ファミリーレストラン

やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン
プレミアム食事券
利用可能店舗一覧
No.

店舗名

住所

電話番号

甲府市
1

レストラン ワインクラブ

甲府市 東光寺3-13-25

055-222-1818

2

富士アイス 東店

甲府市 善光寺1-21-17

055-237-2310

3

ヘルシーレストランパセリ

甲府市 後屋429

055-288-1433

4

レストランパセリ×タニタカフェ ヘルシースパサンロード店 甲府市 大里町4144-4

055-244-6566

5

デニーズ 甲府中央

甲府市 相生1-20-1

055-237-1730

6

デニーズ 甲府東

甲府市 和戸町943

055-237-5476

7

デニーズ 甲府北

甲府市 塩部3-16-13

055-253-3457

8

ガスト 甲府酒折

甲府市 酒折1丁目4-14

055-221-1853

9

ガスト 甲府朝日

甲府市 朝日4丁目6-15

055-220-3016

10

ガスト 甲府上今井

甲府市 上今井町739-1

055-220-2011

11

ガスト 甲府上石田

甲府市 上石田4丁目8-5

055-220-1482

12

ジョナサン 甲府湯村

甲府市 湯村1丁目9-31

055-230-0082

13

ビッグボーイ甲府里吉店

甲府市 里吉1丁目1-7

055-236-2666

14

ビッグボーイ甲府南店

甲府市 上今井676-1

055-243-3091

15

インドネパール料理 ボビさん

甲府市 青沼1-17-3

055-223-1333

16

ココス甲府荒川店

甲府市 荒川 1-8-24

055-255-6670

17

ココス甲府高畑店

甲府市 高畑 1-10-5

055-231-8722

18

インドネパール料理マハラジャ

甲府市 後屋町371-3

055-215-8073

富士吉田市
19

富士急ハイランド トーマスレストラン

富士吉田市 新西原５－６－１

0555-24-6888

20

富士急ハイランド フードスタジアム

富士吉田市 新西原５－６－１

0555-24-6888

21

富士山みはらし

富士吉田市 上吉田字小御岳下5617

0555-72-1266

22

ガスト 富士吉田

富士吉田市 中曽根2丁目13-26

0555-20-1711

23

ガスト 富士吉田松山

富士吉田市 松山字熊穴1560-1

0555-20-1019

24

ガスト 河口湖

富士吉田市 河口湖町船津568-1

0555-20-3503

25

ビッグボーイ富士吉田店

富士吉田市 新西原40

0555-20-1850

26

ココス富士吉田店

富士吉田市 上吉田 50-12

0555-20-1750

都留市
27

ガスト 都留

都留市 桂町793-1

0554-20-3505

28

ビッグボーイ都留田野倉店

都留市 田野倉字政所452-1

0554-46-6620

山梨市
29

ガスト 山梨万力

山梨市 万力95-1

0553-20-1007

大月市
30

ガスト 大月

大月市 大月町花咲182

0554-20-1007

韮崎市
31

ガスト 韮崎

韮崎市 栄町1丁目10-28

0551-20-1008

32

ココス韮崎若宮店

韮崎市 若宮2丁目13番5-2号

0551-21-2022

南アルプス市
33

ガスト 山梨白根

南アルプス市 飯野3461-1

055-280-1162

34

ジョナサン 山梨開国橋

南アルプス市 上今諏訪439-1

055-280-8466

35

ビッグボーイ甲府櫛形店

南アルプス市 小笠原1423-5

055-280-1456

北杜市
36

清泉寮ファームショップ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-4888

37

ガスト 須玉インター

北杜市 須玉町若神子1908-1

0551-20-6009

甲斐市
38

ガスト 竜王

甲斐市 富竹新田1300-1

055-260-4512

39

ガスト 山梨敷島

甲斐市 島上条443-1

055-267-3666

40

双葉サービスエリア（上り線）レストラン

甲斐市 龍地2395

055-231-8900

41

ビッグボーイ甲府竜王店

甲斐市 竜王1340-2

055-279-7270

42

五穀 甲斐双葉店

甲斐市 志田字柿木645-1 ラザウォーク1F

0551-45-8505

笛吹市
43

ガスト 石和駅前通

笛吹市 石和町窪中島101

055-261-5012

44

ジョナサン 石和

笛吹市 石和町四日市場1746-1

055-261-5046

45

ココス石和店

笛吹市 石和町窪中島 113-1

055-234-5204

上野原市
46

Cafe&Restaurant SIEG

上野原市 上野原3632

0554-63-2882

甲州市
47

ガスト 塩山

甲州市 塩山西広門田330-1

0553-20-5213

48

ココス甲州塩山店

甲州市 塩山下塩後536-1

0553-32-6281

中央市
49

カジュアルレストラン 竹林亭

中央市 山之神3370-2

055-273-5443

50

ガスト 山梨田富町

中央市 西花輪3482

055-220-4004

南巨摩郡 富士川町
51

カフェレストラン 茶居夢

富士川町 長澤1912-2

0556-22-1451

52

ガスト 山梨増穂

富士川町 青柳町665-2

0556-20-1002

中巨摩郡 昭和町
53

Ｓｔｅａｋ Ｃｅｎｔ ｅｒ昭和店

昭和町 西条 5036

055-242-8576

54

デニーズ 甲府昭和通り

昭和町 河西字村西1054-1

055-268-0081

55

ビッグボーイ甲府昭和店

昭和町 飯喰189-02

055-230-8580

56

ココス甲府昭和店

昭和町 飯喰 415-1

055-268-5325

南都留郡 山中湖村
57

山中湖畔のステーキ酒場

山中湖村 山中 226

080-4371-0620

58

デニーズ 山中湖

山中湖村 山中151-7

0555-62-1416

59

ガスト 山中湖

山中湖村 山中藪木212-28

0555-20-2501

南都留郡 鳴沢村
60

ガスト 富士鳴沢

鳴沢村 鳴沢8531-2

0555-20-5631

