
購入・利用ガイド

プレミアム観光クーポン宇都宮 宿泊割引付きクーポン
（未来宿泊プレミアムクーポン）

【クーポンの購入にあたって】
プレミアム観光クーポン宇都宮の購入はクレジットカード決済のみとなります。
また利用いただけるクレジットカードはVISA・Mastercardのみとなります。



「宿泊割引付クーポン」購入にあたってのお願い

①利用申請

はじめに 「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

１

「宿泊割引付き周遊クーポン」については、

２つの点をご理解いただいたうえでお買い求めください。

ひとつめ

「宿泊割引付き周遊クーポン」は
はじめに「宿泊割引クーポン」部分をお買い求めいただきます。

クーポン事務局では、「宿泊割引クーポン」を購入されたお客様に対し、
「周遊クーポン」の購入案内をいたしますので、
この案内以降、「周遊クーポン」部分を購入・利用いただけます。

なお、「宿泊割引クーポン」の購入から「周遊クーポン」の購入まで、

３営業日をいただきますので，ゆとりをもってお買い求めください。



①利用申請

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

３営業日とはいつからいつまでですか？

「宿泊割引クーポン」の購入から「周遊クーポン（LINE電子クーポン）」の購入までの３営業日はつぎのとおりです。

宿泊割引クーポン
購入日

審査日
１日目

審査日
２日目

審査日
３日目

周遊クーポン
購入可能日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

宿泊割引クーポン
購入日

審査日
１日目

審査
停止

審査
停止

審査日
２日目

審査日
３日目

周遊クーポン
購入可能日

木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日

宿泊割引クーポン
購入日

審査日
１日目

審査
停止

審査
停止

審査
停止

審査日
２日目

審査日
３日目

周遊クーポン
購入可能日

木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
祝日／
月曜日

火曜日 火曜日 水曜日

宿泊割引クーポン
購入日

審査停止
【クーポン販売停止期間】

審査日
１日目

審査日
２日目

審査日
３日目

周遊クーポン
購入可能日

１２月24日（金） １２月２5日から１月３日
１月４日
（火）

１月５日
（水）

１月６日
（木）

１月７日（金）

平日購入の
場合

土日を含む
場合

土日・
祝日を含む
場合

年末年始
の場合

２



①利用申請

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

３

ふたつめ

「宿泊割引クーポン」は，
宿泊代金を「現地（宿泊先施設）でお支払い」するプランでのみ利用できます。

このため、旅行会社の窓口で事前に支払うプランや、
インターネットで予約し同時にクレジットカードや銀行振込など、
事前に支払うプランではご利用いただけません。

宿泊料金は
現地支払いで

予約
宿泊料金は

現地でお支払♪



利用申請は宿泊割引付き周遊券専用ページから

①利用申請

STEP➊ クーポンの選択と購入

LINE公式アカウントから
宿泊割引券販売専用HP
（未来宿泊プレミアムクーポン販売サイト／右画面）へ

もしくは
QRコードから

宿泊割引券販売専用HP
（未来宿泊プレミアムクーポン販売サイト／右画面）へ
直接，アクセスします。

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合買い方

https://lin.ee/Q5WDdXb

https://mirai-coupon.com/area/A00001
４



購入希望のクーポンを選択します。

STEP➋ クーポンの選択と購入

購入したいクーポンを選択します。

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

券 種 宿泊割引付き周遊クーポン
（未来宿泊プレミアムクーポン）

購入額 4,000円宿泊クーポン

プレミアム
部分

周遊クーポン11,000円分を
6,000円で購入できる

権利付き

口 数 ２口まで

５

買い方

【ご注意：クーポン購入枚数の制限について】
「宿泊クーポン」の購入口数と同数の「周遊クーポン」をご購入ください。

利用規約に反する購入（宿泊クーポンの購入口数と異なる口数で周遊クーポン
を購入）をされた場合、お買い求めいただいた「周遊クーポン」の利用を
停止する場合がありますので，ご注意ください。

※2021/11/12からご利用いただけます。
有効期限：2021/3/27



連絡先メールアドレスを入力します。

宿泊クーポンの購入枚数と購入金額を確認し，誤りがなければ
宿泊クーポンを利用・表示する、お使いのスマートフォンなどの、

メールアドレスを入力し、[認証コードを送信する]を
タップ（クリック）します。

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

utsunomiya@mirai.ne.jp

携帯電話のメール設定で「迷惑メール」対策として
「特定URL付きメール拒否設定」や
「パソコンなどのメール受信拒否」等の設定がある場合、
認証コード通知用のメールが受信できないので、
あらかじめ「miraicoupon.com」(ドメイン指定受信)

からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

６

買い方



登録したメールアドレスに

「認証コード」が届きます。

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

受信した認証コードを入力して

[認証コードの確認]を
タップ（クリック）します。

しばらく経っても認証コードが
受信できなかった場合
[認証コードを再送する]を
タップ（クリック）します。

宇都宮 花子 utsunomiya@mirai.ne.jp

0123

0123

７

買い方



利用者情報を入力します

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

宇都宮 花子

利用者情報を入力し
【利用規約を確認する】
ボタンをタップ（クリック）

「利用規約を確認し
【閉じる】ボタンを
タップ（クリック）

【利用規約に同意する】を☑し、

【カード決済へ進む】のボタンを
タップ（クリック） ８

買い方

宇都宮 花子



カード情報の入力と購入完了

カード情報を入力し
【お支払い】ボタンを
タップ（クリック）

「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

【ご購入前の最終確認】メールが
登録したアドレス宛てに送付され，

【パスワード】・【購入確認コード】
が記載されています。

「ご購入有難う御座いました。」

メッセージ表示で
【購入完了】

９

買い方

1234 １２３４ １２３４ １２３４

１１ ２０２５

１２３

➊ カードの種類
➋ カード番号
➌ カードの有効期限
➍ CVNコード

4,000円宿泊クーポン（プレミアム観
光クーポン宇都宮「周遊クーポン
（11,000円分）」を6,000で購入でき
る権利付き）
※2021/11/12からご利用いただけま
す。
利用可能額：4,000円
利用期限：2022/3/27

この【パスワード・
購入確認コード】は，
購入したクーポンの
確認時に使用します。



「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

宿泊クーポン購入後の「周遊クーポン」購入のご案内

１０

買い方
（周遊クーポン）

３営業日
（２ページをご参照ください。）

（4,000円）

「宿泊割引クーポン」
購入確定

クーポン事務局での
【購入審査】

お友だち登録いただいた
LINEアカウント宛て

「周遊クーポン」購入を案内

「宿泊割引クーポン」と同数の
「周遊クーポン」口数を選択し【購入】
【注意】正しい口数で購入いただけない場合、購入いた
だいた周遊クーポンの利用を停止する場合があります。

「宿泊割引付き周遊クーポン」を
購入することができます。 （6,000円）

2022年3月27日までの利用期限と
なります。



「宿泊割引付き周遊クーポン」を購入いただく場合

購入した宿泊割引クーポンの確認

購入時の登録メールアドレス宛て届く
【決済完了・ご購入確定】メールに記載
の【クーポン内容の確認・表示は
下記ＵＲＬよりご覧ください。】を
タップ（クリック）します。

QRコードが表示された

宿泊割引クーポンが
表示されます。

未来宿泊プレミアムクーポンの
「購入内容確認」の画面に移るので、
➊購入時の登録メールアドレス
➋「ご購入前の最終確認メール」内
「パスワード」「購入確認コード」を入力し

【購入クーポンを確認する】をタップ（クリック）します。

購入時の
登録メールアドレス

➊

➋
「ご購入前の最終確認メール」
（前ページをご確認ください。）

「パスワード」
「購入確認コード」

１１

買い方



➊ クーポンを購入し宿泊施設を予約

宿泊割引クーポン利用の流れ（クーポン利用者側）

使い方 「宿泊割引付き周遊クーポン」の利用

プレミアム観光クーポン宇都宮
「宿泊割引クーポン販売ホームページ」でクーポンを購入し

「ご利用になれる宇都宮の施設」から
宿泊先を選びます。

宿泊割引クーポン購入者は

宿泊代金を
「現地でお支払い」する
プランで予約します。

１２

GoＴoトラベルキャンペーン
など他の宿泊割引との併用も
可能ですが「現地でお支払い」
での予約が前提となります。

お友だち登録ありがとうございます。
プレミアム観光クーポン宇都宮の詳細は下記の
画面（事業内容・使えるお店・よくある質問）
をタップして確認してくださいね。
11月12日からクーポン券の販売を開始しました。
下記よりご購入ください。

宿泊割引クーポン（未来宿泊プレミアムクーポン）

販売ホームページ内で、
「ご利用になれる宇都宮の施設」
として詳細情報を掲載しています。



「宿泊割引付き周遊クーポン」の利用

➋ 宿泊施設を利用

クーポンを
使います。

宿泊当日、チェックインの際に「プレミアム観光クーポン宇都宮・宿泊割引クーポン」の
ＱＲコードが表示されているスマートフォン画面をホテルフロントで提示します。
この際、ホテルフロントにクーポン（赤枠部分）のご提示をお願いします。

はい、
クーポンをご利用ですね。

宿泊割引クーポン利用の流れ（クーポン利用者側）

１３

使い方



「宿泊割引付き周遊クーポン」の利用

➌ 宿泊代金を支払い（宿泊代金／10,000円：宿泊割引クーポン4,000円利用の場合）

宿泊代金
10,000円

宿泊割引クーポンで
4,000円の割引

残り6,000円を
現金やクレジット
カードでお支払い

宿泊割引クーポン利用の流れ（クーポン利用者側）

宿泊施設では
宿泊代金を「現地支払い」
として請求します。

宿泊割引クーポン購入者は宿泊代金の「現地支払い」時に
「宿泊割引クーポン」を利用し割引を受け、残りの請求額を
支払います。

宿泊代金の請求 宿泊代金の支払

１４

使い方



周遊クーポン（LINE電子クーポン）については
「周遊クーポン購入・利用ガイド」をご覧ください。

１５


