
会員名 ジャンル
お弁当

対応
予算

グループ毎の

配席
席の並び 提供方法 消毒頻度

料理形式は

個人提供か

その他

取り組み事項
住所

田子の浦港漁協食堂 丼・田子の浦しらす 800円～ 〇 横並び ホイルラップ等
退席後その都

度
はい

出入り口に手指消毒液常備

見学の場合、一定方向にて窓開口
富士市前田字新田866-6

尚奄 寿司・田子の浦しらす 〇 〇 横並び セロファン・料理ぼうし等
退席後その都

度
はい お客様のご希望の配置で対応。 富士市前田　861-3

しらすの八幡 丼・田子の浦しらす 〇 750円～ 〇
横並び

互い違い

退席後その都

度
はい 富士市中丸166-3

善兵衛 和食／しらす／桜海老 1,000円～ 〇 横並び
蓋つきお椀

ホイルラップ等

退席後その都

度
はい 富士市川成新町１番地

まるごと駿河湾吉原店 和食／しらす／桜海老 〇 980円～ 〇 互い違い 必要があればラップ等
退席後その都

度
はい 富士市永田町１丁目２７−１

佳肴 季凛 日本料理／マクロビオティック 1,500円～ 〇 互い違い
退席後その都

度
はい 富士市厚原765-1

BEPPIN食堂 洋食 〇
退席後その都

度
はい

従業員は手洗いをした後

アルコール消毒を必ずしている。
静岡県富士市入山瀬599-1

魚民 日本料理・寿司 〇 1,500円～ 〇 互い違い

配膳してあるとしたら不織布で

覆っておく。

少人数でしたら配膳しないで来店、

着席後に配膳。

退席後その都

度
はい 富士市吉原3-3-13

日本料理 はせ川 日本料理／ハラル 〇 2,000円～ 〇 互い違い

蓋つきお椀

蓋がないものについては

作り置きをしていない。

退席後その都

度
はい 富士市吉原3-3-14

和食処まさご 和食
退席後その都

度
はい

お弁当にハンドジェルを付けている。

アマビエシール配布している。
富士市浅間本町7-10

ホワイトパレス 和食 1,200円～ 〇 互い違い
退席後その都

度
はい 富士市青島200-1

陽／HINATA つけナポリタン・洋食 〇 〇 互い違い
退席後その都

度
はい

富士市中央町2丁目7-11

ラホール富士2Ｆ

富士パークホテル 洋食 〇
メニューによってですが、蓋のある容器

を使う等

退席後その都

度
はい

ホテル、レストラン共にそれぞれコロナ対

策に取り組んでいる。
富士市伝法2515-1

ホールアース自然学校

（富士市立少年自然の家）
団体食堂 〇 互い違い 個別に使い捨て容器を使用

退席後その都

度
はい

搬入業者含め、厨房・食堂に立ち入る全ての者

はマスク・検温・アルコール消毒を行う。
富士市平垣本町8番1号

ホテルグランド富士 洋食 富士市平垣本町8番1号
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富

士

市

http://tagonoura-gyokyo.jp/
http://尚奄.jp/
http://yahata1968.com/
http://kakoh-kirin.jp/
https://beppin-shokudo.net/
http://www.uotami.co.jp/
http://www.fujihasegawa.com/
https://washoku-masago.net/
http://www.fujiparkhotel.jp/
https://www.fuji-marubi.jp/
https://www.fuji-marubi.jp/
https://www.grandfuji.co.jp/


会員名 ジャンル
お弁当

対応
予算

グループ毎の

配席
席の並び 提供方法 消毒頻度

料理形式は

個人提供か

その他

取り組み事項
住所

朝霧高原もちや 和食／BBQ 1,000円～ 〇 互い違い
蓋つきお椀

ホイルラップ等

退席後その都

度
はい 富士宮市猪之頭1114-1

まかいの牧場
バイキング

BBQ

1980円～

1650円～
〇 互い違い ホイルラップ等

退席後その都

度
はい 富士宮市内野1327-1

富士ミルクランド BBQ 1,620円～ 〇 互い違い ホイルラップ等
退席後その都

度
はい 個別に配膳

富士宮市上井出字

西之平3690

温泉旅館 芝川苑 内房のたけのこ料理 1,300円～ 〇 互い違い ホイルラップ等
退席後その都

度
はい 富士宮市内房919-1

富士山神田川楽座 田子の浦しらす／富士宮焼きそば 〇 750円～ 〇 互い違い
退席後その都

度
はい

世界遺産センターとの情報共有をしてい

る。
富士宮市大宮町19-12

ゲストハウス フォレストヒルズ 洋食・和食 1,500円～ 〇
円卓を

間引く

現状は弁当箱形式が理想ですが、料理内

容により器盛りにて提供。バイキング形

式、大皿盛り（取り分け）は行っていな

い。

退席後その都

度
はい 富士宮市根原字宝山380

朝霧カントリークラブ バイキング 2,500円～ 〇 互い違い
退席後その都

度
いいえ

スタッフは、消毒・マスク・フェイスシール

ド・ゴム手袋にて対応。

トングは使わず、個々盛りにて提供。

富士宮市根原字宝山380

ビュッフェレストラン富士山

（あさぎりフードパーク）
バイキング 1,850円～ ×

横並び又は

互い違い

小分け盛付対応（一部）、30分毎料理ト

ング総入れ替え、料理コーナー入り口で

その都度アルコール消毒

1時間毎 はい 行政の指示通り行っている。 富士宮市根原449-11

ゆい桜海老館 桜海老・しらす 750円～ 〇
意向に沿った

配席

蓋が出来る物には蓋をし、それ以外の物

も飛沫感染防止の為、なるべく直前にご

用意できるように提供。

退席後その都

度
はい

ご意向に沿えるよう最大限尽力させていた

だきますので、ご要望がございましたら何

なりとお申し付け下さい。

静岡市清水区由比672-1

桜えび料理 開花亭 桜海老 〇 横並び
退席後その都

度
はい

静岡市清水区由比

屋原608

裾

野

市

富士サファリパーク 洋食 〇 互い違い
退席後その都

度
はい お弁当は外注対応

裾野市須山字

藤原2255-27

静

岡

市

富

士

宮

市

http://www.mochiya.co.jp/
https://www.makaino.com/
https://www.fujimilkland.com/
https://shibakawaen.com/
http://kandagawarakuza.com/
https://forest-hills.co.jp/
https://www.asagiri.co.jp/
https://asagiri-foodpark.com/
https://asagiri-foodpark.com/
https://www.kakusa.co.jp/
http://www.sakuraebi.jp/kaikatei/menu1.html
https://www.fujisafari.co.jp/


会員名 ジャンル 消毒頻度
料理形式は

個人提供か

その他

取り組み事項
住所

京昌園 別館 焼　肉
退席後そ

の都度
はい 富士市瓜島町55

京昌園 はなれ 焼　肉
退席後そ

の都度
はい 富士市永田町２丁目７９−１

京昌園 新富士駅店 焼　肉
退席後そ

の都度
はい 富士市６５４−１０ ASTY新富士2F

京昌園 富士みなみ店 焼　肉
退席後そ

の都度
はい 富士市鮫島３７０−１

京昌園 富士宮店 焼　肉
退席後そ

の都度
はい 富士宮市ひばりが丘１４７

鉄板鍋 とら五 鉄板鍋
退席後そ

の都度
はい 富士市瓜島町74-1

肉バル イルターボロ 富士インター店 プレミアム熟成牛・ワイン
退席後そ

の都度
はい 富士市瓜島町105-1

うな政 富士店 うなぎ
退席後そ

の都度
はい 富士市津田72-3

ばんから新富士店 ラーメン
退席後そ

の都度
はい 富士市青島町204

ばんから富士宮店 ラーメン
退席後そ

の都度
はい 富士宮市阿幸地町30

旭川味噌ばんから 富士店 ラーメン
退席後そ

の都度
はい 富士市津田54-1

エイトリッチーズコーヒー 喫茶
退席後そ

の都度
はい

静岡県富士市川成島６５４−１０

アスティ新富士1F

SUNZOK（さんぞく） 田子の浦しらす・丼
退席後そ

の都度
はい

個別の仕切り

あります。
富士市川成新町　420

Café Seri 創作料理
退席後そ

の都度
はい

個室開放します。

テラス使用可能です。
富士市川成島　643-1

菊よし（富士グリーンホテル） 和食 富士市本町5-1

ビジネスホテル菊川 和食 富士市鈴川町9-3

金時 そば・かつ皿
退席後そ

の都度
はい

テーブルにアクリルのパーテー

ションを設置してあります。
富士市本町7-18

かつ政 とんかつ
退席後そ

の都度

富士市富士岡275-1（富士岡店本店）

（鷹岡店・津田店）

竹の子 和食
退席後そ

の都度
はい 富士市桑崎622-1

茶房カノン 和カフェ
退席後そ

の都度
はい

お客様席に飛沫シートを

設置している。
富士市柚木441-1

富

士

宮

市

高原ホテル ニュー富士 洋食 富士宮市人穴142-62
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士

市

https://www.k-shoen.com/
https://www.k-shoen.com/
https://www.k-shoen.com/
https://www.k-shoen.com/
https://www.k-shoen.com/
http://www.torago.com/
http://www.il-tavolo.com/
http://www.takada-plan.co.jp/unamasa.html
http://www.takada-plan.co.jp/bankara.html
http://www.takada-plan.co.jp/bankara.html
http://www.takada-plan.co.jp/asahikawamiso-bankara.html
https://sunzok.jimdofree.com/
http://fujigreenhotel.co.jp/newfuji/dish.html
http://www.hotel-kikugawa.jp/
https://kintoki-fuji.com/
https://katsumasa.net/
https://canonfuji.i-ra.jp/
http://www.new-fuji.co.jp/


宿泊施設

客室数 所在地 電話

手すり、エレベーター

ボタン等

の清掃・除菌

エリアによる

適宜な換気

フロントカウンターへの

透明パネル等の設置

客室

チェックイン

エレベーターの

人数制限

客室内の清掃

および消毒等

の徹底

朝食の提供に際し、

気を付けていること

その他

取り組み事項

52室 富士市川成島782-9 0545-61-8700 実施 実施 未対応 未対応 実施 実施

（作る時）従業員がマスクと手袋もし

て個々の食事対応（バイキングな

し）。

海外のお客様は対応なし

455室 富士市柳島310-1 0545-66-1045 実施 実施 設置済 実施 実施 実施 バイキングではなく、お弁当で対応。

73室 富士市横割5-3-19 0545-61-2230 実施 実施 未対応 未対応 未対応 実施

適切な換気を心掛けています。

1人1お膳での提供。

距離をとった配置。

飛沫防止の透明パネル等は接客に失礼にな

ると思って設置していない。ただ、チェッ

クイン時間を短縮するように心がけ、予約

の時、電話やメールで細かい打ち合わせを

させて頂いている。

18室 富士市横割4-8-24 0545-61-2470 実施 実施 設置済 未対応 該当せず 実施
食事時間が混雑する場合は、お部屋出

しや、時間をずらして頂く等の対応。

27室 富士市横割5-1-1 0545-61-4016 実施 未対応 未対応 該当せず 実施

40室 富士市本町5-1 0545-64-1900 実施 実施 設置済 未対応 実施 実施

27室 富士市平垣本町8-1
0120-561-063

0545-61-0360
実施 実施 設置済 実施 実施 実施

席数制限。朝食付きプランの人数制限

し、レストランを密集させないように

している。

29室 富士市平垣町6-1 0545-61-0233 実施 実施 設置済 未対応 該当せず 実施

食事の時は対面ではご遠慮いただいて

いる。

席数は減らしている。

カウンターには透明パネルを設置し

ている。

体温計ではお客様入店時計測。

ルームキー使用後消毒。

24室 富士市中島352
0120-29-0022

0545-61-0297
実施 実施 未対応 未対応 実施

91室 富士市永田町2-43 0545-52-9000 未対応 実施 未対応 未対応 未対応 実施
朝食はプラ手袋を装着し、30分に1回

トングやおたまを入れ替えています。

69室 富士市伝法2515-1 0545-53-8585 実施 実施 設置済 未対応 未対応 実施

しばらくの間、お弁当形式（部屋食）で

のご提供（7/13～）。

晴れた富士山の見える日はテラス開放予

定です。
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▶富士IC周辺

ビジネスホテル光年

富士グリーンホテル

ホテル グランド富士

富士市ビジネスホテル

ふるいや旅館

ビジネスホテル中島

ビジネスホテル新富士本館／東

館／タワー館

▶富士駅周辺

ビジネス旅館 ホテル玉や

【富士市】

▶新富士駅周辺

ホテル・旅館名

ビジネスホテルアムス

東横INN新富士駅南口

スーパーホテル 富士インター

富士パークホテル

http://www.hotelams.co.jp/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00275
https://hotel-shinfuji.jp/
https://hotel-konen.jp/
http://www.fujigreenhotel.co.jp/newfuji/index.html
https://www.grandfuji.co.jp/
http://www.fuji-furuiya.com/
http://hotel-nakajima.jp/
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/fuji/
http://www.fujiparkhotel.jp/
https://hotel-konen.jp/
http://www.fujigreenhotel.co.jp/newfuji/index.html
https://www.grandfuji.co.jp/
http://www.fuji-furuiya.com/
http://www.fuji-furuiya.com/
http://hotel-nakajima.jp/
https://hotel-shinfuji.jp/
https://hotel-shinfuji.jp/
http://www.hotelams.co.jp/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00275
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/fuji/
http://www.fujiparkhotel.jp/


客室数 所在地 電話

手すり、エレベーター

ボタン等

の清掃・除菌

エリアによる

適宜な換気

フロントカウンターへの

透明パネル等の設置

客室

チェックイン

エレベーターの

人数制限

客室内の

清掃および消毒等

の徹底

朝食の提供に際し、

気を付けていること

その他

取り組み事項

150室 富士市永田町2-81-1 050-5847-7477 実施 実施 設置済 未対応 未対応 実施

マスクのない方へのマスク配布。

バイキングの際に手袋のお渡し。

トングは30分ごとに交換。

134室 富士市永田町1-124-1 0545-52-5222 実施 実施 未対応 未対応 未対応 実施

135室 富士市永田町1-149 0545-51-2424 実施 実施 設置済 未対応 未対応 実施

室 富士市吉原３丁目３−２３ 0545-67-1005 実施 実施 未対応 実施 該当せず 実施

23室 富士市今泉1-7-7 0545-52-2082 実施 実施 未対応 実施 該当せず 実施
定員人数を減らし、席は距離を取り、

全て一人用の膳で提供。

▶吉原駅・田子の浦港周辺

10室 富士市鈴川町3-14 0545-31-1711 実施 実施 未対応 実施 該当せず 実施

7室 富士市鈴川町9-3 0545-33-0015 実施 実施 設置済 実施 該当せず 実施 席を減らしている。

14室 富士市中丸161 0545-62-8858 実施 実施 設置済 未対応 該当せず 実施
ラウンジには、少人数で来て頂く事と、

マスクを付けて頂く様になっている。

「部屋の風通しが良い」「小規模なの

で非密集」「平常心で営業中」。

▶市郊外

10室

団体のみ
富士市大淵10847-1 0545-35-1697 実施 実施 設置済 実施 該当せず 実施

調理時間を喫食時間の2時間前以内と、

全て使い捨て容器を使用し、個食としま

す。

独自の感染防止ガイドラインを作成・

遵守

しており、安心してご利用いただける

ホテル・旅館名

ホールアース自然学校

（富士市立少年自然の家）

▶吉原地区周辺

ホテル ルートイン富士中央公園

東

HOTEL NISHIMURA

旅館入船

ビジネスホテルおかむら

ビジネスホテル

地魚料理 菊川

14Guest House Mt.Fuji

くれたけイン富士山

ファミリーロッジ旅籠屋

富士田子浦店

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/shizuoka/index_hotel_id_642/
http://www.kuretake-inn.com/fjsn/
https://www.hotel24.co.jp/
https://www.14guesthousemtfuji.jp/
http://www.hotel-kikugawa.jp/
http://www.hatagoya.co.jp/045_Fujitagonoura/index.shtml
https://www.fuji-marubi.jp/
https://www.fuji-marubi.jp/
https://www.fuji-marubi.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/shizuoka/index_hotel_id_642/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/shizuoka/index_hotel_id_642/
https://www.hotel24.co.jp/
http://www.hotel-kikugawa.jp/
http://www.hotel-kikugawa.jp/
https://www.14guesthousemtfuji.jp/
http://www.kuretake-inn.com/fjsn/
http://www.hatagoya.co.jp/045_Fujitagonoura/index.shtml
http://www.hatagoya.co.jp/045_Fujitagonoura/index.shtml


客室数 所在地 電話

手すり、エレベー

ター

ボタン等

の清掃・除菌

エリアによる

適宜な換気

フロントカウンターへの

透明パネル等の設置

客室

チェックイン

エレベーター

の

人数制限

客室内の

清掃および消毒

等

の徹底

朝食の提供に際し、

気を付けていること

その他

取り組み事項

60室 富士宮市佐折634 0544-54-5200 実施 実施 設置済 未対応 未対応 実施

レストランは席を減らして営業。

ビュッフェでは、トングのこまめな消

毒や各テーブルに料理をお取りになる

時に利用いただく用に使い捨てエンボ

ス手袋を設置、また除菌用アルコール

も各テーブルに用意。

各客室、ロビー、大浴場、エレベーターなど

に除菌用アルコール設置。

サービススタッフは全員マスク・手袋・フェ

イスシールド着用。

19室 富士宮市人穴142-62 0544-52-0106 実施 実施 未対応 未対応 該当せず 実施 お一人様ずつ配膳をする。
県外からの来客はお断りする予定。（現

在休業中）

18室 富士宮市原1423 0544-54-1151 実施 実施 設置済 実施 該当せず 実施

267室 富士宮市上井出1650-3 0544-54-0211 実施 実施 設置済 未対応 該当せず 実施

118室 富士宮市中央町15-18 0544-23-6666 実施 実施 設置済 未対応 未対応 実施

バイキングを中止し、一部のおかず

を小分けにして提供している。

ビニール手袋を配置している。

40室 富士宮市東町23-18 0544-23-1919

20室 富士宮市野中1085-4 0544-27-7000 実施 実施 未対応 実施 実施 実施

基本的に、グループ別、家族別での

朝食ですが、広いお部屋をご利用い

ただく。

お風呂の使用方法（露天風呂等）グルー

プ、ご家族での時間別にてご利用頂いて

いる。（入浴時の人数制限も実行）

7室 富士宮市内房919-1 0544-65-0542 実施 実施 実施 該当せず 実施
テーブル間隔を取る事。

お客様間隔を確保する事。

富士宮市大宮町11-18 0544-23-4180 実施 実施 設置済 未対応 該当せず 実施

静岡県裾野市須山十里木高原7-1 055-998-1403 実施 実施 設置済 実施 該当せず 実施

静岡県静岡市清水区興津東町1234 054-369-6111 実施 実施 設置済 未対応 実施 実施 バイキング形式から、定食に変更。

【富士宮】

▶富士宮朝霧エリア

ホテル・旅館名

休暇村富士

Country Hotel REDFOX

▶その他近隣エリア

駿河健康ランド

高原ホテルニュー富士

温泉旅館 芝川苑

富士山YMCA

グローバル・エコ・ヴィレッジ

大原富士宮ビガークラブ

▶富士宮駅・芝川周辺

富士宮富士急ホテル

富士宮グリーンホテル

割烹旅館 たちばな

キャビンハウスヤド富士宮店

https://www.qkamura.or.jp/fuji/
http://www.new-fuji.co.jp/
https://www.yokohamaymca.org/facility/fujisan-global/
https://www.o-hara.ac.jp/kensyu/fujinomiya/
https://www.fujinomiya-fujikyuhotel.jp/
http://www.fujigreenhotel.co.jp/index.html
https://www.tachibana-fuji.co.jp/
http://www.shibakawaen.com/
https://yado-ca.co.jp/
https://countryhotel-redfox.com/
https://www.kur-hotel.co.jp/suruga/
https://www.qkamura.or.jp/fuji/
https://countryhotel-redfox.com/
https://www.kur-hotel.co.jp/suruga/
http://www.new-fuji.co.jp/
http://www.shibakawaen.com/
https://www.yokohamaymca.org/facility/fujisan-global/
https://www.yokohamaymca.org/facility/fujisan-global/
https://www.o-hara.ac.jp/kensyu/fujinomiya/
https://www.fujinomiya-fujikyuhotel.jp/
http://www.fujigreenhotel.co.jp/index.html
https://www.tachibana-fuji.co.jp/
https://yado-ca.co.jp/


会員名 ジャンル
その他

取り組み事項
住所

望月園芸 いちじく狩り 富士市松岡　773-5

富士川楽座 道の駅 富士市岩淵1488-1

大観覧車FujiSkyView 観覧車
同じゴンドラに連続で案内しないようにしている。

一周以上換気を必ず行う。
富士市岩淵字北吉野1500

横井照子富士美術館 芸術鑑賞 マスクを忘れた方には全員に提供。 富士市中野464

神戸醤油店 味噌作り体験 富士市北松野371

ごうどブルーベリー園 ブルーベリー狩り マスクを忘れた方には提供。 富士市神戸411

富士の国から ブルーベリー狩り 富士市大渕2972-1

富士ベリーファーム ブルーベリー狩り 富士市今宮770

佐野ファーム ブルーベリー狩り
来場者に対して、名前・住所・連絡先・検温のチェック

シートを作成し、記入してもらう予定。
富士市大淵6522

豊宏園 富士山ブルーベリーの里 ブルーベリー狩り 富士市大淵9055

湯らぎの里 健康ランド（日帰り入浴施設） 富士市蓼原２２７−１

タカダバッティングセンター バッティングセンター 富士市田島75-1

毘沙門天妙法寺 拝観

御祈祷のご予約は、以前よりも時間の間隔をあけて、前のグ

ループと次のグループが時間的に重ならないように工夫。

※あくまでも通常の日常業務での対応。

今後、初詣や大祭においては、どのような対策ができるのか

検討。

富士市今井2丁目7番1号

BungyJapan 富士バンジー バンジージャンプ 富士市比奈須津渓谷橋

岳南電車 夜景電車・車庫見学 静岡県富士市今泉1丁目17-39

富

士

市

　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染予防対策実施 認証店（施設） 一覧　　　　　　　　　　　観光施設

http://www4.tokai.or.jp/itijikumusume/ichijikju.html
http://www.fujikawarakuza.co.jp/
http://www.senyo.co.jp/fujiskyview/
http://www.yokoi-fujimuseum.co.jp/
http://kanbe-shoyu.jp/
https://fujiblueberry.i-ra.jp/
https://fujiblueberry.i-ra.jp/
http://fujiberryfarm.com/
https://www.facebook.com/sanofarm
https://hokoenfuji.i-ra.jp/
https://www.yuraginosato.com/
http://www.takada-plan.co.jp/takada-battingcenter.html
https://www.fuji-bisyamonten.com/
http://www.bungyjapan.com/fuji/
https://www.gakutetsu.jp/


まかいの牧場 牧場 富士宮市内野1327-1

富士ミルクランド 牧場
富士宮市上井出字

西之平3690

富士高砂酒造 酒蔵見学 富士宮市宝町9-25

ヤマタカ櫻井製茶 お茶摘み・飲み比べ体験 富士宮市山本877

富士養鱒漁業協同組合 マス釣り・鱒焼き 富士宮市淀師413-5

一般社団法人エコロジック エコツアー お客様に掲示するコロナ感染予防の取り組み資料あり。 富士宮市大鹿窪98-14

NATURAL ACTION Outdoor Tours ラフティング・SUP・MTB・BBQ 富士宮市内房2193-8

シャイニングフィールド
ラフティング・ダッキー

チュービング・BBQ
富士宮市長貫168-1

いちごやさん いちご狩り 富士宮市外神380

あさぎりフードパーク 食のテーマパーク レジ周辺に誘導シールを設置している。 富士宮市根原４４９−１１

さのめん 富士宮焼きそば見学・試食 富士宮市野中東町43

朝霧高原もちや ドライブイン（プレイランド・キャンプなど） 富士宮市猪之頭1114-1

朝霧カントリークラブ ゴルフ場

ラウンド終了後のパーティー等は、時間をずらしてご案

内。その際のお席は、4人掛けに2名ずつとしている。

アルコール除菌等のスプレーの販売もしており、推奨し

ている。

富士宮市根原字宝山380

富士サファリパーク 動物園 裾野市須山字藤原　2255-27

ぐりんぱ 遊園地

入園時にお客様への検温をアルコール消毒をあわせて徹

底している。（37℃以下のお客様のみ入園可）

室内アトラクションは、蜜を避ける為、一部のアトラク

ションはクローズしている。

裾野市須山　2427

裾

野

市

富

士

宮

市

https://www.makaino.com/
https://www.fujimilkland.com/
http://fuji-takasago.com/
https://yamatakachaen.i-ra.jp/
http://fujiyoson.com/
http://ecologic.or.jp/
https://www.naturalaction.co.jp/
https://sh-field.com/
https://itigoya-san.wixsite.com/itigoyasn
https://asagiri-foodpark.com/
https://www.maboroshinomen.jp/
http://www.mochiya.co.jp/
https://www.asagiri.co.jp/
https://www.fujisafari.co.jp/
http://www.grinpa.com/


　　　物販施設

会員名 ジャンル
その他

取り組み事項
住所

お茶の村松園 お茶 富士市久沢1372

本多醸造所 味噌 富士市富士岡1450

杉山フルーツ
フルーツゼリー

くだもの
富士市吉原２丁目４−３

岩松製茶協同利用組合 お茶 富士市松岡69-4

山大園 お茶 緑茶を飲んで免疫力を高めています。 富士市中央町2-5-18

金沢豆腐店 豆腐・スイーツがんも 富士市今泉4-1-13

南岳堂 和洋菓子店 富士市吉原2-3-24

オレンジポット富士八幡町店 クレープ 富士市柚木74-5

オレンジポット富士吉原店 クレープ
富士市国久保2-1-10

アピタ富士吉原店1F

オレンジポットイオン富士宮店 クレープ
静岡県富士宮市浅間町1-8

イオン富士宮ショッピングセンター１Ｆ

ハニーフードサービス ピザ・ハンバーガー等 富士市本市場新田609-10

　　　その他

トヨタレンタリース レンタカー 富士市川成島650-3

チケットランド富士店（山崎古商） 金券ショップ 富士市青葉町72番地

新型コロナウイルス感染予防対策実施 認証店（施設） 一覧　　　　

富

士

市

新型コロナウイルス感染予防対策実施 認証店（施設） 一覧　　　　

富

士

市

https://muramatsuen.i-ra.jp/
https://fujinokoujiya.web.fc2.com/
http://sugikiyo.com/
https://www.iwamatsu-seicha.com/
https://yamadaien.jp/
http://kanazawatofu.co.jp/
http://nangakudo.yoshiwara-shoutengai.com/
http://www.orangepot.net/
http://www.orangepot.net/
http://www.orangepot.net/
http://honeyhouse.web.fc2.com/
https://rent.toyota.co.jp/shop/?station=0031&mode=&region=E

	①バナー用（飲食団体／富士市）
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	⑦バナー用（物販・その他）

