
夏旅しぞ―か商品券使用可能店舗一覧

No カテゴリ店舗名 住所

1 グルメ かどや 葵区相生町14-27　相生スカイビル１F

2 グルメ うつろぎ 葵区有東木280-1

3 グルメ 茶の芽 葵区大原1827

4 グルメ すし・魚処のへそ静岡本店 葵区黒金町38

5 グルメ イルバール静岡駅店            葵区黒金町47　ASTY静岡西館

6 グルメ マクドナルド                  葵区黒金町47　ASTY静岡西館

7 グルメ 天馬                          葵区黒金町47　ASTY静岡西館

8 グルメ 京カフェ　上辻園                        葵区黒金町47　ASTY静岡西館

9 グルメ 新宿さぼてん 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

10 グルメ 洋麺屋五右衛門                葵区黒金町47　ASTY静岡西館

11 グルメ 西安餃子                      葵区黒金町47　ASTY静岡西館

12 グルメ リトルマーメイド              葵区黒金町47　ASTY静岡西館

13 グルメ おぼんdeごはん                葵区黒金町47　ASTY静岡西館

14 グルメ サロン卵と私                  葵区黒金町47　ASTY静岡西館

15 グルメ 博多一風堂                    葵区黒金町47　ASTY静岡西館

16 グルメ しずバル                      葵区黒金町47　ASTY静岡西館

17 グルメ 博多もつ鍋　やまや            葵区黒金町47　ASTY静岡西館

18 グルメ ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰASTY静岡店           葵区黒金町47　ASTY静岡西館

19 グルメ サイゼリヤ　アスティ静岡店    葵区黒金町47　ASTY静岡西館

20 グルメ 吉野家 ｱｽﾃｨ静岡               葵区黒金町47　ASTY静岡西館

21 グルメ すし・魚処　のへそ            葵区黒金町47　ASTY静岡西館

22 グルメ 山と海と太陽 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

23 グルメ 魚がし鮨プレミアム 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

24 グルメ 大衆食堂イマさん 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

25 グルメ 南鮪と自然薯　炉囲土 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

26 グルメ 駿府八丁蔵 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

27 グルメ スターバックス 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

28 グルメ ネパール・インド料理ハッピー 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

29 グルメ おらが蕎麦 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

30 グルメ 石松餃子 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

31 グルメ お魚総本家 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

32 グルメ チカッパ 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

33 グルメ パールレディチャバー 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。
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34 グルメ 銀座ライオン 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

35 グルメ だし茶漬け えん 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

36 グルメ 天神屋　パルシェ店 葵区黒金町49　静岡駅 駅ビルパルシェ1F食彩館内

37 グルメ 静岡駅ビル　パルシェ　食彩館 葵区黒金町49　静岡駅ビル　パルシェ

38 グルメ 静岡駅ビル　パルシェ　６階レストラン 葵区黒金町49　静岡駅ビル　パルシェ

39 グルメ 大作                      葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

40 グルメ 三久                      葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

41 グルメ マグロ一筋　みやもと 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

42 グルメ 磯おろし　戸隠そば 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

43 グルメ 海ぼうず           葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

44 グルメ くうのみバル　しずおかばっかぁ 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

45 グルメ しずおか魚市場　直営店 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

46 グルメ 餃子研究所 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

47 グルメ 中華そば０（ゼロ）/駅下のみぜん 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

48 グルメ 一杯一笑 とん松食堂 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

49 グルメ 鳥菜　静岡店 葵区黒金町55　静岡交通ビル８F

50 グルメ ホテルアソシア静岡静岡　パーゴラ※ 葵区黒金町56

51 グルメ ホテルアソシア静岡　シーナリー※ 葵区黒金町56

52 グルメ ホテルアソシア静岡　メインバー　エストマーレ※ 葵区黒金町56

53 グルメ ホテルアソシア静岡　イタリア料理　アルポルト静岡※ 葵区黒金町56

54 グルメ ホテルアソシア静岡　梨杏※ 葵区黒金町56

55 グルメ ホテルアソシア静岡　鉄板焼　那古亭※ 葵区黒金町56

56 グルメ ホテルアソシア静岡　京都つる家※ 葵区黒金町56

57 グルメ ホテルアソシア静岡　４Fガーデンテラスと宴会場カトレア※ 葵区黒金町56

58 グルメ 浮殿 葵区紺屋町11-1

59 グルメ 浮月楼 葵区紺屋町11-1

60 グルメ hug coffee 紺屋町店 葵区紺屋町11-1　浮月ビル1階

61 グルメ 静岡居酒屋あおいや 葵区紺屋町12-5

62 グルメ 寿し幸　実宇栄 葵区紺屋町13-6

63 グルメ 入船鮨　葵タワー店 葵区紺屋町17-1　葵タワー地下1F

64 グルメ 中島屋グランドホテル　静岡四川飯店※ 葵区紺屋町3-10

65 グルメ 中島屋グランドホテル　クロスロード※ 葵区紺屋町3-10

66 グルメ 中島屋グランドホテル　テラスレストラン※ 葵区紺屋町3-10

67 グルメ 中島屋グランドホテル　日本料理四季※ 葵区紺屋町3-10

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。



夏旅しぞ―か商品券使用可能店舗一覧

68 グルメ 中島屋グランドホテル　DELI※ 葵区紺屋町3-10

69 グルメ らくだ1号 葵区紺屋町4-10

70 グルメ すし屋の佳賢 葵区紺屋町4-10　3階

71 グルメ 鉄板焼一品居酒屋　虎鉄静岡 葵区紺屋町4-10　旅館会館ビル2階

72 グルメ らーめん一空 葵区紺屋町5-12

73 グルメ 磯おろし戸隠そば　呉服町店 葵区呉服町2-1-1　札ノ辻ビル1階

74 グルメ 府中かしわで 葵区呉服町2-5-21　B1F

75 グルメ 居酒屋ひょうたんや 葵区呉服町2丁目5番地の21

76 グルメ うなぎのはら川 葵区呉服町2丁目6番5号

77 グルメ くれたけインプレミアム静岡駅前　ベトナムレストラン　ハノイ※ 葵区栄町1-15

78 グルメ 覚弥別墅 葵区七間町1-15

79 グルメ 天文本店 葵区七間町14-3

80 グルメ T's green omachi 葵区七間町16－7　omachiビル１B

81 グルメ 海鮮食家　福一丸 葵区昭府1丁目18-15

82 グルメ 茄子の花　無庵 葵区昭和町1-4

83 グルメ GRILL 炙之介 葵区昭和町1-8

84 グルメ 居酒屋たぬき 葵区昭和町3-5　昭和ビル

85 グルメ ニョッキのお店 PaPa 葵区神明町18-17

86 グルメ 磯おろし戸隠そば　清閑町本店 葵区清閑町12-1

87 グルメ 天神屋　瀬名川店 葵区瀬名川2丁目4-8

88 グルメ CHA10　(チャトウ） 葵区鷹匠1-11-6

89 グルメ ビジネス旅館白菊　食堂※ 葵区鷹匠1-9-4

90 グルメ ホテルドルフ静岡内　朝食バイキング※ 葵区鷹匠2-23-6　ホテルドルフ内

91 グルメ Osteria TiaLoca（オステリア ティアロカ） 葵区鷹匠2丁目13-11-103

92 グルメ 魚弥長久 葵区鷹匠3-22-5

93 グルメ 伝馬町　大作 葵区伝馬町1-10　大作ビル２F

94 グルメ ホテルアーバント静岡　ビュッフェ※ 葵区伝馬町12-5

95 グルメ DAYBREAK Liquor＆Coffee 葵区伝馬町20-12

96 グルメ 食彩　岩生 葵区常磐町1-2-1　フレンド久喜ビル1F

97 グルメ おでん処ききょう 葵区常磐町1-8-7　青葉横丁

98 グルメ ひっそり居酒屋　10月と日曜日 葵区常磐町1丁目7-19

99 グルメ ひので 葵区常磐町2-3-6

100 グルメ 月の音。 葵区常磐町2丁目2-5　ダルマビル１F

101 グルメ となりのハッチ 葵区常磐町2丁目3-11

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。
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102 グルメ おいちょ 葵区常磐町2丁目3-11

103 グルメ 青葉おでん街「浪漫」 葵区常磐町2丁目3-6

104 グルメ 日本料理うおかね 葵区馬場町33

105 グルメ 静岡おでん　おがわ 葵区馬場町38

106 グルメ シンプルズ 葵区馬場町39-3

107 グルメ お好み焼き　みかみ 葵区馬場町93

108 グルメ 駿河居酒屋　福助 葵区人宿町2丁目4-5

109 グルメ 勇夢路　松富店 葵区松富町1丁目14－1

110 グルメ プロント静岡駅北口店 葵区御幸町11-6　静鉄ホテルプレジオ静岡駅北１F

111 グルメ BLUE BOOKS café SHIZUOKA 葵区御幸町4－6　DENBILL1階

112 グルメ 居酒屋ちゃっきりや 葵区御幸町7-11

113 グルメ 八千代　寿し鐵 葵区八千代町63-4

114 グルメ 油山温泉　元湯館※ 葵区油山2325-4

115 グルメ hug coffee 両替町店 葵区両替町1-3-9　わかさビル1階

116 グルメ うお鶏　静岡店 葵区両替町2-4-16　金龍ビル2階

117 グルメ ぼうや商店 葵区両替町2-6-6

118 グルメ 入船鮨　両替町店 葵区両替町2-7-10

119 グルメ しずおか弁当 葵区両替町2-7-13

120 グルメ 勇夢路　両替町店 葵区両替町2-7-16

121 グルメ 炉端創作料理　談楽 葵区両替町2丁目6-3　テルツァポルタ１F

122 グルメ 三田菜 葵区両替町2丁目6-3　テルツァポルタ2F

123 グルメ 天神屋　アピタ静岡店 駿河区石田1丁目5-1 アピタ静岡1階

124 グルメ レストランAoki 駿河区泉町1-27

125 グルメ 花月旅館※ 駿河区稲川1丁目5-2

126 グルメ ホテル盛松館※ 駿河区稲川1-1-16

127 グルメ 蕎麦処きしがみ 駿河区宇津ノ谷232-2

128 グルメ 入船鮨　登呂店 駿河区有東2丁目3-29

129 グルメ T's green 駿河区鎌田71-14

130 グルメ 浜松屋 駿河区小鹿2-9-1

131 グルメ 鳥幸さつき町店 駿河区さつき町6-10

132 グルメ 吉野寿司　高松店 駿河区敷地1丁目16－18

133 グルメ ハイセットホテル静岡インター 駿河区中村町322-1

134 グルメ 富久屋 駿河区根古屋33

135 グルメ ベーカリー＆カフェ　ギャレイ 駿河区東静岡2丁目3-1 グランシップ内１F

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。



夏旅しぞ―か商品券使用可能店舗一覧

136 グルメ 天神屋　東新田店 駿河区東新田1-11-1

137 グルメ 貴乃 駿河区広野4丁目12-8

138 グルメ 鳥幸 富士見台店 駿河区富士見台1-1-25

139 グルメ 近江焼肉ホルモンすだく静岡店 駿河区曲金2丁目5-41 AFCハイツ1階

140 グルメ けのひ堂　静岡店 駿河区曲金3-4-3

141 グルメ 福来源 駿河区曲金4丁目1-12

142 グルメ 天神屋　曲金店 駿河区曲金5-1-1

143 グルメ 静岡餃子　鶏唐揚　きゃべつ 駿河区曲金6丁目1-54 静岡ホテル時之栖1階レストラン

144 グルメ 待月楼 駿河区丸子3304

145 グルメ 一松園 駿河区丸子7-11-5

146 グルメ サンパレスホテル※ 駿河区南町11-29

147 グルメ すし処　のへそ駅南店 駿河区南町1-2

148 グルメ オールデイダイニング　THE TABLE（ホテルグランヒルズ静岡内）※駿河区南町18-1 

149 グルメ 中国料理　富翠珠（ホテルグランヒルズ静岡内）※ 駿河区南町18-1 

150 グルメ 鉄板焼 けやき（ホテルグランヒルズ静岡内）※ 駿河区南町18-1 

151 グルメ 日本料理 花凜（ホテルグランヒルズ静岡内）※ 駿河区南町18-1 

152 グルメ ビアガーデン（ホテルグランヒルズ静岡内6Fパティオ）※ 駿河区南町18-1 

153 グルメ hug coffee 南町店 駿河区南町2-1 駅南銀座ビル1階

154 グルメ 十千花前 駿河区南町3-2

155 グルメ あるよ。のへそ宴店 駿河区南町3-22

156 グルメ しずおかばっかぁ駅南店 駿河区南町5-26

157 グルメ 入船鮨　南店 駿河区南町6-6

158 グルメ ごっつぁんです。 駿河区南町9-1-101-3 駿河スカイタワー1F

159 グルメ マル・メール 駿河区用宗2-17-2  みなと横丁

160 グルメ 次郎丸 駿河区用宗2-17-2  みなと横丁

161 グルメ MILK BAR 駿河区用宗2-17-2 みなと横丁

162 グルメ カフェ海風文庫 駿河区用宗2丁目15-3

163 グルメ どんぶりハウス 駿河区用宗2丁目18－1

164 グルメ GRATEFUL’S  HUT PARK用宗店 駿河区用宗4丁目19-12  1-B

165 グルメ 今村家 駿河区用宗4丁目19-12 用宗ハットパーク1-A

166 グルメ LA　PALETTE 駿河区用宗4丁目21-12

167 グルメ Cookie Pige HUT PARK用宗店 駿河区用宗4丁目9-12

168 グルメ とんかつとんき 駿河区森下町1-36

169 グルメ 河岸分店 清水区相生町1-3

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。
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170 グルメ 旬菜旬魚八十八 清水区相生町3-22　パル新清水ビル１F

171 グルメ 入船鮨　ドリームプラザ店 清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ1階

172 グルメ 鮨　川澄 清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ1階

173 グルメ 鴨そば　柏寿 清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ1階 国道側デッキ

174 グルメ 芳川 清水区上原1-2-20

175 グルメ 食道楽 清水区江尻町3-13

176 グルメ 天神屋　大坪店 清水区大坪2丁目1-18

177 グルメ 和カフェ茶楽 清水区興津本町158-1

178 グルメ 天神屋　押切店 清水区押切583-2

179 グルメ おさかな工房　魚清 清水区小芝町1-18

180 グルメ 鮨処やましち 清水区蒲原3-3-10

181 グルメ 蒲原の味処　よし川 清水区蒲原3-5-18

182 グルメ 天神屋　船越店 清水区木の下町278番地

183 グルメ 草薙　茄兵衛 清水区草薙1-26-1

184 グルメ 海鮮酒場　浜ちゃん 清水区草薙1-8-16　マルゴビル1階

185 グルメ 酒菜屋IKEGAMI 清水区草薙2丁目2-3

186 グルメ 志乃ぶ鮨 清水区渋川2丁目2-12

187 グルメ 清水河岸の市（いちば館） 清水区島崎町149

188 グルメ 清水河岸の市（まぐろ館） 清水区島崎町150

189 グルメ のみくいや呑 清水区島崎町5-25

190 グルメ 袖師　寿し鐵 清水区袖師町517-1

191 グルメ 割烹　大武 清水区西高町11-4

192 グルメ 清水うなぎ割烹　川京 清水区平川地3-20

193 グルメ なすび総本店 清水区富士見町5-8

194 グルメ 船越　寿し安 清水区船越3丁目5-43

195 グルメ カプリコーン 清水区真砂町2-2

196 グルメ 十千花前　清水 清水区真砂町2-24

197 グルメ さかなや道場　清水駅前店 清水区真砂町2-27

198 グルメ 天神屋　清水駅前店 清水区真砂町3-14

199 グルメ うお鶏　清水店 清水区真砂町6-1　橋本ビル1F

200 グルメ 芋すけ　清水店 清水区真砂町6-1　橋本ビル2F

201 グルメ 味楽亭はしもと 清水区真砂町6-23

202 グルメ 居酒屋　ぽれぽれ 清水区真砂町6-4　１F

203 グルメ 日本平ホテル　オールデイダイニング　ザ・テラス※ 清水区馬走1500-2

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。



夏旅しぞ―か商品券使用可能店舗一覧

204 グルメ 日本平ホテル　日本料理　富貴庵・寿司処※ 清水区馬走1500-2

205 グルメ 日本平ホテル　鉄板焼　結久※ 清水区馬走1500-2

206 グルメ 日本平ホテル　ガーデンラウンジ※ 清水区馬走1500-2

207 グルメ 日本平ホテル　テラスラウンジ※ 清水区馬走1500-2

208 グルメ 日本平ホテル　アッパーラウンジ※ 清水区馬走1500-2

209 グルメ 三保の松原　いちまる 清水区三保1293-1

210 グルメ いちまる水産　まぐろ屋 清水区三保1299-4

211 グルメ いちまる 2号店 清水区三保1338-42

212 グルメ 井筒屋 清水区由比318

213 グルメ 桜えび茶屋 清水区由比672-1　由比桜えび館内

214 グルメ ごはん屋　さくら 清水区由比今宿1027-8

215 グルメ あおぞら 清水区由比今宿195-1

216 グルメ くらさわや 清水区由比東倉澤69-1

217 グルメ 桜えび料理　開花亭 清水区由比町屋原608

218
グルメ

おみやげ
せせらぎの宿　紅竹※ 葵区富沢220-1

219
グルメ

おみやげ
リバティリゾート久能山※ 駿河区古宿294

220
グルメ

おみやげ
柳家旅館※ 駿河区用宗5丁目19-4

221 おみやげ マルヒデ岩崎製茶 葵区北番町40-21

222 おみやげ ステンドグラス工房かわもと 葵区沓谷4-19-7

223 おみやげ 駿府楽市 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

224 おみやげ グランドキヨスク 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

225 おみやげ 服部蒲鉾店 葵区紺屋町3-2

226 おみやげ 株式会社　田丸屋本店 葵区紺屋町6-7

227 おみやげ 静岡マルシェ新東名静岡SA上り店 葵区小瀬戸1544-3

228 おみやげ マルカイ呉服町 葵区呉服町2-5-4

229 おみやげ 静岡タウンホテル※ 葵区呉服町2-8-8

230 おみやげ 株式会社　竹茗堂茶店 葵区呉服町2丁目4番地3

231 おみやげ 小山園茶舗　呉服町本店 葵区呉服町2丁目8-18

232 おみやげ 福一　静岡昭府店 葵区昭府1丁目18-15

233 おみやげ （有）藁科銘茶杉山園 葵区鷹匠1丁目3-1

234 おみやげ しずや 葵区鷹匠2-10-8　パサージュ鷹匠１F

235 おみやげ chagama 葵区鷹匠2丁目10-7

236 おみやげ 雅正庵　千代田本店 葵区千代田7丁目1-47

237 おみやげ ホテルシティオ静岡※ 葵区伝馬町1-2

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。
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238 おみやげ ホテルアーバント静岡売店※ 葵区伝馬町12-5

239 おみやげ 茶町KINZABURO 葵区土太夫町27番地

240 おみやげ 小島茶店 葵区錦町19

241 おみやげ 静岡マルシェ新東名SA下り店 葵区飯間1258

242 おみやげ 葵煎餅本家 葵区馬場町20

243 おみやげ 油山温泉　油山苑※ 葵区油山2215-2

244 おみやげ 長島酒店 葵区竜南1-12-7

245 おみやげ （株）田丸屋本店　ステップインたまるや 駿河区下川原5-34-20

246 おみやげ 旅館登呂※ 駿河区登呂4-17-23

247 おみやげ こっこ庵 駿河区中原695

248 おみやげ にしきや 駿河区西脇923

249 おみやげ 石橋旅館※ 駿河区根古屋405

250 おみやげ 静岡ホテル時之栖※ 駿河区曲金6-1-54

251 おみやげ 雅正庵　おやいづ製茶本店 駿河区向敷地1198-1

252 おみやげ 清水漁協　用宗支所直売所 駿河区用宗2丁目18－1

253 おみやげ マルカイ 駿河区用宗5丁目20-20

254 おみやげ （有）しおから本舗 清水区蒲原小金87-3

255 おみやげ トクナガコーヒー（北矢部支店） 清水区北矢部町1丁目14-12

256 おみやげ 日本平ロープウェイ売店　門前の恵み　たいらぎ 清水区草薙597-8

257 おみやげ （株）自然倶楽部 清水区草薙日本平673

258 おみやげ （有）トクナガコーヒー 清水区辻4丁目8－20

259 おみやげ 株式会社　中村米作商店 清水区西久保531

260 おみやげ 中澤園茶舗 清水区真砂町2-28

261 おみやげ 次郎長屋 清水区真砂町4-9

262 おみやげ 三保羽衣　茶中村園 清水区三保1338-41

263 おみやげ みほしるべミュージアムショップ 清水区三保1338-45

264 おみやげ 日本平　お茶会館 清水区村松4046-1

265 おみやげ 日本平　月日星 清水区村松4047-1

266 おみやげ 静岡市東海道広重美術館ミュージアムショップ 清水区由比297-1

267 おみやげ ゆい桜えび館 清水区由比672-1

268 おみやげ 由比・むつみ市場 清水区由比町屋原120

269 体験 ライフタイム 葵区紺屋町11-1

270 体験 写楽館　伝馬町店 葵区伝馬町8-1　サンローゼビル3階

271 体験 人宿藍染工房 葵区人宿町2-6-5

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。
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272 体験 駿府の工房　匠宿 駿河区丸子3240-1

273 体験 Rannikko　ランニッコ 駿河区用宗4丁目19-12 ハットパーク用宗

274 その他 ベルマートキヨスク静岡中央 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

275 その他 東海軒 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

276 その他 ジュエルナローズ              葵区黒金町47　ASTY静岡西館

277 その他 ヒビヤカダンスタイル 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

278 その他 インデックス 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

279 その他 LBC 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

280 その他 ルートスター 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

281 その他 あまのや繁田商店 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

282 その他 LOWRYS FARM ＋                葵区黒金町47　ASTY静岡西館

283 その他 prepointBEAUTIFULLIFE EVERYDAY 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

284 その他 JINS                          葵区黒金町47　ASTY静岡西館

285 その他 ウエルシア　ｱｽﾃｨ静岡店        葵区黒金町47　ASTY静岡西館

286 その他 ザ・ボディショップ 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

287 その他 ジュピター 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

288 その他 オペーク ドット クリップ      葵区黒金町47　ASTY静岡西館

289 その他 ワッツ 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

290 その他 マネケン                      葵区黒金町47　ASTY静岡西館

291 その他 ブルーシャトン 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

292 その他 ラフィネ                      葵区黒金町47　ASTY静岡西館

293 その他 アトリエはるか                葵区黒金町47　ASTY静岡西館

294 その他 ピュアクリーニング 葵区黒金町47　ASTY静岡西館

295 その他 ミシン工房                    葵区黒金町47　ASTY静岡西館

296 その他 静岡駅ビル　パルシェ本館(一部店舗を除く） 葵区黒金町49　静岡駅ビル　パルシェ

297 その他 ベルマートキヨスク静岡東 葵区黒金町54-3　ASTY静岡東館

298 その他 ホテルアソシア静岡※ 葵区黒金町56

299 その他 ホテルガーデンスクエア静岡※ 葵区紺屋町11-1

300 その他 ビル泊※ 葵区紺屋町1-5　協友ビルB1

301 その他 ホテルセレステ静岡鷹匠※ 葵区鷹匠2-4-5

302 その他 真富士の里 葵区平野1097-38

303 その他 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北※ 葵区御幸町11-6

304 その他 静鉄ホテルプレジオ静岡駅南※ 駿河区南町13-21

305 その他 ホテルグランヒルズ静岡フロント※ 駿河区南町18-1

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。
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306 その他 バー＆ラウンジ　エマイユ（ホテルグランヒルズ静岡内）※駿河区南町18-1 ホテルグランヒルズ静岡25F

307 その他 用宗みなと温泉 駿河区用宗2丁目18-1

308 その他 一棟貸しの宿　日本色※ 駿河区用宗2丁目26-8

309 その他 QT 駿河区用宗4丁目19-12  ハットパーク用宗1F

310 その他 エスパルスドリームプラザ 清水区入船町13-15

311 その他 富士山清水みなとクルーズ 清水区港町1-410-3

312 その他 ヤマボシ鮮魚店 清水区由比今宿1-10

※宿泊代金の支払いに本商品券はご利用できません。


