
伊豆箱根富士観光の食事処＆土産処立ち寄り
所としてご好評いだたいている沼津港では、
旅行会社様 ・ イベント主催者様向けに 「食べ
歩きクーポン」 をご用意しております。 ご予算
に応じて 1000 円、 1500 円の 2 種類からお選
びいただけます。
クーポンとマップはお申し込み後ご郵送します。
また、 会議 ・ 研修会 ・ イベント等でもご購入い
ただけます。 ( 販売価格はお問合せ下さい。）

旅行会社様にはRがあります。販売価格はお問合せください。パンフレット作成等で画像ご希望の際は、お問合せください。　

ぬまづみなと商店街協同組合　
担当：杉崎　FAX 055-951-0391　E-mail:numazuminatos@gmail.com
〒410-0842 静岡県沼津市蛇松町 32-3（沼津魚仲買商協同組合内）

TEL 055-962-2882お申込み
お問合せ 詳しくはホームページをご覧ください。

http://numazuminatoinfo.com/coupon

10:00 ～ 16:00
土曜定休
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生産量日本一のアジの干物や海産物に、 名産品の
お茶みかんを使ったスイーツ、 クッキー、 ストラップ
が並ぶみやげ店もいっぱい！三世代揃ってお買い物。
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沼津港 食べ歩きクーポン

伊豆の玄関口、 沼津港には数百種類の魚介類が水
揚げされ、 遠方からわざわざ足を運びたくなる有名
店の一品や、 生桜海老や生シラス、 金目鯛などの
地魚と、 ここでしか食べられない新鮮でボリューム
たっぷりの漁港メシ市場メシが揃ってます。
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食堂街は全長 360ｍ。 ぐるっ
と回って 20 分。 食事＆買い
物で 60 分～ 75 分あると最
適！魚市場の雰囲気満載！
富士山を眺める美味いサカ
ナ天国を満喫しちゃおう！

魚市場直送！
新鮮な
　魚を満喫

日本最大級の大型展望水門 「びゅうお」 や、 競りも見学で
きる 「沼津魚市場 INO」、 世界唯一の冷凍シーラカンスと
出会える 「沼津港深海水族館」、 地元の特産品が並ぶマー
ケットモール 「沼津みなと新鮮館」、 沼津港を周遊する 「遊
覧船」 など子どもから大人まで幅広く楽しめます。

周辺観光スポットも充実！



旅行会社様にはRがあります。販売価格はお問合せください。パンフレット作成等で画像ご希望の際は、お問合せください。　
ぬまづみなと商店街協同組合　
担当：杉崎　E-mail:numazuminatos@gmail.com
〒410-0842 静岡県沼津市蛇松町 32-3（沼津魚仲買商協同組合内） 055-962-2882☎

受付時間 10:00 ～ 16:00　土曜定休　
※時間外は翌営業日以降の受付となります。

ぬまづみなと商店街協同組合行き

沼津港　食べ歩きクーポン申込書

御社名 ご担当者名

TEL FAX

ご住所

区　分

〒

団　体　名
イベント名
会　議　名

購入枚数
1,000 円券×　　　　枚

1,500 円券×　　　　枚

納品方法

ご郵送（到着希望日　　月　　日） ご来店受取り（　　月　　日　　   時　　分）
※ぬまづみなと商店街協同組合にて（ 土曜定休 ）

※ぬまづみなと商店街協同組合にて（ 土曜定休 ）支払方法
事前振込み
※振込手数料はお客様ご負担となります。
※振込先は別途ご請求書にてご案内します。

ご来店受取・支払い場所

055-951-0391

055-951-0391

旅行会社 団体・イベント・個人

事務記入欄

※申込みご住所と異なる場合はご記入下さい。納品先

（担当者様名　　　　　）

連絡用携帯番号

FAX 申込用紙

ぬまづみなと商店街協同組合

あらかじめ時刻指定の上、ご来店ください。 ☎055-962-2882静岡県沼津市蛇松町 32-3（沼津魚仲買商協同組合内）
（沼津港食堂街より車で 2分・大型バス駐車場有り）

ご来店支払い（　　月　　日　　   時　　分）

送信日 年　　　　月　　　　日 ※納品日の 10 日前まで承ります。

受付欄　　　　　年　　　　月　　　　日

確かに申込書受領しました。



ぬまづみなと商店街協同組合
　　　　　　　 

平成 29年 4月版

食べ歩きクーポン　ご購入・ご利用方法

TEL 055-962-2882　FAX 055-951-0391　
受付時間：10:00 ～ 16:00　土曜定休
担当：杉崎

■ご購入にあたり
・食べ歩きクーポンは1500円券（500円×3枚つづり）・1000円券（500円×2枚つづり）の2種類があります。
・「食べ歩きクーポン」「ぬまづみなとまっぷ」のセットとなります。
・有効期限はありません。
・20 枚よりご購入いただけます。
・どなでもご購入いただけます。
・旅行会社様ほかには、R提供があります。お問合せ下さい。

■お申込み方法
・専用申込書をご利用の上、必ず FAX にてお申込みください。（FAX：055-951-0391）
　※専用申込書は、ホームぺージからもダウンロードできます。

■ご納品方法
・「ご郵送」・「ご来店受取り」にて承ります。
・ご郵送先は、一か所となります。（二か所以上ご希望の際は「送料別途ご負担」にて承ります。）

■お支払方法
・「事前振込み」・「ご来店現金支払い」にて承ります。
・お申込み受付後、ご請求書を FAX いたします。
・事前振込みは、納品予定日の 5日前 ( 休日を除く）までにお振込み下さい。

■ご変更について
・全キャンセルは、納品予定日の 10 日前まで承ります。
・ご納品後の枚数変更：
　　「枚数増」①ご入金確認後、20 枚以下は送料負担にてご郵送可。

　　「枚数減」・未使用のクーポンに限ります。切り取られたクーポンはご返金できません。
　　　　　　・合計 20 枚未満となる場合はお受けできません。
　　　　　　①クーポン券をお送り下さい。（宅急便・簡易書留等の配達証明が可能な郵送方法にて）
　　　　　　②お振込み先を FAX 下さい。振込手数料ご負担にてご返金します。
　　　　　　※ご来店清算も承ります。あらかじめ、枚数とご来店日時をご連絡ください。

■ご来店受取り＆支払い・ご来店変更＆清算
あらかじめ、ご来店日時をご連絡ください。
　「ぬまづみなと商店街協同組合」沼津市蛇松町 32-3（沼津魚仲買商協同組合内）
　　　営業時間：10:00 ～ 16:00　　大型バス駐車場有り　
　　　定休日：土曜日（月 1～ 2回火曜日）※WEB「沼津魚市場」カレンダー参照

このたびは、「食べ歩きクーポン」のご購入検討下さりありがとうございます。

「食べ歩きクーポン」をご利用になられるお客様へは、以下の通りにご案内ください。
・ぬまづみなと商店街協同組合加盟店に限り有効です。（一部加盟店を除く）
・「ぬまづみなとまっぷ」掲載店が加盟店です。（一部掲載店を除く）
・利用可能な店舗は「食べ歩きクーポン」利用OK掲示があります。
・お釣りはでません。払い戻し・再発行はできません。有効期限はありません。


