大 1,000 円分のポイント還元

Go To トラベル（旅行代金割引 + 地域共通クーポン）

宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金の最大１／２
相当額を国が支援する事業。支援額の内、70％は旅行代金
の 割 引 に、30 ％
は旅行先で使える
地域共通クーポン
として付与

② 25% のプレミアム付き食事券
地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（購入額の 25％分を上乗せ）

（例：1 セット 1 万 2,500 円を 1 万円で購入）
◆購入制限：1 回の購入当たり 2 万円分（上記の例では 2 セット / 人まで）
◆おつりは出ない　◆販売は 2021 年 1 月末まで、有効期限は同年 3 月末まで

◆昼食時間帯は 500円分、夕食時間帯（15：00〜）は 1,000円分のポイント
を付与

◆ポイント付与の上限は、1回の予約当たり 10人分（最大 10,000円分のポ
イント）

◆ポイント付与は 2021年 1月末まで、利用は同年 3月末まで

支払額
総額の

65％

旅行代金割引
（給付額）

地域共通
クーポン

総額の

35％
総額の

15％

旅行代金総額（100％）

支援額

支援額の上限

地域共通クーポン 第 2弾期間中に
1人 1泊

20,000円の場合

連泊や利用回数の制限は無し！
例：5泊なら上限 10万円

上限20,000円 上限10,000円

1人1泊当たり！ 日帰りは！

・旅行代金の15％相当額を地域
共通クーポンとして配布しま
す。（1,000円未満の端数が生
じる場合には四捨五入（端数
が500円以上の場合は1,000
円のクーポン付与）します。）
・お釣りは出ません。
・旅行業者や宿泊事業者より配
布していただきます。

地域共通クーポンは
2020年10月1日以降に開始する

旅行が対象です

STEP1

20,000円の旅行商品を選ぶ

STEP2

支払い額は13,000円
（旅行代金割引は7,000円）

STEP3

地域共通クーポンによる還元
3,000円（旅行代金総額の15％）

※第1弾の場合は地域共通
クーポンはつきません

① Go To トラベルにより割引になる旅行商品及び宿泊施設の利用
② Go To トラベルにおける地域共通クーポン取扱店舗の利用
③ Go To Eat における食事券発行事業に参加する飲食店の利用
④ Go To Eat におけるオンライン飲食予約事業に参加する飲食店の利用

吾妻郡内で右記の
GoTo トラベル等を利用する

吾妻郡内に居住する方限定

応募者のうち希望する
先着 500 名に

『ぐんまちゃん
オリジナルエコ
バッグ』を
プレゼント
※お一人様１点限り

郡内で旅行や食事をして、商品券などがあたる懸賞に応募しよう！

四万温泉宿泊補助券 ３万円 景品総額15万円以上各町村のお買い物券 5,000円 など例

※対象となる店舗は、「Go To トラベル」「Go To E
イート

at」の公式サイトからご確認ください。

◆補助上限は、１人あたり宿泊の場合２万円（割引 14,000 円、地域共通クー
ポン 6,000 円）、日帰りの場合１万円（割引 7,000 円、地域共通クーポ
ン 3,000 円）

◆実施期間は、2021 年１月 31 日（２月１日チェックアウト）まで
◆地域共通クーポンは、紙クーポン、電子クーポンがある。

Go To トラベル等は予算終了により、実施期間より早く終了する場合があります。

景品一覧や事業の詳細はコチラ
（群馬県ホームページ）



応募用紙

領収書添付欄（以下の場所に貼り付け、又は応募用紙にホチキス止めをして封筒に入れて郵送してください。）

「新しい生活様式」の実践と、旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。
旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、保健所の指導に従ってください。

また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリ「COCOA」のご利用をお願いします。 
旅先のあらゆる場面で３密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。 
宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での３密対策の徹底、食事の際の 3 密の回避等を行い、事業をご利用
ください。

注意事項

氏名 住所 年齢 性別 TEL

〒　　　　ー

歳
男  ・  女

利用日 店舗名 町村名 金額 備考

/ 中之条町・長野原町・嬬恋村
草津町・高山村・東吾妻町 円

/ 中之条町・長野原町・嬬恋村
草津町・高山村・東吾妻町 円

/ 中之条町・長野原町・嬬恋村
草津町・高山村・東吾妻町 円

/ 中之条町・長野原町・嬬恋村
草津町・高山村・東吾妻町 円

/ 中之条町・長野原町・嬬恋村
草津町・高山村・東吾妻町 円

応募口数　　　　口 円

（１）応　募　方　法 下記の応募用紙に必要事項を記入して、対象店舗のレシートや領収書を添付の上、　
 応募先まで封筒に入れて郵送してください。

（２）応　募　締　切 2021 年 3 月 1 日（月）（当日消印有効 )
（３）当選・景品発送 2021 年 3 月中旬（当選者には発送をもってかえさせていただきます。）

吾妻観光連盟
〒 377-0424　群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町 664（吾妻行政県税事務所内）
TEL 0279-75-3301   FAX 0279-75-3551

応募先

応募の流れ

換気の悪い

密閉空間
多数が集まる

密集場所
間近で発声する

密接場面

新型コロナウイルスの感染に注意
～新しい生活様式を実践しましょう～

「咳エチケット」の徹底

30秒程度かけ、水と石けんで丁寧に

外出時、屋内や会話をするとき
は「マスク着用」

まめに「手洗い・手指消毒」

適切な「身体的距離の確保」

人との間隔はできるだけ２ｍ空ける

離れて！

こまめに「換気」 毎日「検温・健康チェック」

発熱、風邪症状がある場合は、外出

を控え自宅で療養。

誰とどこで会ったかもメモに。

ティッシュなどで鼻と口を覆う。
とっさの時は袖や上着の内側で覆う。

ぐんまちゃんオリジナルエコバッグの配付を希望する方はチェック（先着 500 名）
※お一人様１点限りとさせていただきます。✓

応募用紙の記載例
やよくある質問な
ど詳しくはこちら

東吾妻町民のAさんの場合（Go To トラベルの例）

草津町民のBさんの場合（Go To Eat の例）

四万温泉の旅館に宿泊し、20,000円
（割引7,000円・現金13,000円）支
払った。

草津町、長野原町、嬬恋村でそれぞれ１日ずつプレミアム付き
食事券を使って2,000円分食事をした。

旅館から受け取った地域共通クーポン
3,000円分を高山村のレジャー施設の
入場料と館内の飲食に使用した。

合計　23,000円分の領収書
４口で応募可能

合計　6,000円分の領収書
１口で応募可能
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