
No. 店舗名 住所 電話番号

1 治作鮨 甲府市 中央4-8-19 055-235-1238

2 竹若 甲府市 高畑2-16-9 055-233-1220

3 鰻割烹　横内 甲府市 丸の内2-9-25 055-224-5830

4 味処いわし亭 甲府市 小瀬町1131 055-241-1382

5 お食事処　日野原　篁醇亭 甲府市 美咲1-17-6 055-252-2228

6 お食事処　もりやま 甲府市 千塚2丁目4-26 055-251-1994

7 花春寿司 甲府市 向町518-1 055-233-0307

8 すし　ふく島 甲府市 朝日5-10-9 055-252-2270

9 和食海鮮　ぎん 甲府市 善光寺1-26-11 055-244-7371

10 日本料理　釜めし　多ぬき 甲府市 中央1丁目14-8 055-235-6311

11 回転寿し活鮮　和戸店 甲府市 向町364-7 055-226-6520

12 割烹三井 甲府市 寿町2-11 055-222-4370

13 創作和食　とりすみ 甲府市 高畑1-23-9 055-228-6117

14 串多津 甲府市 中央1丁目15-1 055-233-9444

15 郷土料理　奈良田　富士見店 甲府市 富士見一丁目2-8 055-252-1784

16 ふぐの富久亭 甲府市 中央4丁目3-13 055-235-4584

17 すし処　いけや 甲府市 千塚2-4-24 055-252-0108

18 若鮨　本店 甲府市 国母8-3-11 055-235-4440

19 東京　鮨 甲府市 丸の内1-15-5 055-233-8038

20 割烹　くしだ 甲府市 丸の内3-29-21 055-226-5787

21 いちよし 甲府市 荒川二丁目6-13 055-254-1144

22 板に鯛 甲府市 中央1-7-17　大富士ビル1F 055-288-8481

23 若千鳥 甲府市 伊勢4丁目1-4 055-233-6629

24 有）夫婦寿司 甲府市 徳行2-2-39 055-226-7997

25 寿司処　ちひろ 甲府市 寿町1-4　イマムラビル1F 055-222-6969

26 こい季 甲府市 北口3-4-14 055-236-8748

27 鮨処　やすけ 甲府市 徳行2-5-3テラスショップC 055-232-3364

28 仙場Jr 甲府市 丸の内1-1-8　セレオ5F 055-224-3410

29 日本料理　早川 甲府市 中央5-7-21 055-235-0717

30 レストラン錦 甲府市 丸の内1-19-16 055-237-1331

31 活・粋　すし長 甲府市 国母7-4-27 055-228-0944

32 黒駒楼 甲府市 青沼1-3-13 055-233-2702

33 寿し源 甲府市 国玉町486-3 055-235-5789

34 若鮨　甲府駅前分店 甲府市 丸の内2-16-6　平和ストリートビル2F 055-226-6779

35 魚そう　中道分店 甲府市 上曽根町2970-1 055-266-2203

36 甲府　天松 甲府市 飯田4-2-4 055-228-8277

37 和食　あかざわ 甲府市 宝2丁目19-4 055-269-6595

38 串揚げ　深澤亭 甲府市 湯村2-6-16 055-252-1800

39 お食事処　楽　甲府東店 甲府市 和戸町1002-4 055-242-8664

40 かつ華　甲府店 甲府市 国母1-17-16 055-226-2987

41 ふらいずむ 甲府市 中央1-12-9　ニュー甲府街ビル1F 090-6125-7634

42 和の食　鮨　やまむら 甲府市 緑ヶ丘1-15-10 055-252-2866

43 有限会社　あけぼの 甲府市 住吉5-11-2 055-241-3895

44 魚菜料理処　みな実 甲府市 下曽根町363-1 055-266-5678

45 濃厚水炊き　かぐら 甲府市 中央1-20-17　ダイケン甲府中央ビル1F 055-222-3433

46 割烹　司 甲府市 中央2-13-9 055-233-3131
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47 うなぎの竜由 甲府市 徳行2丁目1-3 055-222-0141

48 栄すし 甲府市 中央1-15-9 055-222-5900

49 割烹みな金 甲府市 宝１－１ ０－２ 055-224-5325

50 魚政寿司 甲府市 千塚4-3-33 055-252-9761

51 活魚　四季　料理　ふじいけ 甲府市 中央1-15-7　第2丸忠ビル 1F 055-237-7600

52 かっぱ寿司甲府向町店 甲府市 向町298-1 055-228-6868

53 さわ淵 甲府市 相生2丁目6-19 055-232-7926

54 すし処　魚保 甲府市 太田町20-6 055-235-7009

55 若荒井　富士見店 甲府市 富士見1-3-30 055-251-7272

56 福寿司 甲府市 中央 1-16 FL 甲府ビル 1F 055-237-2954

57 すし・うまいもの処 伊津美 甲府市 飯田4-1-4 055-226-6545

58 つつじヶ崎温泉 甲府市 岩窪町415 055-252-7896

59 千成　寿司 甲府市 中央1丁目5-14 055-233-7254

60 日本料理　松葉亭 甲府市 徳行3-3-1 055-233-8825

61 とんかつ新宿さぼてん　セレオ甲府店 甲府市 丸の内1-1-8　セレオ甲府店5F 055-225-5164

62 寿司割烹　桂 甲府市 川田町906-8 055-228-5115

63 武蔵屋本店 甲府市 相生2-16-3 055-233-4041

64 鮨処　花桜 甲府市 中央2-9-13 055-233-5750

65 和食ダイニング　Kuu 甲府市 丸の内1-1-25　甲州夢小路D-202 055-242-7699

66 魚そう　北口分店 甲府市 朝日1-7-13 055-252-3566

67 和心　かみや 甲府市 中央1-1-4 055-215-2163

68 㐂久寿司 甲府市 住吉1-14-13 055-235-1100

69 甲州牛鍋料理　紅梅や（株式会社信玄食品） 甲府市 丸の内1-15-6　地球堂ビル２F 055-223-1210

70 夢庵　甲府住吉 甲府市 住吉5丁目1-2 055-237-8148

71 弥助鮨 甲府市 太田町30-15 055-237-3251

72 (有)銀座　江戸家 甲府市 中央1-13-8 055-233-5917

73 甲州郷土料理　わらじ 甲府市 猪狩町393 055-287-2080

74 吞み食い処　吟 甲府市 寿町27-6 055-225-1819

75 うなぎ　川長 甲府市 丸の内1丁目2-12　甲府ターミナルホテル１F南 055-222-5890

76 旬の味もちづき 甲府市 徳行1-17-11 055-226-8722

77 魚そう西分店 甲府市 富竹3丁目5-56 055-226-4727

78 魚そう本店 甲府市 中央四丁目10-5 055-235-4328

79 彩量庵　たん澤 甲府市 国母8-12-18 055-225-2400

80 甲府記念日ホテル 雲居 甲府市 湯村3-2-30 055-253-8111

81 大衆割烹 石川 甲府市 城東2丁目4-7 055-232-3911

82 おかえりなさい　ほうづき 甲府市 大里町2137 055-244-1660

83 柊 甲府市 丸の内2-16-19 055-269-9216

84 海山 甲府市 後屋町552-1 055-243-6539

85 四季の味　茂花 甲府市 中央4-5-10 055-269-8781

86 川田奥藤第二分店 甲府市 川田町484 055-232-5365

87 お食事処（すし　うまいもん処）千隆 甲府市 小曲町85-4 055-241-7557

88 割烹　満月 甲府市 中央1-17-6 055-235-2354

89 豊　鮨 甲府市 善光寺1-12-7 055-233-1216

90 甲府ワシントンホテルプラザ　13F　銀座八丁 甲府市 中央4-3-5 055-232-0305

91 割烹　あめみや 甲府市 富竹1-7-1 055-224-5168

92 しん 甲府市 山宮町680 055-252-6570

93 板前寿司甲府店 甲府市 丸の内1-15-6 地球堂ビル 055-230-1501

94 焼鳥　enta 甲府市 北口2-3-6　内田店舗1F 055-255-8600

95 加賀　本店 甲府市 大里町2154-117 055-241-6977

96 吟なべ 甲府市 上石田3丁目16-2 055-225-2028

97 北新　菊鮨 甲府市 北新2-10-22 055-252-3368

98 りょうり屋　恩の時 甲府市 丸の内1-8-9 055-269-8487

99 暖家　本店　たいら 甲府市 朝気1丁目5-7 055-244-5407



100 鮨　正 甲府市 善光寺二丁目4-16 055-237-4046

101 郷土料理　奈良田本店 甲府市 国母4丁目22-12 055-226-0911

102 郷土料理　富がく 甲府市 大里町5233 055-242-0617

103 天ぷら　一晴 甲府市 中央1-5-13　蘆澤ビル1F 055-268-3345

104 新大黒寿司店 甲府市 朝日5-6-18 055-252-7467

105 鮨処　一新 甲府市 小瀬町68-3 055-241-0044

106 千辰寿し 甲府市 中央2-10-24 055-237-9971

107 あくつ 甲府市 丸の内1-14-19　日原ビル2階 055-236-6677

108 美酒佳肴　吏菜 甲府市 上石田4丁目11-9 055-237-6105

109 寛酔 甲府市 丸の内1-7-5 080-4938-6456

110 ほうとう金峰 甲府市 徳行1-13-18 055-226-5493

111 魚そう　美咲分店 甲府市 美咲2-10-21 055-252-8672

112 浜屋 甲府市 朝日1-5-4-1 090-8504-4768

113 旬 甲府市 西田町5-47 055-253-3371

114 株式会社はま寿司　甲府荒川店 甲府市 荒川1-7-11 055-255-1717

115 青柳 甲府市 飯田5-17-32 055-224-4071

116 福寿し 甲府市 朝日5-11-11 055-253-2851

117 浪花小料理　ひさご 甲府市 中央1-2-4　浅草飲食店街 080-8747-9380

118 海鮮和食　魚魚魚 甲府市 国母6-6-1 055-231-2222

119 沼津魚がし鮨　流れ鮨　富士吉田店 富士吉田市 松山1384-1 055-993-5039

120 富士山海の家 富士吉田市 松山５－１４－２２ 0555-23-7448

121 かぐら坂 富士吉田市 新西原3-4-23 0555-28-7231

122 めし屋　仙瑞 富士吉田市 上吉田2-5-1　Q-STA3階 0555-23-8972

123 べんけい 富士吉田市 下吉田3丁目-21-11 0555-22-2358

124 割烹　魚重 富士吉田市 下吉田3-31-1 0555-22-5492

125 ハイランドリゾート ホテル＆スパ こころぎ 富士吉田市 新西原5-6-1 0555-22-1181

126 寿海 富士吉田市 上吉田東1-1-52 0555-23-6767

127 登喜和　富士吉田店 富士吉田市 中曽根2-13-10 0555-24-5735

128 寿司　華 富士吉田市 上吉田東4-5-34 0555-24-2339

129 万富久 富士吉田市 上吉田東4-14-28 0555-24-1251

130 日本料理　いなせ 富士吉田市 竜ケ丘1-8-25 0555-22-7353

131 みやした 富士吉田市 大明見1-6-6 0555-22-1254

132 割烹　笹一 富士吉田市 新西原3-16-15 0555-20-0331

133 鮨処千太郎 富士吉田市 新西原2-23-24 0555-24-0485

134 和風レストラン　糸車 富士吉田市 新西原2-32-5 0555-24-3244

135 創作割烹　吟 富士吉田市 竜ケ丘3-10-9 0555-30-0008

136 かっぱ寿司河口湖インター店 富士吉田市 新西原2-32-11 0555-20-1125

137 すし正 富士吉田市 下吉田3-8-3 0555-23-3922

138 藍屋　富士吉田 富士吉田市 新西原2丁目33-11 0555-23-8060

139 魚屋路　富士吉田 富士吉田市 中曽根1-3-30 0555-21-2115

140 炭火串焼き　IW 富士吉田市 上吉田7-1-10 0555-23-9944

141 凛亭 富士吉田市 上吉田東7-3-13 0555-22-7435

142 山吹 富士吉田市 上吉田東２丁目５－３３　ユーファイブビル１F 0555-22-2229

143 やぶきた　桃太郎 富士吉田市 中曽根2-9-12 0555-22-6705

144 鮨桒原 富士吉田市 新西原4-4-16 0555-22-8800

145 め組　寿司 富士吉田市 下吉田5丁目32-3 0555-23-5815

146 魚重　寿司 富士吉田市 下吉田4-2-32 090-2529-1973

147 炉ばた焼　富久松 富士吉田市 下吉田4-2-30 0555-24-3223

148 さくら寿司 富士吉田市 向原1-5-33 0555-23-6210

149 株式会社はま寿司　富士吉田店 富士吉田市 下吉田東2-16-10 0555-24-2575

150 元禄 富士吉田市 上吉田7-3-2 0555-23-6843

151 すし豊 富士吉田市 竜ヶ丘2-4-28 0555-23-9009

富士吉田市



152 蔵寿し 富士吉田市 下吉田5-32-14 0555-23-9169

153 すし処　いとよし 富士吉田市 新西原4-10-15 090-8017-2237

154 創作ダイニング+cafe そわ迦 富士吉田市 上吉田4565-23 0555-25-6166

155 和食　あまの 都留市 中央1-3-21 0554-43-7843

156 回転寿し活鮮　田野倉店 都留市 田野倉241-1 0554-45-2343

157 割烹　山富 都留市 中央2-6-10 0554-43-2570

158 和食 じゅげむ 都留市 四日市場58-1 0554-45-0152

159 割烹　奥 都留市 つる1-7-24 0554-43-1106

160 お食事処　花膳 都留市 法能550 0554-45-2672

161 大衆割烹　森川 都留市 田野倉916 0554-43-4231

162 和処　天寿 都留市 中央3-6-2 0554-45-7233

163 夢庵　都留 都留市 上谷4丁目2-8 0554-43-7621

164 寿司もちづき 都留市 つる1-5-17 0554-43-2764

165 割烹　ふるや 都留市 中央3-1-15 0554-43-4805

166 大衆割烹　春波 都留市 田野倉1071-3 0554-43-0880

167 創旬割烹　光千 都留市 下谷4-2-20 0554-43-8805

168 またぎや 都留市 上谷6-10-2　フェスタインビル1A 0554-56-9004

169 旬彩庭宴　和ごころ 山梨市 上神内川876 0553-22-0660

170 割烹　友 山梨市 小原西1186-2 0553-22-4766

171 玉寿し・すしやのスパッゲティ 山梨市 落合425-1 0553-22-2121

172 正徳寺温泉初花 山梨市 正徳寺1093-1 0553-22-6377

173 和菜屋　宴 山梨市 小原西1073-2 0553-23-3615

174 寿司割烹　いづ屋 山梨市 上神内川1606 0553-22-0027

175 フルーツパーク富士屋ホテル　日本料理　笛吹川 山梨市 江曽原1388 0553-22-8811

176 割烹旅館　秋月　お食事処 山梨市 上神内川1167 0553-22-2036

177 酒蔵 櫂 山梨市 北 567 0553-22-4047

178 ふじ寿司 山梨市 一町田中17-2 0553-22-0729

179 柳　寿し 山梨市 上栗原95-1 0553-22-3601

180 磯料理　いさみ 山梨市 小原西1012 0553-22-1507

181 松寿し 山梨市 上神内川1293 0553-22-3202

182 濱野屋 大月市 大月1-3-3 0554-22-1372

183 寿司割烹　はせ川 大月市 大月2-1-6 0554-23-1544

184 森屋鮨 大月市 大月1-9-2 0554-22-0948

185 藍屋　大月 大月市 大月町花咲198-2 0554-23-1804

186 すし旬彩料理　樹 韮崎市 旭町上条南割1777-1 0551-30-0355

187 鮨政 韮崎市 藤井町北下条１８３６−５ 0551-22-4745

188 亀伝 韮崎市 中央町14-21 0551-22-0168

189 新とき鮨 韮崎市 本町1-2-19 0551-22-7670

190 和食処　佳幸 韮崎市 上祖母石778-4 0551-23-7700

191 若鮨（和食おすし若） 韮崎市 大草町若尾1190 0551-22-8228

192 うなぎ馳走　八嶋 韮崎市 本町2-8-24 0551-22-0009

193 富来亭 韮崎市 本町1-6-30 0551-22-1643

194 旬彩　和食　園 韮崎市 藤井町南下条145-2 0551-30-5055

195 日本料理ふるさわ 韮崎市 藤井町北下条244 0551-22-0381

196 勝の家 韮崎市 上ノ山3803 0551-23-6323

197 藤鮨 韮崎市 本町2-20-4 0551-22-9723

198 和ダイニング　DAIZEN/DAIBU 韮崎市 藤井町北下条283-1 090-8331-8888

199 食事の出井 韮崎市 竜岡町下条東割839-2 080-1270-2159

200 回転寿し活鮮　韮崎店 韮崎市 藤井町北下条1314-1 0551-20-1127

都留市

山梨市

大月市

韮崎市



201 旬のお食事 粋 南アルプス市 上今諏訪1315 055-284-5549

202 割烹料理　勝花 南アルプス市 徳永1638-4 055-285-4443

203 割烹ひかり 南アルプス市 古市場592 055-282-1069

204 福保 南アルプス市 小笠原377 055-282-0219

205 和風レストラン　あさひ亭 南アルプス市 東南湖788 055-284-4611

206 お食事処　川　甲西本店 南アルプス市 西南湖368 055-284-1055

207 かっぱ寿司南アルプス店 南アルプス市 桃園1690-1 055-280-8501

208 魚しげ鮨 南アルプス市 吉田1173 055-283-0910

209 すし処　千両 南アルプス市 飯野3532-1 055-284-2055

210 和食処　かえで 南アルプス市 在家塚1174 055-284-2564

211 鮨　つばさ 南アルプス市 小笠原1612-3 055-284-8484

212 夢庵　山梨甲西 南アルプス市 西南湖字巡り木341-2 055-283-6711

213 魚そう　櫛形分店 南アルプス市 桃園1454-8 055-284-2277

214 宝寿司 南アルプス市 百々1821 055-285-1412

215 四季の料理　ふえふき 南アルプス市 藤田2551 055-284-3771

216 西ごおり（昭明館） 南アルプス市 小笠原101 055-282-0246

217 鮨　川勢 南アルプス市 小笠原451-3 055-284-2717

218 魚竹鮨 北杜市 高根町箕輪新町818 0551-47-3209

219 観音寿司 北杜市 小淵沢町841-1 0551-36-3155

220 とんかつ二葉 北杜市 大泉町西井出8240-1790 0551-38-2802

221 寿司、和食　磯善 北杜市 高根町清里3545 0551-48-2634

222 ふるさと旬菜　森樹 北杜市 小淵沢町2968-1 0551-36-3340

223 食房うゑ松さくら寿し 北杜市 長坂町長坂上条2582-1 0551-32-2202

224 七福神 北杜市 小淵沢町2142-1 0551-36-2017

225 料亭　安部 北杜市 須玉町若神子1479-2 0551-42-2526

226 小淵沢　井筒屋 北杜市 小淵沢町1035 0551-36-5990

227 みち草 北杜市 武川町山高573-1 080-6142-3293

228 味のれん　和信 北杜市 高根町五町田277-4 0551-47-2500

229 和食処　高岡 北杜市 小淵沢町上笹尾3332-1761 0551-36-5035

230 酒蔵　レストラン　臺眠 北杜市 白州町台ケ原2287 0551-35-5111

231 開江寿司 北杜市 小淵沢町7656 0551-36-5360

232 魚光寿司 北杜市 長坂町長坂上条2575 0551-32-3271

233 Royal Hotel 八ヶ岳 「甲斐」 北杜市 大泉町西井出8240-1039 0551-38-4455

234 おいしい学校　和食処古宮 北杜市 須玉町下津金3058 0551-20-7300

235 森のやまびこ 北杜市 大泉町西井出8240-3102 0551-38-3429

236 秀よし 北杜市 小淵沢町上笹尾3332-171 0551-36-4270

237 お食事処　さん味 北杜市 小渕沢町3485-1 0551-36-3719

238 和色　GOHAN 北杜市 大泉町西井出8641-2 050-8884-3534

239 飛梅鮨 甲斐市 島上条1758-1 055-277-4433

240 割烹　大増 甲斐市 西八幡3590 0552-76-7925

241 魚竹寿司 甲斐市 玉川93-4 055-276-2261

242 本格炭火焼　うなよし 甲斐市 篠原2668-3 055-276-5544

243 暖家　甲斐双葉店 甲斐市 志田字柿木645-1　ラザーウォーク甲斐双葉　1F 0551-30-7233

244 有限会社　ぶう亭 甲斐市 西八幡4398 055-279-1129

245 深川 甲斐市 名取656-1 055-276-8021

246 由樹 甲斐市 志田402-1 0551-28-4427

247 彩食健味　百屋 甲斐市 西八幡2189-1 055-276-6665

248 うなぎ割烹しげ政 甲斐市 西八幡3784-4 055-276-8900

249 日本料理　すずこう　鈴木幸廣 甲斐市 長塚81-7 055-277-9290

250 ふたば寿司 甲斐市 龍地6665-1 0551-28-2401

南アルプス市

北杜市

甲斐市



251 すし　礎 甲斐市 下今井2763 0551-28-7009

252 季節Dining　SIN 甲斐市 玉川1587-6 055-288-0102

253 魚宝 甲斐市 万才150-3 055-276-2463

254 やわらかとんかつ　かつ玄　竜王玉川店 甲斐市 玉川24-1 055-279-8929

255 菊寿司 甲斐市 西八幡1187-14 055-276-5433

256 弥助鮨　分店 甲斐市 西八幡719-1 055-276-4401

257 さかもと 甲斐市 島上条2098-1 055-277-3301

258 いち囲 甲斐市 龍地3028 0551-28-4466

259 市場寿司 甲斐市 篠原2180 055-276-8919

260 沢庵 甲斐市 龍地3579-8 0551-30-8222

261 夢庵　甲府西 甲斐市 富竹新田2080 055-278-1451

262 夢庵　敷島 甲斐市 中下条1212-1 055-277-7801

263 にぎりの徳兵衛敷島店 甲斐市 中下条1957 055-277-9977

264 升亭 甲斐市 竜王1044-1 055-276-8961

265 和DINING　青山 甲斐市 長塚261-6 055-277-8788

266 つる田 甲斐市 篠原1583-10 055-279-4030

267 丸久ホテル　神の湯温泉株式会社 甲斐市 竜地17 0551-28-5000

268 ときわ寿し 甲斐市 篠原3044-6 055-276-0915

269 朝日屋 笛吹市 御坂町栗合104 055-262-3245

270 割烹　味道 笛吹市 一宮町末木270-5 0553-47-3241

271 椀・さし　いなほ 笛吹市 石和町川中島465-1 斎藤店舗 055-244-3321

272 板前割烹　昌 笛吹市 石和町市部822 華やぎの章慶山2階 055-262-2161

273 末広寿司 笛吹市 石和町川中島1037 055-263-0105

274 八代家 笛吹市 八代町南566-7 055-265-2401

275 旭　寿し 笛吹市 八代町米倉299-1 055-265-1171

276 杉　寿司 笛吹市 石和町川中島137 055-262-4414

277 やわらかとんかつかつ玄　石和店 笛吹市 石和町四日市場1779 055-262-2000

278 鶴山寿司 笛吹市 御坂町成田2721-1 055-262-7721

279 割烹居酒屋　愛作 笛吹市 石和町川中島1607-100 055-263-5893

280 薬石の湯　瑰泉 笛吹市 石和町四日市場1679 055-262-1830

281 寿し正 笛吹市 境川町石橋2057 055-266-5800

282 ホテル春日居　レストランちよだ 笛吹市 春日居町小松855 0553-20-2000

283 しゃぶしゃぶ温野菜　石和店 笛吹市 石和町四日市場1751 055-269-8029

284 割烹　八起 笛吹市 石和町川中島27-1 055-263-7718

285 鮎川寿し 笛吹市 石和町川中島509-2 055-262-4444

286 糸　寿司 笛吹市 石和町川中島1607-222 055-262-4518

287 広　寿司 笛吹市 春日居町桑戸630 0553-26-2333

288 石和健康ランド 和食処 さくら 笛吹市 石和町松本868 055-263-7111

289 季彩　やなぎ 笛吹市 八代町南868 055-265-3233

290 割烹　湯元 笛吹市 一宮町中尾253-3 0553-47-0005

291 割烹　桃山 笛吹市 石和町八田43 055-262-7517

292 五葉松 笛吹市 境川町藤垈2528 055-266-3301

293 うまいもん処　榎 笛吹市 石和町川中島1607-31 055-262-2254

294 夢庵　石和松本 笛吹市 石和町松本846-2 055-261-7155

295 藍屋　石和 笛吹市 石和町四日市場1782-1 055-263-3082

296 有限会社日の出温泉 笛吹市 春日居町鎮目1646 0553-26-2454

297 スパランドホテル内藤　凛 笛吹市 石和町四日市場1690 055-262-7001

298 富士野屋夕亭　YATSUDOKI TERRACE　石和レストラン 笛吹市 石和町八田286 055-262-2266

299 寿司鉄 笛吹市 八代町南1189-1 055-265-3921

300 食事処　相馬 笛吹市 一宮町中尾228-1 090-5436-4001

301 有限会社　割烹　石 笛吹市 御坂町栗合116 055-263-7752

302 旅館　㐂仙 笛吹市 石和町川中島482 055-262-2404

笛吹市



303 五味五感　時乃間 笛吹市 石和町四日市場1819　石和ニュー銀座街1-7 055-261-0660

304 寿し料理　花田 笛吹市 石和町八田41-1 055-262-0202

305 五反田 笛吹市 春日居町桑戸645-1 0553-26-3314

306 つるや鮨 笛吹市 石和町井戸76-3 055-263-1846

307 ホテル平安 笛吹市 石和町川中島538 055-263-5811

308 お食事処　笛吹 笛吹市 一宮町田中1574 0553-47-2323

309 株式会社はま寿司　笛吹石和店 笛吹市 石和町窪中島131-1 055-230-5051

310 酒肴ぼたん 笛吹市 石和町川中島228-3 055-262-6619

311 お食事処　あやの上野原本店 上野原市 上野原1709-1 0554-62-6262

312 味処　桜扇 上野原市 コモアしおつ2-9-3 0554-66-4000

313 藤寿司 上野原市 四方津2290 0554-66-2378

314 上野原　江戸銀 上野原市 上野原4666 0554-63-3852

315 十五夜本店 上野原市 上野原2004 0554-63-0062

316 株式会社キャニー　談合坂レストラン（レストラン） 上野原市 大野4943 0554-66-2111

317 おさかな屋きたいさん 甲州市 塩山下於曽1615 0553-33-7225

318 甲州市勝沼ぶどうの丘（天空の湯） 甲州市 勝沼町菱山5093 0553-44-2111

319 割烹　山清 甲州市 塩山上井尻511-1 0553-33-2138

320 御食事処　居酒屋　味里 甲州市 塩山下於曽1345-4 0553-32-1618

321 旬彩和創　清水亭 甲州市 勝沼町山128-2 0553-44-5354

322 あし川　分店 甲州市 勝沼町勝沼3021 0553-44-0177

323 お好み焼き　美芳 甲州市 塩山下塩後523-3 0553-32-0319

324 手作り料理　かざま 甲州市 勝沼町小佐手1121 0553-44-3358

325 大衆割烹　すゞ菜 甲州市 塩山下於曽1504-1 0553-33-8233

326 お食事処　おの屋 甲州市 塩山上萩原591 0553-33-4303

327 釣魚料理　海 甲州市 塩山上於曾870-1 0553-33-8182

328 とん作 甲州市 塩山上於曾1119 0553-33-4240

329 料亭 ぶどうの章 甲州市 勝沼町藤井 280-3 055-262-2210

330 夢庵　塩山 甲州市 塩山上塩後297-1 0553-33-7261

331 Washoku　大澤 甲州市 塩山上於曽1729 090-5215-2996

332 割烹　あし川 甲州市 塩山上於曾1094 0553-33-4455

333 かど柳 甲州市 塩山三日市場2294 0553-33-4264

334 寿司・割烹　魚活 甲州市 塩山上於曽1748-9 0553-33-4638

335 一休庵 甲州市 塩山小屋敷2289-2 0553-32-1919

336 蕎麦遊膳　初花 中央市 布施2300-2 055-273-5292

337 福音鮨 中央市 若宮36-6 055-274-2339

338 湯殿館 中央市 若宮33-1 055-274-2626

339 お食事処　串焼きかめや 中央市 若宮29-1 055-273-0177

340 割烹四季 中央市 中楯1536 055-273-1384

341 末広 中央市 西新居1-83 055-273-0696

342 かっぱ寿司イオンタウン山梨中央店 中央市 下河東400 055-278-6788

343 えびずし 中央市 木原843-2 055-269-2625

344 お刺身・牛タンの店 若竹 中央市 山之神2183-59 055-298-6986

345 evameva yamanashi 味 中央市 関原885 055-267-8342

346 ふる里味工房　みはらし亭 市川三郷町 大塚2608　みたまの湯内 055-272-7322

347 割烹　とりしん 市川三郷町 市川大門177-1 055-272-0293

348 割烹　ほそだ 市川三郷町 岩間1754-3 0556-32-1147

349 凪 市川三郷町 下大鳥居93-6 055-272-6020

350 魚幸 市川三郷町 市川大門2787 055-272-0055

351 花みずき 市川三郷町 市川大門2979 055-272-6001

上野原市

甲州市

中央市

西八代郡 市川三郷町



352 魚善 市川三郷町 市川大門953 055-272-0050

353 御食事処　丹頂館（ホテル丹頂館） 市川三郷町 市川大門1812-1 055-272-0125

354 食事処　味菜庵 身延町 西嶋380 0556-42-2585

355 食堂 やがわ 南部町 内船8181-5 0556-64-4283

356 食彩　しん坊 富士川町 駅前通り2丁目3678-22 0556-48-8773

357 海幸寿司 富士川町 青柳町1017-2 0556-22-5800

358 寿司・和食　おかめ 富士川町 大椚248-1 0556-22-1746

359 国本屋旅館 富士川町 鰍沢1723 0556-22-3128

360 株式会社はま寿司　フォレストモール富士川店 富士川町 青柳町973-1 0556-20-1301

361 蕎麦　初花 昭和町 清水新居1636 055-268-2549

362 とんかつ　甲州直治朗 昭和町 飯喰415 055-275-9907

363 つばめ寿司 昭和町 築地新居2097 055-275-3734

364 お食事処　川　昭和本店 昭和町 西条4339-3 055-275-8117

365 山野 昭和町 西条2512 055-275-5911

366 日本料理　遊 昭和町 西条5299 055-268-7737

367 桂寿し店 昭和町 河西634-16 055-268-0611

368 お食事処　楽　昭和店 昭和町 飯喰1261-1 055-267-7051

369 しゃぶしゃぶ温野菜　田富リバーサイド店 昭和町 河西1233-3 055-287-9629

370 仙場 昭和町 清水新居1664 055-226-5750

371 郷土料理　棡原 昭和町 河東中島1152-1 055-275-6633

372 こうしゅう庵 昭和町 河西1023-1　ハッピープラザ1-1 055-268-1788

373 かっぱ寿司甲府アルプス通店 昭和町 清水新居46-1 055-222-3232

374 旬彩庵　自遊人 昭和町 清水新居1570 055-225-2340

375 㐂久好　イオンモール甲府昭和店 昭和町 飯喰1505-1　イオンモール甲府昭和 055-244-5281

376 もりもり寿し　イオンモール甲府昭和店 昭和町 飯喰1505-1　イオンモール甲府昭和 055-288-0780

377 海鮮問屋　鮮然 昭和町 西条1683-4 055-242-7677

378 旬彩酒房　たわら 昭和町 西条155-5 055-275-2282

379 鮨　よし秀 昭和町 西条5219-2　エスティケイ昭和103号 055-269-6820

380 新寿し 昭和町 西条507-2 055-265-4964

381 株式会社はま寿司　昭和町飯喰店 昭和町 飯喰1281-1 055-268-5505

382 観山荘 西桂町 小沼1634 0555-25-2611

383 和食処　車や 忍野村 忍草1481 0555-84-3455

384 和風　仁泉 忍野村 忍草1000-56 0555-84-3777

385 有限会社　忍野八洲 忍野村 内野4667 0555-84-7330

386 忍野しのびの里 忍野村 忍草2845 0555-84-1122

387 丸天さかな屋 忍野村 忍草114 0555-84-2109

388 ホテルマウント富士　和彩　旬華 山中湖村 山中1360-83 0555-22-1181

389 山中湖　和食　和み 山中湖村 山中21 0555-28-4151

390 エクシブ山中湖　日本料理　花木鳥 山中湖村 平野562-12 0555-65-9000

391 割烹旅館 芳野 山中湖村 山中856－338 0555-62-0823

392 笑月 山中湖村 山中324-8 0555-63-2345

393 菜庭料理　尚起 山中湖村 平野914-3 0555-65-8154

394 ホテルレジーナ河口湖 レストラン樹海 富士河口湖町 船津5239-1 0555-20-9000

395 食事処　寿司善 富士河口湖町 船津2466-9 0555-73-1402

396 Shaw’ｓ sushi Bar&Dining 富士河口湖町 船津3632-7 0555-72-8271

南巨摩郡 富士川町

南都留郡 西桂町

南都留郡 忍野村

南都留郡 山中湖村

南都留郡 富士河口湖町

南巨摩郡 身延町

南巨摩郡 南部町

中巨摩郡 昭和町



397 海鮮栄正 富士河口湖町 船津2196さくら横町A-4 0555-72-4868

398 しゃぶしゃぶ　はやし 富士河口湖町 船津6816-1 0555-73-3606

399 福禄寿 富士河口湖町 船津1763 0555-72-5875

400 鱗 富士河口湖町 船津3410-2 0555-72-0498

401 むす河口湖　（むす - Kawaguchiko） 富士河口湖町 字河口字湖辺2868-1 090-6667-4631

402 きじ亭 富士河口湖町 船津1525-1 0555-72-0610

403 割烹　天野 富士河口湖町 船津3595-1 0555-73-1131

404 富士レークホテル　和食会場 富士河口湖町 船津1番地 0555-72-2209

405 彩食　美くり 富士河口湖町 船津6713-69 0555-73-3332

406 海鮮ほうとう専門店　ほうとう研究所 富士河口湖町 河口2746-1 0555-76-8228

407 冨士天ぷら　いだ天　河口湖本店 富士河口湖町 船津3486-4 0555-73-9218

408 うなぎ割烹　力 富士河口湖町 小立3010-3 0555-72-5443

409 （有）平井売店 富士河口湖町 船津3639-2 090-2564-8401

410 河口湖荘 富士河口湖町 浅川1174-1 0555-72-1237

411 フレッシュウォーター 富士河口湖町 船津1868-9 0555-72-6263

412 割烹　源泉 富士河口湖町 船津7397 0555-72-3412

413 割烹　七草 富士河口湖町 船津1667-1 0555-73-2877

414 廻転寿司　すし兵衛 富士河口湖町 船津6800 0555-72-6788

415 宴庵ふるや 富士河口湖町 船津2770-2 0555-83-2261

416 足和田ホテルレストラン 富士河口湖町 長浜395 0555-82-2321

417 味処まんぷく 富士河口湖町 河口517-4 0555-76-7424

418 大衆割烹　宮森 富士河口湖町 船津6877 0555-72-5151

419 味わいの蔵　手ざわ 富士河口湖町 木立3603-30 0555-73-1055

420 西乃家 富士河口湖町 小立2225-1 0555-72-2828

421 サンきよすみ 富士河口湖町 浅川1124 0555-72-1133

422 肴彩庵　きた見 富士河口湖町 船津7203-1 0555-72-0947


