
お得に食べて
静岡を応援！！

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、予告なく内容が変更となる場合がございます。

購入方法 WEB申込み後、Famiポートにて申込券を発券・レジにてお支払い
※WEB申込の有効期間は申込日含め10日間です。申込から2日後にファミリーマート店舗での発券・お支払いが可能となります。
※発券・お支払いは10月26日（月）10：00から開始。当日から加盟飲食店でご利用可能です。 ※WEB申込の有効期間は申込日を含め7日間です。通常申込期間中のWEB申込の有効期間は申込日を含め4日間です。

　いずれも有効期間以内にロ－ソン又はミニストップ店舗で発券・支払いとなります。

現金のみ

ふじのくに静岡県GoToEatキャンペーンホームページにて
事前申込みが必要です。 https://www.funity-rs.jp/shizuoka/

第1期申込期間

静岡県内の郵便局窓口

［23：59］［10：00］ ［10：00］ ［22：00］

［23：59］［10：00］

～2020年12月20日（日）
2020年12月21日（月）［0：00］～2021年1月31日（日）［23：59］

2020年11月2日（月）～無くなり次第終了

3つの密の回避と皆様に広くご利用いただくために申込期間を分けております。

3つの密の回避と皆様に広くご利用いただくために販売期間を分けております。
2020年12月中旬～2021年1月31日（日）

食事券は2種類、購入方法はそれぞれ2通りあります！
3つの密を避けて、お楽しみいただくため

25%
プレミアム
付！

加盟飲食店募集中！

販売
価格

（1,000円券×10枚
 ＋ 500円券×5枚）

第2期申込期間

静岡県商工会

食 事 券
使えます
食 事 券
使えます

みんなで

シズオカを

楽しもう！

静岡県商工会GoToEatキャンペーン

食事券使用期限 2021年3/31（水）まで
https://premium-gift.jp/fujinokunigotoeat/

詳しくは専用ホームページでご確認ください。
ふじのくに静岡県 GoToEatキャンペーン

1セット10,000円

◎１人1回あたり、2セット（20,000円）までご購入可能

12,500円分

ふじのくに静岡県 GoToEatキャンペーン 静岡県商工会 GoToEatキャンペーン

※各郵便局窓口の営業日・営業時間をご確認の上、お買い求めください。
※先着販売となります。無くなり次第終了となります。

※購入時の混雑を避けるため、整理券を配布する場合がございます。

※各商工会の営業日・営業時間をご確認の上、お買い求めください。
※先着販売となります。無くなり次第終了となります。

販売
価格 1セット8,000円

●食事券は数に限りがございます。販売は無くなり次第終了となります。 ●静岡県内の加盟飲食店でのみご利用いただけます。

詳しくはそれぞれの
専用ホームページを
ご覧ください。

購入方法

第1期販売期間

第2期販売期間

販売場所

このステッカーのあるお店で使えます。

購入方法 1

購入方法 2

購入方法 WEB申込み後、Loppiにて申込券を発券・レジにてお支払い

現金のみ

ローソン・ミニストップのチケット専用ページにて
事前申込みが必要です。 https://l-tike.com/gotoeat-shizuoka

事前申込期間

静岡県内35商工会

2020年10月16日（金）
2020年10月26日（月）～2021年１月31日（日）

2020年10月26日（月）～無くなり次第終了

通常申込期間

※土・日・祝日及び年末年始の閉館日を除く

購入方法

販売期間

販売場所

購入方法 1

購入方法 2

2020年10月16日（金） ～2020年１0月21日（水）

https://gotoeat-shizuoka.com/

詳しくは専用ホームページでご確認ください。
静岡県商工会 GoToEatキャンペーン

このステッカーのあるお店で使えます。

食事券
利用期間 2020年10/26（月）　 2021年3/31（水）

販売！

156億
2,500万円

総額

（ゆうゆう窓口、臨時開局窓口、簡易郵便局は除く）
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利用可能金額

（1,000円券×10枚）

◎１人1回あたり、2セット（16,000円）までご購入可能

静岡県内在住の方対象
〈年齢制限なし〉

10,000円分
利用可能金額

静岡県プレミアム付食事券

ふじのくに静岡県GoToEat_ 消費者向け（商工会議所+商工会）_A4（4C×4C）_表面



食事券購入方法

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、予告なく内容が変更となる場合がございます。

ふじのくに静岡県Go To Eatキャンペーン 検 索詳しくは専用ホームページにてご確認ください。
https://premium-gift.jp/fujinokunigotoeat/

食事券が利用できる加盟飲食店は専用ホームページをご覧ください!

3つの密を回避するために
購入方法を2通りご用意しました! 

購入方法 WEB申込み後、Famiポートにて発券・レジにてお支払い
※WEB予約の有効期間は予約日含め10日間です。ご予約から2日後に
　ファミリーマート店舗での発券・お支払いが可能となります。
※発券・お支払いは10月26日（月）10:00から開始。
　当日から加盟飲食店でご利用可能です。

購入方法 現金のみ

※購入時の混雑を避けるため、整理券を配布する場合がございます。
※各郵便局窓口の営業日・営業時間をご確認の上、お買い求めください。
※先着販売となります。無くなり次第終了となります。
※身分証のご提示を求める場合があります。

ふじのくに静岡県Go To Eatキャンペーン
ホームページにて事前申込み が必要です。

申込み
ページへ
アクセス

https://www.funity-rs.jp/shizuoka/

1セット8,000円販売価格

（利用可能金額 10,000円分　1,000円券×10枚）
1人1回あたり2セット（16,000円）までご購入可能

第2期
申込期間

第1期
申込期間

販売場所 静岡県内の郵便局窓口（ゆうゆう窓口、臨時開局窓口、簡易郵便局を除く）

第1期
販売期間 令和2年11月2日（月）  ～ 無くなり次第終了
販売価格

（利用可能金額 10,000円分　1,000円券×10枚）
1人1回あたり2セット（16,000円）までご購入可能

第2期
販売期間 令和2年12月中旬    ～

3つの密の回避と皆様に広くご利用いただくために申込期間を分けております。

3つの密の回避と皆様に広くご利用いただくために販売期間を分けております。

［23:59］［10:00］
令和2年10月16日（金）～令和2年12月20日（日）

［23:59］［0:00］
令和2年12月21日（月）　～　 令和3年1月31日（日）

令和3年1月31日（日）

事前に専用ホームページで
申込手続きが必要です

Famiポートにて申込後、レジにてお支払い
食事券を受け取ります手順❸ FMで食事券購入

Go To Eat食事券申込
▼

▼

▼

▼

お客様情報入力（会員登録）

必要事項選択・入力

申込内容確認

申込完了

メールで案内された
引換票番号を入力

手続きが完了すると、
Famiポート申込券が出力
30分以内にレジにて会計します

ストアスタッフにFamiポート
申込券を渡し、代金を払います

プリンターから食事券が発行
されますので、ストアスタッフ
から受け取ります

レジにて
お支払い・受取

Famiポートを
操作

13桁の引換票番号がメールで案内されます

Go To Eat

食事券にお申込み
いただきまして、

ありがとうございます。

ファミリーマートの
Famiポートで、

以下の引換票番号を
入力してください。

引換票番号
1234567890123

手順❶食事券の申込
　　　　（インターネット/PC・スマホ）

手順❷ メール受領

窓口にてお支払い、食事券を受け取ります郵便局窓口で食事券を購入

お金

窓口にて代金を払います 1冊10,000円分（第1期）又は1冊20,000円分
（第2期）の食事券を受け取ります
※1人1回あたりの購入額16,000円まで
　ご購入可能

ご利用上の注意
◆コロナウイルス感染症対策を遵守の上、ご利用ください。
◆券面記載の有効期間内に限り、ご利用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。)
◆静岡県で登録した参加店舗でのみご利用可能です。参加店舗は予告なく変更する場合があります。
◆盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、事務局は責任を負いません。
◆半券が切り離された食事券は利用できません。
◆本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
◆釣銭は出ません。
◆返金はできません。
◆本券は飲食代にのみご利用が可能です。
◆利用対象にならないものがあります。
　（１）現金との換金、金融機関への預け入れ。
　（２）物品（レトルト食品、調味料など）、飲食店独自の食事券など。
　（３）その他、事務局が食事券の利用対象として適当と認めないもの。
　（４）その他、各加盟店舗が指定するもの。
◆加盟店舗によって独自のルール（利用金額の制限、他のプレミアム商品券との併用制限等）を設定する場合が
　ございます。
　詳細はご利用の加盟店舗にご確認ください。
　※ふじのくに静岡県GoToEat食事券自体には利用金額・併用の制限は設けておりません。

（利用可能金額 20,000円分　1,000円券×20枚）
1人1回あたり1セット（16,000円）までご購入可能

お店も利用
者も

密を避けた

取り組みで

忘年会など
に!

販売価格

1セット8,000円

1セット16,000円

ふじのくに静岡県GoToEat_ 消費者向け _A4（4C×4C）_裏面


