
 （令和２年８月５日発表） 

「Ｇｏ Ｔｏ しずおか商品券」 の配付期間を延長します！

別紙資料  有 ・ 無 

取材及び告知をお願いします！ 

◆ アピール 

ポイント 

●６月 19 日（金）から市内に宿泊した方に配付している「Ｇｏ Ｔｏ 

しずおか商品券」の配付期間を９月３０日（水）まで延長します！

●静岡県が実施している宿泊割引事業「バイ・シズオカ ～今こそ！

しずおか！！元気旅！！！～」と連携して本市事業も実施できるよう、

「Ｇｏ Ｔｏ しずおか商品券」の配付対象者を、静岡県、山梨県、長野

県、新潟県の県民に拡大します！

◆ 対 象 者 

【拡大前】6,000 円以上で宿泊した静岡県民（先着 10,000 人） 

【拡大後】6,000 円以上で宿泊した静岡県、山梨県、長野県、新潟県

在住の方（新たに先着 15,000 人） 

※静岡市民が市内の対象宿泊施設に宿泊した場合も配付の対象となります。

◆ 配付施設 

   及び 

対象店舗 

商品券を配付する宿泊施設や、利用できる店舗は「するが 

企画観光局」ホームページのお知らせ欄をご参照ください。 

https://www.visit-shizuoka.com/ 

※各施設には新型コロナウイルス感染症対策の徹底を呼び掛けています。

◆ 配付方法 対象宿泊施設チェックイン時にフロント等で配付を行います。

◆ 配付期間 
【延長前】６／19（金）～８／10（月・祝） ※使用期限も同日 

【延長後】6／19（金）～９／30（水） ※使用期限は 10／４（日） 

◆ 内容など 

●6,000 円／泊以上での宿泊者に 2,000 円分の商品券を配付します。 

●本事業は新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ、観光産業を

中心とする地域経済の活性化を目的として取り組む事業で、本市への

誘客及び旅行中の消費喚起が促されることを期待しています。 

●商品券は、静岡市ならではの食を提供する店舗や、静岡おみやプロジ

ェクトで開発された土産物を扱う店舗など、静岡市らしさを感じさせ

る施設のほか、４市２町（※）の一部施設で利用が可能です。 
※焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町

● 79 の宿泊施設が商品券の配付施設として、357 の飲食施設、体験

施設が商品券の利用先施設として事業参画の意思を表明してくださ

っています！ （情報は８月５日現在。今後増える可能性もあります。）

◆ 参  考 

静岡県「バイ・シズオカ ～今こそ！しずおか！！元気旅！！！～」 

https://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-220/ 

campaign2020/imakososhizuoka.html

【問合せ】観光・MICE 推進課（静岡庁舎新館 17階） 

 担当：柴、上松、清水 

電話：０５４－２２１－１４５４

報道資料 



静岡市ならではの観光を楽しんでもらうため、以下６つの分野に該当する施設を商品券の利用可能施設としています。また、中部５市２町で一体的なプロモ
ーションに取り組むことを目的に、周辺市町の集客力のある観光施設等も一部対象に含めています。

グリンピア牧之原

エキチカ温泉くろしお

鰹カツ提供店舗

宵茶提供店舗 茶氷提供店舗

体験型学習プログラム

【周辺市町の使用可能施設の例】

静岡グルメ

静岡おでん、もつカレー、宵茶、

茶氷等の静岡市ならではの料理

を提供する店舗

みやげ

静岡茶、地場産物、伝統工芸品

等を取扱う土産物屋

体 験

お茶を使った体験、工芸品製作

など、静岡市ならではの体験が

できる施設

温 泉

国民保養温泉地 梅ケ島温泉郷の

施設をはじめとする市内の日帰

り温泉施設

しずまえ

しずまえ鮮魚の直売施設、加工

販売施設のほか、しずまえ鮮魚

を取扱う飲食店 等

オクシズ

農産物直売所、加工販売所をは

じめとしたオクシズで生産・製

造された商品取扱店舗 等

【静岡市ならではの６つの分野】

２ 商品券使用可能施設について

Ｇｏ Ｔｏ しずおか商品券について

対 象 者 市内の対象宿泊施設で１人１泊６，０００円以上のプランで宿泊した県内在住者
※

静岡県 新潟県の在住者

商品券の額 ２，０００円（５００円×４枚）

受取方法 チェックイン時に宿泊施設より対象者に配付されます。

配付時期 ６月１９日（金） ８月１０日（月・祝） ９月３０日（水）

使用方法 対象施設での会計時に商品券を提出することで、商品券１枚につき
５００円が割り引かれます

使用期間 ６月１９日（金） ８月１０日（月・祝） １０月４日（月・祝）
※ 10日（月・祝）です。

※予約方法は予約サイトや直接のお電話など
いずれの方法でも対象となります
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№ 所在地 施設名 電話番号

1 ホテルアソシア静岡 054-254-4141

2 静岡市葵区呉服町2丁目8-8 静岡タウンホテル 054-251-3755

3 静岡市葵区両替町1-4-8 静岡キャッスルホテル佐乃春 054-252-7755

4 静岡市葵区両替町2-7-13 静岡ユーアイホテル 054-251-2555

5
静岡市葵区御幸町3-21

株式会社CSAtravel内
ビル泊 054-270-5180

6 静岡市葵区紺屋町3-10 中島屋グランドホテル 054-253-1151

7 静岡市葵区紺屋町3-10 ガーデンホテル静岡 054-205-1110

8 静岡市葵区紺屋町11-1 ホテルガーデンスクエア静岡 054-252-6500

9 静岡市葵区栄町1-15 くれたけインプレミアム静岡駅前 054-252-1111

10 静岡市葵区昭和町4-5 アパホテル＜静岡駅北＞ 054-251-1741

11 静岡市葵区常磐町1-6-3 三交イン静岡北口 054-251-3535

12 静岡市葵区常磐町2-1-1 ホテル オーレイン 054-271-0001

13 静岡市葵区七間町11-1 静岡北ワシントンホテルプラザ 054-221-0111

14 静岡市葵区七間町16-8 泊まれる純喫茶 ヒトヤ堂 054-687-8458

15 静岡市葵区人宿町2-2-5 ホテルオーク静岡 054-204-0321

16 静岡市葵区伝馬町1-2 ホテルシティオ静岡 054-253-1105

17 静岡市葵区伝馬町12-5 ホテルアーバント静岡 054-273-1717

18 静岡市葵区伝馬町23-5 スマイルホテル静岡 054-252-8366

19 静岡市葵区御幸町11-6 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北 054-252-2040

20 静岡市葵区鷹匠1-9-4 白菊旅館 054-252-2645

21 静岡市葵区鷹匠2-23-6 ホテルドルフ静岡 054-251-5000

22 静岡市葵区鷹匠3丁目6-1 静岡県職員会館（もくせい会館） 054-245-1595

23 静岡市葵区富沢220-1 せせらぎの宿 紅竹 054-295-3116

24 静岡市葵区赤沢193 うわの空 054-295-3561

25 054-295-3730

26 静岡市葵区諸子沢594 054-291-2021

27 静岡市葵区足久保奥組1188 リゾートホテル鈴桃 054-296-4531

28 静岡市葵区油山2215-2 油山温泉 油山苑 054-294-0157

29 静岡市葵区油山2325-4 油山温泉 元湯館 054-294-0155

30 静岡市葵区梅ケ島4219-5 こんや銘酒館 054-269-2260

31 静岡市葵区梅ケ島4797-1 山の宿・P・くさぎ里 054-269-2263

32 静岡市葵区梅ケ島5258-7 湯の島館 054-269-2032

33 静岡市葵区梅ケ島5258-12 清香旅館 054-269-2048

34 静岡市葵区梅ケ島5258-2 054-269-2317

35 静岡市葵区梅ケ島5258-9 旅館 いちかわ 054-269-2157

36 静岡市葵区梅ケ島5258-4 梅ヶ島温泉ホテル 梅薫楼 054-269-2331

37 静岡市葵区梅ケ島4269-10 梅ヶ島コンヤ温泉 大野木荘 054-269-2224

38 静岡市葵区梅ケ島3197-2 054-269-2212
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39 静岡市葵区梅ケ島5258-10 いにしえの温泉宿 泉屋旅館 054-269-2030

40 静岡市葵区梅ケ島5255-9 旅館 さつき苑 054-269-2010

41 静岡市葵区梅ケ島5287 旅館 よしとみ荘 054-269-2202

42 静岡市葵区口坂本454-2 054-297-2246

43 静岡市葵区口坂本176 054-297-2261

44 静岡市葵区井川780-1 054-260-2009

45 静岡市葵区田代678 054-260-2858

46 静岡市葵区田代1110-5 南アルプス赤石温泉 白樺荘 054-260-2021

47
静岡市駿河区用宗2丁目26-8

シーサイドハイツ1F
一棟貸しの宿 日本色 054-257-5111

48 静岡市駿河区稲川1-5-2 花月旅館 054-281-0034

49 静岡市駿河区南町13-21 静鉄ホテルプレジオ静岡駅南 054-202-5000

50 静岡市駿河区南町18-1 ホテルセンチュリー静岡 054-284-0111

51 静岡市駿河区森下町1-40 サイホテル 054-281-4981

52 静岡市駿河区泉町1-21 静岡第一ホテル 054-281-2131

53 静岡市駿河区泉町3-24 東横INN 静岡駅南口 054-654-1045

54 静岡市駿河区森下町1-7 ホテルニューシズオカ 054-283-8811

55 静岡市駿河区中村町322-1 ハイセットホテル静岡インター 054-283-3321

56 静岡市駿河区曲金5丁目5-1 時之栖 natural hot spring&hotel 松之湯 054-287-1126

57 静岡市駿河区曲金6丁目1-54 静岡ホテル時之栖（別館分含む） 054-285-0001

58 静岡市駿河区登呂4丁目17-23 旅館 登呂 054-286-1019

59 静岡市駿河区丸子3375-1 若松 054-259-1366

60 静岡市清水区真砂町2-2 清水シティホテル 054-366-2266

61 静岡市清水区真砂町3-27 ホテルクエスト清水 054-366-7101

62 静岡市清水区本郷町1-27 東横INN 静岡清水駅前 054-361-1045

63 静岡市清水区入江3丁目8-16 GUEST HOUSE TESSEN 080-3389-3301

64 静岡市清水区二の丸町6-31 三園旅館 054-364-2525

65 静岡市清水区馬走1500-2 日本平ホテル 054-335-1131

66 静岡市清水区八坂東1-20-20 ホテルルートイン清水インター 050-5847-7401

67 静岡市清水区江尻東3-1-14 キヨナミホテル 054-364-0274

68 静岡市清水区三保2108 三保園ホテル 054-334-0111

69 静岡市清水区三保2718-6 054-334-8561

70 静岡市清水区三保2414-3 054-334-0150

71 静岡市清水区興津本町6 岡屋旅館 054-369-0018

72 静岡市清水区興津中町1219 旅館 松寿 054-369-0655

73 静岡市清水区興津中町1381-11 ファミリーロッジ旅籠屋（清水興津店） 054-369-7858

74 静岡市清水区興津中町1432 興津温泉 054-369-0542

75 静岡市清水区興津東町1234 クア・アンド・ホテル 駿河健康ランド 054-369-6111

76 静岡市清水区由比今宿996-1 見晴旅館 054-375-2503

77 静岡市清水区由比町屋原608 054-375-3055

78 静岡市清水区蒲原3丁目19-27 BACKPACKERS HOSTEL 燕之宿 054-340-5240

79 静岡市清水区蒲原堰沢372-2 素空庵（そくうあん） 090-8335-8721






































