
 

 

             

（令和４年１月 19日発表） 

～ 冬の富士山を撮影しながら楽しもう！ ～ 

「静岡市はいいねぇ。ふじさんフォトラリー2022」始まります‼ 

同時開催「静岡市はいいねぇ。ふじさんプチフォトコンテスト」 

 

◆ アピールポイント 

・さくらももこさんが故郷の静岡市のために描いたオリジナルイラ

スト「静岡市はいいねぇ。」の内、富士山が描かれている「日本平、

三保松原、薩埵(さった)峠」を富士山の撮影をしながら巡るフォトラ

リー！ 

・条件を満たすと「静岡市はいいねぇ。」のオリジナルノベルティグ

ッズがもらえたり、豪華な景品が当たる抽選に応募できます！ 

・また、ふじさんプチフォトコンテストも同時開催！イチオシの富

士山ベストショットをぜひ応募してください！ 

◆ 日時・期間 令和４年 1月 21日(金)から３月 13日(日) 

◆ 内容など  

≪ふじさんフォトラリー概要≫ 

 

１．フォトスポット 

（１）日本平 … 日本平夢テラス展望回廊 

（２）三保松原 … みほしるべ 屋上 

（３）薩埵峠 … 薩埵峠展望台 

 

２．開催内容 

【チャンス１：フォトスポット 3か所から冬の富士山の写真を撮っ

てプレゼントをもらおう！】 

 フォトスポット 3か所全てで写真を撮影して、プレゼント交換場

所でその写真を見せると、お好きなプレゼントを１つ差し上げま

す！ 

プレゼント：「静岡市はいいねぇ。トートバッグ」「静岡市はいいね

ぇ。ステンレスボトル」「しずチカ茶店一茶商品券」のいずれかをも

れなくプレゼント。 

【チャンス２：さらに「推しスポット」からの富士山の写真を送る

と、プレゼントゲットのチャンス!！】 

 フォトラリーをコンプリートして、さらにあなたの「推しスポッ

ト」からの富士山の写真を送るとWチャンスキャンペーンに応募で

きます。プレゼント交換所でもらえる応募カード裏の二次元バーコ

ードから応募フォームにアクセス！ 応募者の中から抽選で、素敵な

景品をプレゼントします！ 

報道資料 



 

 

  景品：「日本平ホテルペア宿泊券(１組２名様分)」１名 

   「静岡市の特産品詰合せセット 1万円分」10名 

【チャンス３：対象施設を利用して「静岡市はいいねぇ。」ノベルテ

ィグッズをもらおう！】 

対象施設を利用する際に、受付でフォトスポットで撮影した写真

を見せると、各スポットと施設に応じた素敵な「静岡市はいいねぇ。」

ノベルティグッズをプレゼントします！ 

ノベルティグッズ： 

「静岡市はいいねぇ。マスクケース」各施設先着 500枚 

対象施設： 

・日本平動物園(有料) ・みほしるべ(無料) 

・東海道広重美術館(有料) ・由比本陣記念館 御幸亭(有料) 

◆ 備 考 プレゼント交換所やノベルティグッズプレゼントの各対象施設など

詳しい情報は、別紙資料をご参照ください。 

また、市ホームページからもご確認いただけます。 

URL : https://www.city.shizuoka.lg.jp/801_000139.html 

イベント公式 Twitter からも随時情報を発信します！ ぜひフォロ

ーをお願いします！  

URL : https://twitter.com/shizuoka_rally 

◆ 同 時 開 催 ≪ふじさんプチフォトコンテスト概要≫ 

 

あなたの富士山ベス 

トショットを大募集！ 

応募作品からグランプ 

リと準グランプリを選出。 

受賞作品は市ホームペー 

ジ等で公表し、受賞者に 

賞品をお贈りします。 

期間：令和４年１月 21日(金)～2月 23日(水・祝) 

部門：「フォトラリースポット部門」「推しスポット部門」 

※詳しくは、別紙資料または市ホームページをご確認ください。 

別紙資料 有 
ぜひ取材をお願いします 【問合せ】 広報課 シティプロモーション係 

（静岡庁舎８階) 

担当 膳亀、山崎 

電話 054-221-1219 



Ⓒ Momoko Sakura

静岡市はいいねぇ。

ふじさん

プチフォト

コンテスト

同 時 開 催

令和4年1/21 
  2/2

3祝

金

※詳しくは裏面をご覧ください。

静岡市はいいねぇ。

 ふじさんフォトラリー
2022

令和4年1/21   3/13 日金開催
期間

日本平 薩埵（さった）峠 三保松原

お問い合わせ

静岡市広報課
シティプロモーション係

☎ 054-221-1219

で富士山が描かれている「日本平・三保松原・薩埵（さった）峠」を

「静岡市はいいねぇ。」のオリジナルノベルティをプレゼントします！

また、「静岡市はいいねぇ。ふじさんプチフォトコンテスト」も同時開催！

あなたイチオシの富士山ベストショットを応募してください。

さくらももこさんが故郷・静岡市のために描いたオリジナルイラスト「静岡市はいいねぇ。」

富士山を撮影しながら巡る「静岡市はいいねぇ。ふじさんフォトラリー」を開催中！



令和4年1/21   3/13日金開催
期間

フォトスポット3か所から冬の富士山の写真を撮ってプレゼントを貰おう！

静岡市はいいねぇ。

ふじさんフォトラリー2022

静岡市はいいねぇ。 ふじさんプチフォトコンテスト同 時 開 催 令和4年1/21   2/23祝金

あなたの富士山ベストショットを大募集。応募作品からグランプリと準グランプリを選出。受賞作品は市ホームページ等で公表し、受賞者に賞品をお贈りします。

期間：令和４年１月21日(金)～２月23日(祝)　部門：「フォトラリースポット部門」 「推しスポット部門」

応募要件： ①応募者が撮影した写真であること　②写真のデータ容量は10MB以下であること

【フォトラリースポット部門】へ応募の場合の追加要件： ● 「日本平」 「三保松原」 「さった峠」のいずれかから富士山を撮影したもの

【推しスポット部門】へ応募の場合の追加要件： ●静岡市内から撮影した富士山であること

賞品：【グランプリ】 日本平ホテルディナー券(1組2名)　【準グランプリ】 日本平ホテルランチ券(1組2名)

フォトラリーをコンプリートして、さらにあなたの「推しスポット」からの富士山の写真を送るとWチャンスキャンペーンに

応募できます。プレゼント交換所でもらえる応募カード裏の二次元バーコードから応募フォームにアクセス！応募者の中

から抽選で、素敵な景品をプレゼントします！

※推しスポット1か所につき1応募可（1人3回まで）　※当選発表は景品の発送に代えさせていただきます。

期間：令和4年１月21日㈮～３月13日㈰
景品：「日本平ホテルペア宿泊券(1組2名)」 1名　「静岡市の特産品詰め合わせセット1万円分」 10名

■対象施設 概要

※お車でお越しの場合は、別途駐車料金がかかる場合があります。 その他詳しくは各施設にお問い合わせください。

日本平 日本平動物園 大人620円、小人150円9:00～16:30 (入場は16:00まで) 月曜日 (祝日の場合はその翌平日)

フォトスポット 対象施設名 定休日営業時間 電話番号料　金

みほしるべ三保松原 年中無休9:00～16:30

054-262- 3251

054-375- 5166

054-375- 4454

無　料

東海道広重美術館

由比本陣記念館 御幸亭

さった峠
月曜日 (祝日の場合はその翌平日)9:00～17:00 (入場は16:30まで)

054-340-2100

大人520円、高大310円
小中130円

月曜日 (祝日の場合はその翌平日)9:00～17:00 (入場は16:30まで) 大人150円、小中50円

詳しくはコチラ→

■コンプリートプレゼント交換所 概要

施設名 定休日交換時間 電話番号料　金

しずチカ 054-221-1219（静岡市広報課）無　料10：00～17：00 水曜日（2/15は臨時休館。2/23は特別開館）（　　　 　 ）
JR静岡駅北口地下
情報発信コーナー

日本平夢テラス 展望回廊

みほしるべ 屋上

さった峠 展望台

無　料24時間開放 年中無休

年中無休

年中無休

9：00～16：30

24時間開放

無　料

無　料

施設名 定休日営業時間 料　金

■フォトスポット 概要

※荒天時は、お客様の安全確保のため訪問をお控えください。
※画像は撮影写真のイメージです。

フォトスポット3か所全てで写真を撮影して、プレゼント交換場所でその写真を見せると、お好きなプレゼントを1つ差し上げます！

対象施設を利用する際に、受付でフォトスポットで撮影した写真を見せると、各スポットと施設に応じた

素敵な「静岡市はいいねぇ。」ノベルティグッズをプレゼントします！

●プ レ ゼ ン ト

●プレゼント交換日時

●プレゼント配付要件

「静岡市はいいねぇ。トートバッグ」 「静岡市はいいねぇ。ステンレスボトル」 
「しずチカ茶店一茶商品券」 のいずれかをもれなくプレゼント。

開催期間中の土日祝日 10:00～17:00

①フォトスポット看板と富士山を含んだ写真であること。　②スポット3か所の写真を撮影していること。
③対象施設で撮影した写真(画像データも可)を3枚見せること。

●ノベルティグッズ

●ノベルティ交換日時

●ノベルティ配付要件

「静岡市はいいねぇ。マスクケース」 各施設先着500枚

開催期間中の対象施設開館日・営業時間

①フォトスポット看板と富士山を含んだ写真であること。

②対象施設で撮影した写真(画像データも可)を見せること。
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さくらももこさんが故郷・静岡市のために描いた

オリジナルイラスト「静岡市はいいねぇ。」で

富士山が描かれている「日本平・三保松原・薩睡（さった）峠」で

富士山の撮影をしながら巡る

「静岡市はいいねぇ。ふじさんフォトラリー」を開催中！

「静岡市はいいねぇ。」の

オリジナルノベルティグッズを

プレゼントします！

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

詳しくはコチラ

さらに「推しスポット」からの富士山の写真を送ると、プレゼントゲットのチャンス!!

対象施設を利用して「静岡市はいいねぇ。」ノベルティグッズをもらおう！

W
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