
2020年
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給付額 ¥8,050 ¥8,925 ¥9,800 ¥11,025 ¥12,250 ¥51,300 ¥7,350

¥5,740

支払実額 ¥11,960 ¥13,260 ¥14,560 ¥16,380 ¥18,200

¥3,850

給付額 ¥5,635 ¥6,265 ¥6,860 ¥7,735 ¥8,575 ¥9,310 ¥4,935

給付額 ¥5,180 ¥5,460 ¥5,600 ¥5,740 ¥5,880 ¥6,220

給付額 ¥6,475 ¥6,825 ¥7,000 ¥7,175 ¥7,350 ¥7,525

¥13,650

『タイニーハウス』　ＧｏＴｏトラベルキャンペーン　適用料金表

富士観光開発株式会社　トラベル営業課

9月 10月 11月 12月

項目

¥11,000

支払実額 ¥8,450 ¥8,905 ¥9,100 ¥9,360 ¥9,555

Ａ・Ｂ棟
料金

（2名様）

ゴルフ場メンバー様料金

宿泊代金 ¥13,000 ¥13,700 ¥14,000

（一般料金）

宿泊代金 ¥18,500 ¥19,500

別荘オーナ様料金

宿泊代金 ¥14,800 ¥15,600 ¥16,000 ¥16,400 ¥16,800

¥14,400 ¥14,700 ¥15,000

支払実額 ¥9,620 ¥10,140 ¥10,400 ¥10,660 ¥10,920 ¥11,180

¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
給付額 ¥4,550 ¥4,795 ¥4,900 ¥9,940 ¥5,145 ¥5,250
共通ｸｰﾎﾟﾝ

共通ｸｰﾎﾟﾝ

¥2,000

¥20,000 ¥20,500 ¥21,000 ¥21,500

支払実額 ¥12,025 ¥12,675 ¥13,000 ¥13,325

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000共通ｸｰﾎﾟﾝ

C・D・E棟
料金

（2～4名様）

ゴルフ場メンバー様料金

宿泊代金 ¥16,100 ¥17,900 ¥19,600 ¥22,100

項目

（一般料金）

宿泊代金 ¥23,000 ¥25,500 ¥28,000 ¥31,500

給付額 ¥6,440 ¥7,140 ¥7,840 ¥8,820
別荘オーナ様料金

宿泊代金 ¥18,400 ¥20,400 ¥22,400 ¥25,200 ¥28,000

共通ｸｰﾎﾟﾝ ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,000

¥9,800

支払実額 ¥14,950 ¥16,575 ¥18,200 ¥20,475 ¥22,750 ¥24,700 ¥13,650

共通ｸｰﾎﾟﾝ

¥2,000

¥9,165

¥16,400

¥24,500 ¥26,600 ¥14,100

支払実額

¥8,320

¥3,000

¥2,000

¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥3,000

¥13,975 ¥10,725

¥12,800

¥9,750 ¥7,150

¥2,000

¥17,200

¥4,480

共通ｸｰﾎﾟﾝ ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥2,000

¥2,000

¥16,500

¥5,775

¥11,635 ¥12,740 ¥14,365 ¥15,925¥10,465

¥3,000¥3,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥6,000

¥5,000 ¥2,000

¥17,290

¥21,000

¥19,760 ¥10,660

¥35,000 ¥38,000

¥10,640

¥30,400

●宿泊棟タイプ別の料金になってお

ります。

●１棟貸、１泊素泊まり料金となりま

す。

（税込価格）

●給付額は、ＧｏＴｏ宿泊助成対象

（３５％）が適用となっております。

●地域共通クーポンの付与開始は

９月開始の予定となっておりますが、

ＧｏＴｏ事務局から情報の詳細が未

だ明らかではない為、準備が整い

次第の給付開始となります。


