
No. 店舗名 住所 電話番号

1 高野牛肉店 甲府市 丸の内3-16-3 055-222-8825

2 お肉料理 佐渡屋 甲府市 相生2-3-13 055-237-3108

3 ぼくり本店 甲府市 武田2-7-20 055-251-4129

4 焼き肉　まつ屋 甲府市 川田町933-136 055-222-2929

5 万里香 甲府市 大里町2825-1　ニュータウン大里6号 055-269-7368

6 焼肉　ばんばん 甲府市 長松寺町13-45 055-228-1947

7 焼肉　ぱせり 甲府市 上石田３丁目13-17 055-287-6139

8 塩ホルモン・焼肉　チェゴランド 甲府市 丸の内1-21-22 055-244-8629

9 焼肉　たまや　甲府南店 甲府市 高室町11-5 055-241-1329

10 焼肉　ひろや 甲府市 国玉町893-4 055-222-0056

11 炭火焼肉　あずさ 甲府市 住吉4-23-18 055-223-8929

12 本格焼肉チファジャ甲府湯村店 甲府市 湯村1-9-26 055-254-4129

13 牛角　甲府店 甲府市 上石田3-10-8 055-221-2911

14 春日のちゃぶ台 甲府市 中央1-15-9 055-235-3929

15 我や我や　甲府駅前通り店 甲府市 丸の内2-16-6　平和ストリートビル1F 055-227-2989

16 ジンギスカン達磨家 甲府市 丸の内1-13-9 055-233-7878

17 ジンギスカン達磨家　下石田店 甲府市 下石田2-10-3　マルコーハイツ103 080-4819-6240

18 焼肉マルキン 甲府市 伊勢3-4-5 055-231-8989

19 我や我や　小瀬店 甲府市 小瀬町1010-2 055-220-2989

20 焼肉きんぐ　甲府飯田店 甲府市 飯田3-2-41 055-237-8681

21 カルビ大将　甲府上阿原店 甲府市 西高橋町167-1 055-233-5655

22 焼肉ATSU 甲府市 和戸町962-5 055-267-6296

23 肉料理　小島 甲府市 相生2-16-5 055-233-4043

24 しちりんやき　三叉路 甲府市 住吉3丁目30-13 055-228-0056

25 和風焼肉　和志牛 甲府市 上小河原町1236-1 055-241-1029

26 甲州焼肉　奏 甲府市 中央1-6-18 055-222-8767

27 大阪焼肉　ホルモンふたご　甲府駅前店 甲府市 丸の内1-7-1　天野ビル1F 055-298-6352

28 さぶろー 甲府市 丸の内1-8-12　アドヴァンスビル1F 055-237-6667

29 新世館　南西店 甲府市 国母3-15-28 055-237-2989

30 炭火焼肉　みゅうみゅう 甲府市 朝気1-9-6 055-235-4429

31 肉匠　雪月花　向町店 甲府市 向町516-1 055-244-3929

32 新世館 甲府市 中小河原町575-1 055-241-2774

33 清広苑 甲府市 青沼1-17-5 055-233-5617

34 和牛バル603 甲府市 高畑2-15-17　第二大道ハイツ1F 055-267-5931

35 牛角　甲府丸の内店 甲府市 丸の内1-16-14 055-224-2911

36 やきにく168 甲府市 向町364-2 055-236-7168

37 YAKINIKU竜ヶ丘 富士吉田市 竜ヶ丘3-6-10 0555-24-3988

38 からし亭　富士吉田店 富士吉田市 富士見6-11-24 0555-24-6501

39 焼肉屋ぎゅうぎゅう 富士吉田市 中曽根2-9-20 0555-24-9925

40 焼肉　亜羅人 富士吉田市 新西原4-4-14 0555-24-8483

41 本家BORNGA　富士吉田店 富士吉田市 富士見7-3-12 0555-22-1881

42 カルネ 富士吉田市 上吉田東1-13-14 0555-24-4005

43 焼肉・韓一館 富士吉田市 新西原3-3-18 0555-23-0406

44 サランバン 富士吉田市 下吉田3-11-11 080-6621-9773

45 鶏焼　やみつき　本店 富士吉田市 上吉田4249-1 0555-28-4129
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46 鶏焼　やみつき　下吉田店 富士吉田市 下吉田5-18-27 0555-28-5129

47 ポーク　ヤミツキ 富士吉田市 上吉田2-6-23 0555-22-1129

48 焼肉バル秀 富士吉田市 松山 1-4-10 0555-73-9465 

49 「あの時の」ホルモン 富士吉田市 新西原4-3-9 0555-72-9977

50 ほるもん我楽 富士吉田市 下吉田2-19-5　2F 0555-28-5555

51 炭火焼肉　牛角　都留店 都留市 田原 2-978-4 0554-43-4129

52 焼肉　みなきん 都留市 中央2-4-2 0554-43-4821

53 きばりや 都留市 古川渡876-1　SFビル　102 0554-68-8004

54 焼肉　京城園 山梨市 小原西974-1 0553-22-3037

55 焼肉　牛山 山梨市 鴨居寺261-4 0553-34-6063

56 韓陽苑 大月市 駒橋3-3-20 0554-23-3662

57 焼肉　一路 大月市 御太刀1-2-23 0554-22-4459

58 元気七輪焼肉　牛繁　韮崎店 韮崎市 若宮2-9-41 0551-23-5529

59 和こう 韮崎市 穂坂町宮久保589 0551-23-5840

60 やきにくえん 韮崎市 龍岡町下條南割340 0551-22-7080

61 焼肉レストラン　とよしげ 北杜市 村山東割2359-8 0551-20-7070

62 焼肉　花梨　　株式会社shindo 北杜市 小淵沢町6137 0551-36-4646

63 焼肉　但馬家幸之助　小淵沢店 北杜市 小淵沢町1549-5 0551-20-5400

64 かつみ　食堂 北杜市 小淵沢町上笹尾3600 0551-36-2450

65 肉ダイニング　天 北杜市 長坂町小荒間2037-27 0551-32-0010

66 牛角　響が丘店 甲斐市 龍地3571-1 0551-28-8200

67 プルコギレストラン　秘仙 甲斐市 中下条1320-1 055-277-5959

68 焼肉　もう家 甲斐市 中下条657-5 055-277-8429

69 甲斐武 甲斐市 長塚6-4 055-277-7144

70 えがお屋　竜王店 甲斐市 玉川1519-2 055-260-6522

71 焼肉　火焔 甲斐市 龍地4442 0551-30-8889

72 焼肉四季 甲斐市 竜王１１５５－１ 055-276-8696

73 焼肉ジュゲン 甲斐市 玉川172-1 055-269-8929

74 新世館双葉店 甲斐市 竜地4525-1 0551-28-3192

75 焼肉　いっとう家 笛吹市 春日居町熊野堂291 0553-26-5529

76 牛鉄板焼処　千 笛吹市 石和町市部822 華やぎの章慶山2階 055-262-2161

77 ぼくり石和店 笛吹市 石和町四日市場2031-33 055-263-4129

78 炭火焼肉　野・野 笛吹市 春日居町小松855-81 0553-26-2178

79 牛角　石和店 笛吹市 石和町広瀬1195-62 055-230-5129

80 大東園　石和店 笛吹市 石和町窪中島109-1 055-263-5800

81 焼肉ハウス新羅 笛吹市 石和町四日市場1853－1 055-228-1111

82 新世館　石和店 笛吹市 石和町窪中島86-4 055-263-2989

83 焼肉　麒麟児 笛吹市 石和町唐柏135-2　丸仁商事店舗3号 080-5030-4290

84 焼肉紫雲 笛吹市 御坂町井之上840-2 055-287-7818

85 上野原焼肉道場いっちょ 上野原市 松留288 0554-62-1512

86 焼肉　佐藤 上野原市 上野原1769-1 0554-67-8080

87 お食事処　はやし 甲州市 塩山小屋敷1577 0553-33-6004

88 甲州市勝沼ぶどうの丘（バーベキューガーデン） 甲州市 勝沼町菱山5093 0553-44-2111

89 牛角　塩山店 甲州市 塩山下塩後899-1 0553-32-6229
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90 ぼくりリバーサイド店 中央市 山之神2738 055-274-4129

91 新世館　田富店 中央市 西花輪3544-1 055-273-2958

92 焼肉　希夢知 中央市 布施2300-9 055-273-1489

93 溶岩焼　肉の匠 昭和町 西条5198　MKビル104号 055-244-6554

94 ダイニング　玉屋 昭和町 清水新居1133-3 055-234-5929

95 焼肉　たまや　本店 昭和町 河西1107 055-275-6630

96 ホルモン問屋　肉番長 昭和町 西条877 055-268-1929

97 ホルモン組合　甲州精肉酒臓 昭和町 西条4163 055-275-8866

98 牛角　田富リバーサイド店 昭和町 河西1233-3 055-269-9129

99 我や我や　昭和店 昭和町 押越1095-1 055-275-2958

100 肉処　寅竜 昭和町 清水新居239-1-103 055-226-9981

101 鶏焼の幸修 昭和町 西条5156　向山ビル103 055-288-8031

102 焼肉　こくぼ苑 昭和町 西条110-2 055-226-6409

103 和風焼肉　和志牛　昭和店 昭和町 清水新居1340 055-244-8929

104 有限会社　牛舎 忍野村 忍草3233-4 0555-84-7556

105 焼肉　まるよし 山中湖村 山中387 0555-62-0101

106 焼肉ハウス　ラフィージ 山中湖村 山中996 0555-62-0764

107 鶏っこ 富士河口湖町 船津3265-2 0555-72-1771

108 炭火焼肉　牛角　河口湖店 富士河口湖町 船津 6818-1 0555-73-2941

109 旅館 熔岩温泉 食事処「巻狩」 富士河口湖町 船津5219 0555-72-2260

110 元気七輪焼肉　牛繁　富士急ハイランド前店 富士河口湖町 船津6663-11 0555-24-9129

111 七輪焼　ホルモンヌ 富士河口湖町 船津2196-A-3 0555-73-2613

112 焼肉　カルビハウス 富士河口湖町 船津7289の3 0555-72-3012

113 焼肉　ひまわり亭 富士河口湖町 船津7364-2 0555-83-2989

114 和牛焼肉　よりとも 富士河口湖町 船津996-21　ヨウザンサンプラザ7 0555-72-9203

115 笑福 富士河口湖町 小立2479-1 0555-25-7299

116 炭火焼肉　鉄庵 富士河口湖町 船津6799 0555-72-2929

117 有限会社　韓陽苑 富士河口湖町 船津3371 0555-73-2989

118 焼肉せいざえもん匠　富士急ハイランド駅前店 富士河口湖町 船津6663-11　ハイランドスクエア-6 0555-28-4029

119 焼肉ハウス　スタミナDON 富士河口湖町 船津2553-1 0555-72-3701
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