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取扱飲食店・販売所はこちらから

プレミアム付き食事券

25%

もお得!!

8,000円で10,000円分の食事ができる!
1,000円券×10枚セットが8,000円で買える、
25％上乗せのプレミアム付きの非常にお得な食事券となっています。
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Go To Eatキャンペーンとは
「Go To Eatキャンペーン」とは、ポイント還元やプレミアム付き食事券の発行を行うことで、感染予防対策に取り組む飲食店の需
要を喚起し、同時に食材を供給する農林漁業者を支援するキャンペーンです。
山梨県内の登録店舗で使える25% のプレミアムを付けた食事券を発行します。
参加登録店舗には、感染予防対策に取り組むことを条件とし、
山梨県では特に
「グリーン・ゾーン認証」
を受けているか、もしくは認証
の申請をしている飲食店を対象とします。また、
利用者にも
「新しい生活様式」
に基づいた利用を呼びかけます。

キャンペーン内容
2020年10月12日
（月）

販売開始日

2お5得%!も!

1セット
（1,000円券×10枚つづり）
販売価格

販売金額

8,000 円 + 25 %

プレミアム付き

購入に際しての注意

10,000円分の食事ができる !!

※食事券のご利用にあたってはお釣りは出ません。

1人1回あたり2セット
〈額面20,000円分
（販売額16,000円分）
〉まで購入可能です。
※ただし、
期間中何度でも購入でき、
何回でも飲食店でご利用いただけます。

販売期間

2020年10月12日
（月）
〜 2021年1月31日
（日）

食事券使用期間

2020年10月12日
（月）
〜 2021年3月31日
（水）

※販売期間、
販売時間は各販売店によって異なりますので、
ご注意ください。※食事券は各販売店にてなくなり次第終了となります。

※ただし、
新型コロナウイルスの感染状況により、
期間が変更となる場合があります。

Go To Eat山梨プレミアム付食事券の販売所（県内77ヶ所）

甲府市

セレオ甲府（1階セレオ市場サービスカウンター）

甲府市丸の内1-1-8

都留信用組合本店

富士吉田市下吉田2-19-11

岡島百貨店（3階友の会サロン）

甲府市丸の内1-21-15

都留信用組合明見支店

富士吉田市小明見1-7-8

山梨県庁地下売店

甲府市丸の内1-6-1

都留信用組合上吉田支店

富士吉田市上吉田2-6-2

山梨県立美術館

甲府市貢川1-4-27

都留信用組合富士吉田南支店

富士吉田市上吉田東1-15-1

YCC県民文化ホール

甲府市寿町26-1

かいてらす（山梨県地場産業センター）

甲府市東光寺3-13-25

都留信用組合大明見支店

富士吉田市大明見4-9-23

甲府商工会議所

甲府市相生2-2-17

都留信用組合富士見町支店

富士吉田市富士見4-2-6

山梨県中小企業団体中央会

甲府市飯田2-2-1

都留信用組合竜ヶ丘支店

富士吉田市竜ヶ丘2-4-11

南アルプス市寺部971

富士吉田商工会議所

富士吉田市下吉田7-27-29

ラザウォーク甲斐双葉（アピタ双葉店サービスカウンター） 甲斐市志田字柿木645-1

すてないで都留店

都留市田野倉468-2

田富花輪郵便局

カメラタイム

都留市上谷5-11-18

道の駅つる内 都留市観光案内所

都留市大原88

しゃしんのイソ

都留市中央2-7-5

都留信用組合谷村支店

都留市つる1-18-18

南アルプス市 南アルプス市商工会
甲斐市
中央市

富士吉田市 都留信用組合新西原支店

中央市西花輪4582-1

イオンモール甲府昭和（1階専門店街インフォメーション） 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1

昭和町
韮崎市
北杜市
山梨市
笛吹市

甲州市

すてないで昭和店

中巨摩郡和町押越825

韮崎藤井郵便局

韮崎市藤井町坂井75-1

ハイジの村

北杜市明野町浅尾2471

都留信用組合桂支店

都留市桂町667

北杜市商工会

北杜市長坂町長坂上条2575-19

都留信用組合禾生支店

都留市古川渡510-1

食鮮館りゅうきょう

山梨市上神内川1221

都留信用組合上谷支店

都留市上谷2-5-15

イオン石和店（1階直営売場サービスカウンター）

笛吹市石和町駅前16-1

都留信用組合猿橋支店

大月市猿橋町殿上357-6

山梨県立博物館

笛吹市御坂町成田1501-1

都留信用組合大月支店

大月市御太刀1-7-3

矢崎住宅設備

甲州市塩山下於曽542-2

大月市商工会

大月市御太刀1-14-24

丸幸商店

甲州市塩山上於曽1123

トミタ

上野原市上野原3261

港屋

甲州市塩山上於曽1765-7

近江屋ながおか

上野原市上野原4691-2

塩山酒販

甲州市塩山上於曽1925

都留信用組合上野原支店

上野原市上野原2008-3

新田商店

甲州市勝沼町休息1560

上野原市商工会

上野原市上野原1658

岩間ベーカリー

甲州市勝沼町勝沼3025

清水屋商店

甲州市勝沼町勝沼3087

万年屋

甲州市勝沼町勝沼3142

大和栄屋

甲州市大和町初鹿野1684

市川三郷町 みはらしの丘みたまの湯

都留市

大月市

上野原市

道志村
西桂町

西八代郡市川三郷町大塚2608

忍野村

早川町

七面山口郵便局
身延竹炭企業組合

南巨摩郡身延町角打2635-2

身延町

みのぶ観光案内所（本栖湖畔）

南巨摩郡身延町中ノ倉浩庵荘入口

セルバみのぶ店

南巨摩郡身延町飯富2309-200プレスポみのぶ内

南部郵便局

南巨摩郡南部町南部8323

アイ・タイム中沢

南巨摩郡富士川町鰍沢1676-1

青柳郵便局

南巨摩郡富士川町青柳町1210

富士川町商工会

南巨摩郡富士川町青柳町319-1

南部町
富士川町

富士吉田市

富士吉田市新西原2-26-28

南巨摩郡早川町高住645-24

富士急ターミナルビル（Q-STA1階インフォメーション他） 富士吉田市上吉田2-5-1
すてないで富士吉田店

山中湖村
鳴沢村
富士河口
湖町
小菅村
丹波山村

道志郵便局

南都留郡道志村8340

カーショップツルタ西桂店

南都留郡西桂町小沼221-1

都留信用組合小沼支店

南都留郡西桂町小沼1706

西桂町商工会

南都留郡西桂町小沼1593−1

都留信用組合忍野支店

南都留郡忍野村忍草1504-1

都留信用組合山中湖支店

南都留郡山中湖村山中138

都留信用組合平野支店

南都留郡山中湖村平野1953-1

鳴沢郵便局

南都留郡鳴沢村1841-1

都留信用組合小立支店

南都留郡富士河口湖町小立8006-1

都留信用組合河口湖支店

南都留郡富士河口湖町船津1376-1

山梨県立富士山世界遺産センター

南都留郡富士河口湖町船津6663-1

河口湖商工会

南都留郡富士河口湖町船津2088-2

小菅郵便局

北都留郡小菅村4688

丹波山郵便局

北都留郡丹波山村2543-3

富士吉田市松山5-9-1078

参加飲食店募集中
申請できる飲食店

申請手続

申請フォーム

「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」
の認証を取得した飲食店
（「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」を申請中で取得見込みの飲食店、又は「山梨県感染拡大防止ガイドライン」の策定により休業要請対象から個別に解除された飲食店を含む）

「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」
の認証を取得済みの飲食店は、
ホームページの申請フォームからお申し込み
ください。認証を申請中で取得見込みの飲食店、又は
「山梨県感染拡大防止ガイドライン」
の策定により休業要請
対象から個別に解除された飲食店に関しても、
下記のホームページの申請フォームからお申し込みができます。
https://www.gotoeat-yamanashi.jp

GoToEatキャンペーン山梨県事務局
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山梨県甲府市北口2-6-10

TEL.055-231-5072（平日10時〜 17時）
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