
都道府県名 事業者名 問合せ先 URL 備考

1 北海道
Go To Eat北海道
お食事券事業実施事務局

飲食店向け：011-351-8645
平日9：00～18:00

（土日祝及び年末年始を除く）
消費者向け：011-350-5922

https://gotoeat-hokkaido.jp/
※消費者向けの問合せ先は
11月4日（水）から開設予定

2 青森県

3 岩手県
いわて絆コンソーシアム
（いわてGo To Eatキャンペー
ン事務局）

飲食店向け：019-624-5050
消費者向け：019-624-5020

平日10:00～18:00
https://www.iwate-gotoeat.jp/

4 宮城県
みやぎ絆コンソーシアム
（GoToEatキャンペーン宮城食
事券発行事務局）

飲食店向け：0570-005-110
消費者向け：0570-012-510

平日10:00～18：00
(土日祝、12/30～1/3を除く)

https://gte-miyagi.jp/
※消費者向けの問合せ先は
11月2日（月）から開設予定

5 秋田県
Go To Eatキャンペーン
秋田県事務局

050-3183-0216
平日10:00～17:00
（土日祝除く）

https://www.gotoeat-akita.com/

6 山形県
やまがたTo To Eatキャンペー
ン事務局

飲食店向け：0570-094510
消費者向け：0570-032510

準備中
HP：10月26日頃開設予定
問合せ先：11月2日（月）
9:00開設予定

7 福島県
福島県GoToEatキャンペーン
事務局

飲食店向け：024-953-6321
消費者向け：024-973-7111

FAX　024-983-6776
平日9:30～17:00

（土日祝及び12/29～1/3を除
く）

https://gotoeat-fukushima.jp/

8 茨城県
GoToEatキャンペーン
茨城事務局

飲食店向け：03-5953-5489
消費者向け：03-5953-5487

平日10:00～17:00
（土日祝及び12/30～1/3を除

く）

https://gotoeat-ibaraki.com/

9 栃木県
Go To Eat キャンペーン
食事券事業　栃木県事務局

飲食店向け：028-341-2550
消費者向け：028-341-1647

平日10:00～17:00
（土日祝日を除く）

https://www.gotoeat-tochigi.jp/

10 群馬県
ぐんまGo To Eatキャンペーン
事務局

飲食店向け：050-5305-3094
消費者向け：050-5212-7844

平日10:00～17:00
（土日祝及び12/30～1/3を除

く）

https://gunma-gotoeat-
campaign.com/

11 埼玉県
Go To Eatキャンペーン
埼玉県事務局

飲食店向け：048-644-5690
消費者向け：048-644-5691

平日10:00～17:00
（土日祝、年末年始（12/28～

1/3休み）

https://saitama-goto-eat.com

12 千葉県
Go To Eat キャンペーン
千葉県事務局

飲食店向け：0570-052080
消費者向け：0570-052120

平日10:00～19:00
https://www.chiba-gte.jp/

13 東京都
Go To Eat Tokyo
食事券発行共同事業体

飲食店向け：03-6746-4830
消費者向け：0570-550269

平日9:30～17:30

https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/
gotoeat-tokyo/

※消費者向けの問合せ先は
10月26日開設予定

14 神奈川県
Go To Eat かながわ
キャンペーン事務局

0570-052-140
平日10:00～19:00

（10月、11月のみ土日祝も営
業）

https://www.kanagawa-gte.jp/

15 新潟県
新潟県Go To Eatキャンペーン
食事券共同事業体

025-382-5510
平日10:00～17:00

（土日祝、12/29～1/5を除く）
https://niigata-gte.com/

16 富山県
富山県Go To Eatキャンペーン
事務局

飲食店向け：076-431-7591
消費者向け：076-431-7592

平日10:00～17:00
（土日祝、12/29～1/3を除く）

https://toyamagotoeat.jp/

17 石川県
石川県GoToEatキャンペーン
事務局

076-255-0450
平日9:00～17:00
（年末年始除く）

https://ishikawa-gotoeat-cpn.com/
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18 福井県
福井県GoToEat
キャンペーン実行委員会

0776-36-9303
平日10:00～18:00
（土日祝は除く）

https://gotoeat-fukui.com/

19 山梨県
Go To Eatキャンペーン
山梨県事務局

055-231-5072
平日10:00～17:00

https://www.gotoeat-yamanashi.jp/

20 長野県 信州 Go To Eatキャンペーン

飲食店向け：026-262-1378
消費者向け：026-262-1379

平日10:00～17:00
（土日祝日除く）

https://shinshu-gotoeat.com/

21 岐阜県
Go To Eatキャンペーン
岐阜県事務局

0570-07-5210
平日10:00～17:00

（土日祝、12/29～1/3を除く）
https://gotoeat-gifu.jp

22 静岡県
ふじのくに静岡県GoToEat
キャンペーン事務局

0570-00-5223
平日10:00～17:00

（土日祝、12/30～1/3を除く）

https://premium-
gift.jp/fujinokunigotoeat/

23 静岡県
静岡県商工会Go To Eat
キャンペーン事務局

050-5491-0495
平日10:00～17:00

（土日祝、12/29～1/3除く）
https://gotoeat-shizuoka.com/

24 愛知県
Go To Eatキャンペーン
愛知県事務局

 052-433-3680
E-mail:gotoeat-aichi@jtb.com

平日10:00～17:00
（土日祝休み）

https://gotoeat-aichi.jp/

25 三重県
三重Go To Eat
キャンペーン事務局

飲食店向け：050-3538-4371
消費者向け：050-3538-2860

平日10:00～18:00
（土日祝、12/30～1/3を除く）

https://gotoeat-mie.com/

26 滋賀県 東武トップツアーズ株式会社
飲食店向け：0570-052080
消費者向け：0570-052120

平日10:00～19：00
https://www.shiga-gte.jp/

27 京都府 京都Go To Eat事務局
075-276-4051

（土日祝、年末年始12/28～1/3
休み）

https://premium-gift.jp/kyoto-eat

28 大阪府
Go To Eat 大阪キャンペーン
プレミアム食事券事業事務局

0570-666-609
平日10:00～17:00

（土日祝、年末年始12/28～1/3
休み）

https://goto-eat.weare.osaka-
info.jp/

29 兵庫県
Go To Eat ひょうご
キャンペーン事務局

078-371-2841
平日10:00～17:00

（土日祝、年末年始は休業）
https://gotoeat-hyogo.com/

30 奈良県
奈良GoToEatキャンペーン
事務局

飲食店向け：0742-85-0068
消費者向け：0742-85-0894

平日10:00～17:00
（土日祝、年末年始12/28 ～１

/3休み）

https://premium-gift.jp/nara-eat

31 和歌山県

32 鳥取県
とっとりGo To Eatキャンペー
ン事務局

飲食店向け：0570-001-263
消費者向け：0570-200-155

平日9:30～17:00
（土日祝、年末年始12/30～1/3

休業）

https://tottori-gotoeat.jp/

33 島根県

34 岡山県
Go To Eat in
岡山県共同事業体

飲食店向け：086-230-0852
平日9：30～17：30

（平日のみ）
消費者向け：0570-052-012

平日9：00～17:00
（平日のみ）

https://gotoeat-okayama.com/
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35 広島県
Go To Eatキャンペーン広島
食事券発行委託事務局

飲食店向け：082-545-7215
消費者向け：050-3644-7062

平日10:00～17:00
（土日祝、12/29～1/3を除く）

https://gotoeat.hiroshima.jp/

36 山口県
やまぐちGoToEatキャンペーン
実行委員会

083-902-2114
平日9：30～17:30

https://gotoeat-yamaguchi.com/

37 徳島県
Go To Eatキャンペーン
徳島県事務局

088-602-1250
平日9：00～17:00

https://gotoeat.tokushima.jp/

38 香川県
KAGAWA Go To Eat
キャンペーン事務局

087-802-5210
10:00～17:00（月～土）

https://www.kagawa-gotoeat.com/

39 愛媛県
Go To Eat キャンペーン
愛媛事務局

飲食店向け：089-945-3221
消費者向け：089-945-3220

平日11:00～20:00
（土日祝、12/29～1/3を除く）

https://www.goto-eat-ehime.com/

40 高知県
Go To Eat食事券発行事業
コンソーシアムこうち

0570-000-891
平日10:00～17:00

（土日祝、年末年始12/31～1/3
除く）

https://www.gotoeat-kochi.com/

41 福岡県 Go To Eatキャンペーン福岡事務局
0570-550-138

平日10:00～17:00
（土日祝、12/30～1/3を除く）

https://gotoeat-fukuoka.jp/

42 佐賀県
Go To Eatキャンペーン
佐賀県事務局
(株式会社佐賀広告センター)

飲食店向け：0570-052-110
消費者向け：0952-20-0722

平日10:00～17:00
（土日祝、年末年始を除く）

https://gotoeat-saga.jp/

43 長崎県
Go To Eatキャンペーン
長崎事務局

0570-044123
飲食店向け：095-824-2455

平日10:00～17:00
（土日祝、12/28～1/3を除く）

https://www.gotoeat-nagasaki.jp/

44 熊本県
GoToEatキャンペーン
くまもと事務局

0570-035-210
平日9：30～17：30

（土日祝、12/29～1/3を除く）
https://gotoeat-kumamoto.jp/

45 大分県
Go To Eatキャンペーン
大分県事務局

097-536-5210
平日9:30～17:30

https://oita-gotoeat.com/

46 宮崎県
一般社団法人
宮崎県商工会議所連合会

（飲食店向け）0985-29-6010
平日9:30～17:30

https://premium-
gift.jp/gotoeatmiyazaki/

問合せ先（消費者向け）は
10月26日から開設予定。

47 鹿児島県
鹿児島商工会議所
（鹿児島県商工会議所連合会
事務局）

099-225-9511 http://www.kagoshima-cci.or.jp/

※商工会議所が所在する市
（鹿児島市、薩摩川内市、
鹿屋市、枕崎市、阿久根
市、奄美市、南さつま市、
出水市、指宿市、いちき串
木野市、霧島市）を主と
し、県全域で食事券を発行
※URLは暫定版であり、準備
が整い次第更新予定

48 鹿児島県   鹿児島県商工会連合会 099-226-3773 https://r.goope.jp/srp-46

※鹿児島県商工会連合会は
別紙の24市町の商工会地域
における食事券の発行を行
う。
※市町ごとの商工会の連絡
先は別紙のとおり。

49 沖縄県
Go To Eatキャンペーン
沖縄共同事業体

準備中 https://gotoeat.okinawa.jp/
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名称 対象地域 HP 連絡先
総括 ⿅児島県商⼯会連合会 https://r.goope.jp/srp-46 099-226-3773

実施体1 かごしま市商⼯会

⿅児島県⿅児島市
 ⻄佐多町・東佐多町・本城町・
 本名町・宮之浦町・牟礼丘・
 桜島⾚⽔町・桜島⾚⽣原町・
 桜島⼩池町・桜島⻄道町・
 桜島⽩浜町・桜島武町・
 桜島藤野町・桜島⼆俣町・
 桜島松浦町・桜島横⼭町・
 新島町・
 喜⼊全域・
 ⽯⾕町・⼊佐町・上⾕⼝町・
 松陽台町・直⽊町・春⼭町・
 平⽥町・福⼭町・四元町・
 有屋⽥町・川⽥町・郡⼭町・
 郡⼭岳町・⻄俣町・東俣町・
 花尾町・油須⽊町
 ⾕⼭中央・東⾕⼭・⻄⾕⼭・
 錦江台・⼩松原・和⽥町・
 平川町・⿂⾒町・中⼭町・
 皇徳寺台・五ヶ別府町・
 ⼭⽥町・桜ヶ丘・卸本町・
 七ツ島・東開町・⾕⼭港・

http://kagoshimashi-shokokai.com/ 099-268-3576

実施体2 薩摩川内市商⼯会

⿅児島県薩摩川内市
 ⾼城町・城上町・陽成町・
 湯⽥町・⻄⽅町・⼊来町・
 樋脇町・東郷町・祁答院町・
 ⾥町・上甑町・⿅島町・
 下甑町

https://r.goope.jp/srb-46-30 0996-44-2045

実施体3 さつま町商⼯会 ⿅児島県薩摩郡さつま町全域 https://satsuma-syo-kou-kai.jimdofree.com/ 0996-53-1141

実施体4 鶴の町商⼯会
⿅児島県出⽔市
 野⽥町・⾼尾野町

http://turunomachi.kashoren.or.jp/ 0996-82-1065

実施体5 姶良市商⼯会 ⿅児島県姶良市全域 http://www.aira-shoko.or.jp/ 0995-65-2211

実施体6 霧島市商⼯会 ⿅児島市霧島市全域 http://kirishima.kashoren.or.jp/ 0995-42-2128

実施体7 曽於市商⼯会 ⿅児島県曽於市全域 https://www.soo-shokokai.net/ 0986-76-0232

実施体8 志布志市商⼯会 ⿅児島県志布志市全域 http://shibushi.kashoren.or.jp/ 099-472-1108

実施体9 ⼤崎町商⼯会 ⿅児島県⼤崎町全域 https://r.goope.jp/srb-46-54/ 099-476-0136

実施体10 垂⽔市商⼯会 ⿅児島県垂⽔市全域 https://r.goope.jp/tarumizusyoukou 0994-32-0225

実施体11 かのや市商⼯会 ⿅児島県⿅屋市全域 https://r.goope.jp/sr-46-4648110000 0994-63-3032

実施体12 東串良町商⼯会 ⿅児島県肝属郡東串良町全域 https://r.goope.jp/sr-46-4648210000/info 0994-63-6554

実施体13 肝付町商⼯会 ⿅児島県肝属郡肝付町全域 http://kimotsuki.kashoren.or.jp/ 0994-65-2226

実施体14 錦江町商⼯会 ⿅児島県肝属郡錦江町全域 http://kinko.kashoren.or.jp/ 0994-22-2521

実施体15 南⼤隅町商⼯会 ⿅児島県肝属郡南⼤隅町全域 http://373osumi-skk.com/ 0994-24-2320

実施体16 ⻄之表市商⼯会 ⿅児島県⻄之表市全域 http://www.nishinoomote-shoko.jp/ 0997-23-1141

実施体17 中種⼦町商⼯会 ⿅児島県熊⽑郡中種⼦町全域 https://www.nakatanes.com/ 0997-27-0222

実施体18 南種⼦町商⼯会 ⿅児島県熊⽑郡南種⼦町全域 http://minami-shoko.com/ 0997-26-0140

実施体19 屋久島町商⼯会 ⿅児島県熊⽑郡屋久島町全域 http://yakushima-shoko.or.jp/ 0997-42-0159

【⿅児島県】

GoToEatキャンペーン（⾷事券事業）⿅児島県商⼯会連合会受託分 連絡先
別紙



実施体20 瀬⼾内町商⼯会 ⿅児島県⼤島郡瀬⼾内町全域 http://setouti.kashoren.or.jp/ 0997-72-0147

実施体21 喜界町商⼯会 ⿅児島県⼤島郡喜界町全域 https://r.goope.jp/sr-46-4652910777 0997-65-0169

実施体22 伊仙町商⼯会 ⿅児島県⼤島郡伊仙町全域 http://isen.kashoren.or.jp/ 0997-86-2390

実施体23 和泊町商⼯会 ⿅児島県⼤島郡和泊町全域 https://r.goope.jp/wadomari-s 0997-92-0148

実施体24 知名町商⼯会 ⿅児島県⼤島郡知名町全域 http://tina.kashoren.or.jp/ 0997-93-2105




