
ホテル日航成田　P1  2020年12月16日更新

※ご予約日やご予約プランによって、申請方法が異なる場合がございますので、ご注意ください。

※地域共通クーポンにつきましては、GoToトラベル旅行者向け公式サイト https://goto.jata-net.or.jp/#coupon をご確認ください。

※高速道路周遊パス特別割引をご利用のお客様は、STAYNAVI公式サイト https://staynavi.direct/nexco をご確認ください。

※GoToトラベルキャンペーンの詳細については、今後変更になる場合がございます。

GoToトラベルキャンペーンの対象は、ご宿泊日が2020年7月22日～2021年1月31日（2021年2月1日のチェックアウト分まで）です。

また、補助金予算が上限に達し次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。

●年末年始におけるGoToトラベルキャンペーン一時停止について

当ホテルにつきましては新規の予約・既存の予約を問わず、2020年12月28日（月）～ 2021年1月11日（月）チェックイン分までの

全てのご予約は、キャンペーンの適用が一時停止となります。

※12月28日（月）以前に出発する旅行の場合でも、上記の期間を含む旅行については、キャンペーンの適用が一時停止となります。

詳細については、GoToトラベルキャンペーンサイトをご確認ください。(2020年12月16日更新）

※企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対するGoToトラベル事業の支援の考え方については、

Gotoトラベルキャンペーンのサイトをご確認ください。（2020年12月12日更新）

※11月6日(金）の予約販売分からの支援対象の基準・考え方については、Gotoトラベルキャンペーンのサイトをご確認ください。

※11月17日からの泊数制限の導入については、Gotoトラベルキャンペーンのサイトをご確認ください。

※ホテルのチェックイン時、ご宿泊のお客様全員の身分証明書のご提示をお願いしておりますので、ご当日ご用意ください。

GoToトラベルキャンペーン お手続きの流れ ホテル日航成田

2020年9月28日以降に、ホテル公式ホームページからご予約をお申込みのお客様 →２ページA

ホテル公式ホームページ以外の予約サイトや、旅行代理店を通してのご予約のお客様 →６ページE

GoToトラベルキャンペーン よくあるご質問 →６ページ

身分証明書について

1点で本人確認書類として認められるもの

氏名及び住所、写真が確認できる書類であれば、1点のみで結構です。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか1点を持参されることをお勧めします。

◯その他一例◯

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、 特別永住者証明書、 障害者手帳等各種福祉手帳、

船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書など

上記の本人確認書類がない場合

上記の「氏名及び住所、写真が確認できる書類」などをお持ちでない場合、下記”①を2点”もしくは”①と②を1点ずつ”用意してください。

①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書など

②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書など

※中学生以下のお子様について、上記の書類が揃わない場合、 本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類（運転免許証、

パスポート等）で代用可能

●ご宿泊当日、上記書類をお持ちでない場合は、後日ホテルに上記身分証明書の写しのご郵送をお願いいたします。
お送りいただきました身分証明書の写しに関しましては、個人情報の関係上、確認後こちらで責任を以て破棄させていただきます。

以上、詳しくは観光庁の 「GO TO トラベル事業をご利用いただく皆様へ/PDF」 をご確認ください。

2020年9月27日までに、ホテル公式ホームページからのご予約で、現地精算にてお申し込みのお客様 →３ページB

ホテルに直接お電話にてご予約をお申し込みのお客様 →５ページD

2020年9月27日までに、ホテル公式ホームページからのご予約で、オンライン事前カード決済にてお申し込みの

お客様 →４ページC

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020121401.html
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020121201.html
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020103001.html
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102902.html
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2020年9月28日以降に、ホテル公式ホームページからご予約をお申込みのお客様A

「25050」 から始まる13桁の予約番号
をお持ちのお客様

「018-」 から始まるハイフンを含む
15桁のご予約番号をお持ちのお客様

★[G] GoToトラベルキャンペーンの割引は 対象 です。

GoToトラベルキャンペーンをご利用の場合、

3ページ目の★[S]
ホテル公式ホームページからご予約後、

をご参照いただき、 『STAYNAVI』 の

お手続きをお願いいたします。

GoToトラベルキャンペーンを

ご利用でない場合は、

このままのご予約で

ご宿泊いただけます。

GoToトラベルキャンペーンを

利用する利用しない

GoToトラベルキャンペーンをご利用の場合、

ご予約の際に 「GoToトラベル割引適応」に

同意していただくと、 『STAYNAVI』 の登録が

同時に行われます。

ご予約完了後、『STAYNAVI』より

QRコード付きの割引クーポン本発行メールが

届きます。

GoToトラベルキャンペーンを

利用しない

＜ご宿泊当日＞

フロントでチェックインの際に、身分証明書を確認させていただきます。

また、ハイウェイスタンプ押印済の割引クーポンをご提示ください

＜ご宿泊当日＞

フロントでチェックインの際に、

予約確認番号、身分証明書 と

『STAYNAVI』で発行されたクーポン番号

とQRコード をご提示ください。

ホテルのチェックインの際に、『STAYNAVI』で

発行されたクーポン番号とQRコードが

必要になりますので、

ご当日はクーポン券を印刷してお持ちいただくか、

スマートフォンのクーポン画面をフロントで

ご提示ください。

『高速道路周遊パス特別割引』をご利用の場合は

引き続き高速道路周遊パスのお申込みが必要となります。

その際、『STAYNAVI』で取得した、クーポン番号が必要になります。

お申込み後、『STAYNAVI』のサイトより周遊パスのご予約完了を確認し、

クーポン券を印刷してください。

※ご当日は、サービスエリア・パーキングエリアで、事前に印刷した

割引クーポンにハイウェイスタンプを押してください。スタンプの押印

または利用証明証がない場合は、10月1日に開始される地域共通

クーポン（高速道路周遊パス購入金額の15％相当）の適用はされません。

高速道路周遊パス特別割引をご利用のお客様高速道路周遊パス特別割引を
ご利用でないお客様

STAYNAVI

『高速道路周遊パス特別割引』 ページ

クリック

利用する

＜ キャンセルの場合 ＞

ご宿泊のご予約後、同時に 『STAYNAVI』 の

登録が完了されたお客様は、オンラインにて

ご予約のキャンセルをしてしていただければ、

クーポン券のキャンセルも同時に行われます。

https://staynavi.direct/nexco
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STAYNAVI

＜ご宿泊当日＞

フロントでチェックインの際に、身分証明書を確認させていただきます。

また、ハイウェイスタンプ押印済の割引クーポンをご提示ください

★[S] ホテル公式ホームページからご予約後、下記 『STAYNAVI』 のサイトより、

割引の登録を行い、クーポン番号を取得してください。

※登録のお手続きには、ホテルのご予約番号(「018-」 から始まるハイフンを含む15桁の予約番号、

もしくは「25050」 から始まる13桁の予約番号）をご入力ください。

＜ご宿泊当日＞

フロントでチェックインの際に、

予約確認番号、身分証明書 と

『STAYNAVI』で発行されたクーポン番号

をご提示ください。

GoToトラベルキャンペーンの割引は 対象 です。

ホテルのチェックインの際に、『STAYNAVI』で

発行されたクーポン番号が必要になりますので、

ご当日は印刷してお持ちいただくかマイページに

ある取得クーポンの画面をご提示ください。

『高速道路周遊パス特別割引』をご利用の場合は

引き続き高速道路周遊パスのお申込みが必要となります。

その際、『STAYNAVI』で取得した、クーポン番号が必要になります。

お申込み後、『STAYNAVI』のサイトより周遊パスのご予約完了を確認し、

クーポン券を印刷してください。

※ご当日は、サービスエリア・パーキングエリアで、事前に印刷した

割引クーポンにハイウェイスタンプを押してください。スタンプの押印

または利用証明証がない場合は、10月1日に開始される地域共通

クーポン（高速道路周遊パス購入金額の15％相当）の適用はされません。

高速道路周遊パス特別割引をご利用のお客様高速道路周遊パス特別割引を
ご利用でないお客様

STAYNAVI

『高速道路周遊パス特別割引』 ページ

2020年9月27日までに、ホテル公式ホームページからのご予約で、現地精算にてお申し込みのお客様B

＜ キャンセルの場合 ＞

ご宿泊のご予約後、ご自身で 『STAYNAVI』 の

割引クーポンを発行されたお客様は、

ご予約のキャンセルとは別に、『STAYNAVI』の

マイページより、クーポン券のキャンセルもお願い

いたします。

https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
https://staynavi.direct/nexco
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GoToトラベルキャンペーンの割引は対象外 です。

大変お手数ではございますが、ホテル公式ホームページより、

『GoToトラベルキャンペーン割引対象』 と書かれたプランにて

ご予約のお取直しをお願いいたします。

※ご予約のお取直しがご宿泊当日かその前日の場合は、

一度ホテルまでご連絡をお願いいたします。

GoToトラべルキャンペーンの割引を

ご利用でない場合は、

このままのご予約でご宿泊いただけます。

ホテル公式ホームページより、ご予約をお取直し後、

2ページ目の★[G] GoToトラベルキャンペーンの割引は

対象 です をご参照ください。

2020年9月27日までに、ホテル公式ホームページからのご予約で、オンライン事前カード決済にてお申し込みの

お客様C

GoToトラベルキャンペーンを

利用しない利用する

クリック
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　STAYNAVI

ホテルに直接お電話にてご予約をお申し込みのお客様D

GoToトラベルキャンペーンの割引は 対象 です。

高速道路周遊パス特別割引をご利用のお客様高速道路周遊パス特別割引を

ご利用でないお客様

ホテルに直接お電話でご予約の場合は、

ご予約時に 「GoToトラベルキャンペーンの

割引をご希望」 の旨お申し出ください。

(お申し出がない場合は割引が適用されません。)

※ご予約時、お客様の居住地を係りが確認させて

いただきます。

※お客様ご自身での 『STAYNAVI』 のご登録は

不要です。

ホテルに直接お電話にてご予約の際、ご予約時に

「GoToトラベルキャンペーン、また高速道路周遊パス特別割引を利用」

の旨お申し出ください。 係より、「４－」から始まる７桁のご予約番号を

ご案内いたします。

ご予約後、下記 『STAYNAVI』 のサイトより、お客様ご自身にて

割引の登録を行い、クーポン番号を取得してください。

＜ご宿泊当日＞

フロントでチェックインの際に、身分証明書を確認させていただきます。

また、ハイウェイスタンプ押印済の割引クーポンをご提示ください

『高速道路周遊パス特別割引』をご利用の場合は

引き続き高速道路周遊パスのお申込みが必要となります。

その際、『STAYNAVI』で取得した、クーポン番号が必要になります。

お申込み後、『STAYNAVI』のサイトより周遊パスのご予約完了を確認し、

クーポン券を印刷してください。

※ご当日は、サービスエリア・パーキングエリアで、事前に印刷した

割引クーポンにハイウェイスタンプを押してください。スタンプの押印

または利用証明証がない場合は、10月1日に開始される地域共通

クーポン（高速道路周遊パス購入金額の15％相当）の適用はされません。

STAYNAVI 『高速道路周遊パス特別割引』 ページ

＜ご宿泊当日＞

フロントでチェックインの際に、身分証明書を確認

させていただきます。 また、係りが提示いたします

「GoToトラベル割引申請確認書」 にご署名

ください。

＜ キャンセルの場合 ＞

ご宿泊のご予約後、ご自身で 『STAYNAVI』 の

割引クーポンを発行されたお客様は、

ご予約のキャンセルとは別に、『STAYNAVI』の

マイページより、クーポン券のキャンセルもお願い

いたします。

https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
https://staynavi.direct/nexco
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GoToトラベルキャンペーン　よくあるご質問
※ホテル公式ホームページ、もしくはホテルに直接お電話でご予約をお申し込みのお客様の内容です。

STAYNAVI

5
One Harmonyのステイアワードを利用して宿泊の

場合は、GoToトラベルキャンペーンの対象ですか？

・One Harmonyのステイアワードにてご予約をお申し込みの場合、

　GoToトラベルキャンペーンの割引は対象外です。

6
AMEXフリーステイギフトを利用して宿泊の場合、

GoToトラベルキャンペーンは対象ですか？

・AMEXのフリーステイギフトにてご予約をお申し込みの場合、

　GoToトラベルキャンペーンの割引は対象外です。

3

One Harmonyのポイントや、JALクーポンを現地精算で

利用した際、その料金もGoToトラベルキャンペーンの対象

ですか？

・現地でのご精算でOne Harmonyのポイントや、JALクーポンでお支払い

　いただいた金額も、GoToトラベルキャンペーンの対象です。

4
One Harmonyのバースデークーポンを利用して宿泊する

場合は、GoToトラベルキャンペーンの対象ですか？

・ホテルのご宿泊ベーシックプラン 『SAVER』 一般価格から30％の割引後の

　金額が、GoToトラベルキャンペーンの割引対象です。

2
ホテルのどんなプランでもGoToトラベルキャンペーンが対象

ですか？

・全プラン対象ですが、ホテル公式ホームページよりご予約の場合、

　【GoToトラベルキャンペーン割引対象】と書かれたプランをお選びください。

・お部屋代金、および宿泊プランに食事などの付帯サービスが含まれている

　場合は、そのプランの全額が対象です。

※現地で追加されたもの（お食事代やエキストラベッド代、お電話代等）に

　 関しましては、GoToトラベルキャンペーンの対象外です。

Question Answer

1 GoToトラベルキャンペーン対象者は？

・日本に居住の日本人のお客様（東京都内に居住するお客様を除く）

・日本国内居住の在住外国人のお客様

※GoToトラベルキャンペーンをご利用のお客様は、ホテルのチェックイン時、

　 身分証明書のご提示をお願いしておりますので、ご当日ご用意ください。

※ホテルに直接お電話にてご予約をお申し込みのお客様は、ご予約時に

　 お客様の居住地を確認させていただきます。 ご了承くださいませ。

GoToトラベルキャンペーンの対象になるかは、ご予約元の予約サイトや旅行代理店にてご確認ください。

お客様のご希望により、ご宿泊時（現地精算の場合）ホテルより 宿泊証明書 と 領収書 の発行は可能です。

ホテル公式ホームページ以外の予約サイトや、旅行代理店を通してのご予約のお客様E

https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=147102
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