
No. 店舗名 住所 電話番号

1 旬菜そば　かさふじ 甲府市 丸の内2-2-7 055-223-1203

2 奥藤　丸の内　第八分店 甲府市 丸の内二丁目22-10 055-222-4381

3 甲州ほうとう小作　甲府駅前店 甲府市 丸の内1-7-2 055-233-8500

4 政もと 甲府市 大里町2432-3 055-243-8847

5 おざらとほうとうの店　ちよだ 甲府市 丸の内2-4-8 055-222-5613

6 手打ちそば　奥村本店 甲府市 中央4-8-16 055-233-3340

7 甲州善光寺　君作そば店 甲府市 東光寺町1338 055-235-0519

8 冨貴 甲府市 丸の内3丁目28-11 055-228-7382

9 甲州ほうとう小作　甲府北口駅前店 甲府市 北口1-4-11 055-252-9818

10 そば蔵 甲府市 上阿原478-1 055-237-7610

11 生そば処らくすい 甲府市 湯村１丁目11-5 055-252-3308

12 昇仙峡　橋本屋 甲府市 猪狩町1338 055-287-2103

13 そば処　神丼 甲府市 千塚3-3-37 055-251-1110

14 手打ち蕎麦　わかお 甲府市 中央1-18-4 055-209-2486

15 信州そば　小木曽製粉所　甲府アルプス通り店 甲府市 下飯田3-8-28 055-287-8911

16 そば　うどん桂 甲府市 中央1丁目13番9号 070-3884-9346

17 手打ちうどん　せんしゅう 甲府市 高畑2-3-3 090-3245-2757

18 天久 甲府市 上阿原町768-5 055-242-8169

19 奥藤　第六分店 甲府市 住吉1-14-13 055-237-6116

20 そば・甘味処 みつや 甲府市 猪狩町３６７－１ 055-287-2081

21 うどんせんや 甲府市 池田1-2-3 055-287-7435

22 奥藤　飯田分店 甲府市 飯田4-8-26 055-222-0460

23 そば処　そば長 甲府市 下曽根町2021 055-266-6618

24 麺ズ冨士山　セレオ甲府 甲府市 丸の内1-1-8　セレオ甲府5F 055-225-3600

25 麺は組 甲府市 丸の内1-9-8　仁成堂ビル1F 055-228-8355

26 麺は組　2号店 甲府市 徳行2-8-15　ウェルネスゾーンA1 055-222-3955

27 麺は組　向町店 甲府市 向町147-1　グリーンタウン甲府東内SHOPS向町B4 055-227-3955

28 味の民芸　甲府上石田店 甲府市 上石田3-6-33 055-232-2064

29 奥藤本店　国母店 甲府市 国母7-5-12 055-222-0910

30 奥藤本店　甲府駅前店 甲府市 丸の内1-7-4 055-232-0910

31 手打ちうどん和光 甲府市 国母3-2-1　グレースイシハラ105 055-269-9009

32 生そば　きり 甲府市 北口2-5-1 055-252-6002

33 更科　南西店 甲府市 国母1-23-5 055-228-6109

34 奥京　甲府駅前店 甲府市 丸の内2-15-7 055-228-8250

35 手打うどん　なべ 甲府市 大里町2202-2 090-2218-1503

36 手打ちそば　円寿 甲府市 朝日2-19-16　朝日ハイツ 080-5887-4521

37 奥京　小瀬店 甲府市 上町380-4 055-288-0994

38 そば・うどん　やまむら 甲府市 美咲2-9-7 055-252-6561

39 呑み処　そば　一休 甲府市 中央1-13-7　331ビル1F 055-227-0019

40 有限会社 坂本屋 甲府市 古関町1063 0555-88-2215

41 浅間茶屋 富士吉田本店 富士吉田市 上吉田5562-7 0555-30-4010

42 くれちうどん 富士吉田市 上暮地1-18-22 0555-24-3461

43 ホワイトハウス 富士吉田市 下吉田5-35-20 0555-23-2060

44 手打ちそば　而今庵 富士吉田市 下吉田2-14-27 0555-22-9737

45 あかり亭 富士吉田市 上吉田7-1-12 0555-24-5172
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46 たかちゃんうどん 富士吉田市 上暮地2295-3 0555-24-3146

47 麺許皆伝 富士吉田市 上吉田東1-4-58 0555-23-8806

48 玉喜亭 富士吉田市 松山1386 0555-24-1573

49 さぬきや 富士吉田市 ときわ台2-3-12 0555-24-3561

50 あらき　うどん 富士吉田市 松山1240-18 0555-23-5509

51 白須うどん 富士吉田市 上吉田東6-1-44 0555-22-3555

52 奉仕や 富士吉田市 大明見4-9-26 0555-22-6770

53 栄屋　うどん店 富士吉田市 新西原3-1-25 0555-22-2246

54 好浩 都留市 上谷6-7-11 0554-43-6318

55 手打ち　山もとうどん 都留市 古川渡397-1 0554-45-8733

56 手打ちうどん　我夢者来 都留市 田野倉841-2 090-9964-3138

57 めん処　寿美吉 都留市 法能2494-2 0554-56-8550

58 手打うどん　こみや 都留市 田野倉182-1 0554-43-7140

59 割烹　い志ばし 都留市 上谷6-6-8 0554-43-1887

60 食事処「ふじや」 都留市 四日市場30-4 0554-43-2416

61 cafe and dining　蕎麦廣 山梨市 三カ所33-1 0553-22-0185

62 手打ち蕎麦　はな花 山梨市 万力1094 0553-20-8787

63 やぶそば　利久 山梨市 歌田423-1 0553-23-1584

64 うどん屋くらざき 大月市 七保町葛野894-1 090-2328-7975

65 そば処　大和 大月市 大月2-6-24 0554-23-1388

66 手打ちうどん　吉田屋 大月市 大月3-1-15 0554-22-0071

67 うどん処　みちなか 韮崎市 龍岡町若尾新田1165-1 070-3195-0115

68 そば処　上小路 韮崎市 神山町1809-1 0551-23-4833

69 吉田のうどん　さくら 韮崎市 本町1-18-1 090-1734-9167

70 そば処　好庵 南アルプス市 曲輪田1086-1 055-244-2616

71 庵 南アルプス市 落合61-1 055-284-3708

72 和ダイニング　はつの 南アルプス市 百々1666-46 055-269-8203

73 乙蕎麦 南アルプス市 東南湖3368-1 050-3390-2816

74 そば処　貴楽 南アルプス市 西野2084-5 055-287-7077

75 たっちゃんうどん 南アルプス市 小笠原981-133 055-282-2300

76 うどん居酒屋　まるや 南アルプス市 下宮地540-7 055-283-8877

77 そば処　藤乃家 北杜市 大泉町西井出2112 0551-38-3370

78 平打蕎麦 やつこま 北杜市 高根町箕輪700-10 0551-47-5888

79 三分一湧水館　そば処三分一 北杜市 長坂町小荒間292-1 0551-32-0058

80 甲州ほうとう小作　清里高原店 北杜市 高根町清里3545 0551-48-2801

81 お食事処　泉 北杜市 長坂町白井沢3573-295 0551-32-2467

82 翁 北杜市 長坂町中丸2205 0551-32-5405

83 楽しい売店 北杜市 白州町台ケ原620-2 0551-35-5177

84 清里レストラン睦 北杜市 高根町清里3545-2411 0551-48-3068

85 延命そば 北杜市 小淵沢町2968-1 0551-36-6121

86 白州手打ち蕎麦　くぼ田 北杜市 白州町台ケ原2273 0551-35-5335

87 そば屋　伝ベエ 北杜市 高根町清里3545 0551-48-2047

88 PAUSE 北杜市 小淵沢町上笹尾3215-12 0551-45-8415

89 蕎麦　Hajime 北杜市 小淵沢町上笹尾3332-1223 050-3550-0423

90 雁川 北杜市 小淵沢町2969-1 090-8851-1848

91 田舎そば　米村 北杜市 高根町清里3545-328 0551-48-5550

92 食彩工房　雅 北杜市 小淵沢町2045 0551-36-2072
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93 ことぶき　日本そば 甲斐市 富竹新田2241-10 055-276-1020

94 SOBA　Restaurant TOMATO 甲斐市 中下条2036-4 055-277-6517

95 (株)甲州ほうとう小作　双葉バイパス店 甲斐市 下今井3001 055-128-2820

96 (株)甲州ほうとう小作　玉川店 甲斐市 玉川234 055-279-5555

97 そば山菜洞　しを里 甲斐市 牛句3268-3 055-277-3356

98 手打ちそば蔵 甲斐市 竜王38-2 055-276-3031

99 麦秋庵 甲斐市 西八幡4403-4 055-269-5518

100 純手打ちそば處　藤義 甲斐市 富竹新田460-4 055-279-3668

101 畔柳 甲斐市 竜王1284-1 055-278-0788

102 うどんのこいけや 甲斐市 竜王1045-1 055-279-0061

103 新宿甲州屋そば店 笛吹市 春日居町別田180-3 0553-26-5331

104 甲州ほうとう小作　石和駅前通り店 笛吹市 石和町窪中島73-3 055-263-5421

105 石和健康ランド そば処 和心 笛吹市 石和町松本868 055-263-7111

106 手打ちうどん　ろくでなし 笛吹市 石和町四日市場1819-1 080-6699-6974

107 そば切り　いしやま 笛吹市 石和町八田330-177 055-263-5381

108 田舎割烹江戸屋 笛吹市 八代町奈良原272-1 055-265-3600

109 談合坂サービスエリア（下り線）麺工房 上野原市 野田尻710 055-231-8900

110 羽置の里 びりゅう館 上野原市 西原 6931 0554-68-2100

111 ふるさと長寿館 上野原市 棡原2374-9 0554-67-2910

112 ほうとう処　慶千庵 甲州市 勝沼町勝沼2893 0553-44-3535

113 そば丸 甲州市 塩山藤木1756 0553-33-7337

114 信玄館 甲州市 塩山小屋敷2311-1 0553-33-3619

115 手打ちうどん　さぬき 甲州市 塩山下於曽1382-1 0553-32-1405

116 日川渓谷レジャーセンター食事処 天目庵 甲州市 大和町田野3 0553-48-2455

117 手打ちうどん　信玄 甲州市 勝沼町綿塚600-1 0553-44-3368

118 味処そばの実 甲州市 大和町初鹿野2248 0553-48-2227

119 夢乃家 甲州市 塩山上於曽1869 0553-32-2871

120 皆吉 甲州市 勝沼町等々力1372 0553-44-0004

121 甚六 中央市 臼井阿原794-2 055-273-9180

122 十割蕎麦 きはち 中央市 中楯1312-1 055-273-5554

123 千寿庵 中央市 井之口909-7 055-273-1999

124 手打ちそば　美俊 中央市 山之神1529-2 055-273-3180

125 手打ち蕎麦と山の食　おすくに 早川町 西之宮1094 0556-45-2021

126 手打そば処　あずみの 身延町 梅平1114 0556-62-3401

127 そば・うどんの店さくら 身延町 身延4252 0556-64-8408

128 山水徳間の里　そば処　ひのき 南部町 福士18080 0556-66-2333

129 平林交流の里　みさき耕舎 富士川町 平林2335-1 0556-22-0168

130 そばうどん　なか澤 昭和町 西条新田707-1 055-275-4801

131 うどん　麺吉 昭和町 西条2268-1 090-2645-9970

132 やまだ亭 昭和町 上河東543-5 055-275-2136

133 はなまるうどん　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 055-268-7870

134 奧京甲府昭和店 昭和町 西条2271-1 055-268-5755
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135 観光農園 道志村 9240 0554-52-2365

136 家庭Dining NAGOMI ー和美ー 道志村 笹久根2720 0554-52-2399

137 うどんの駅　西桂店 西桂町 小沼1112-1 0555-25-3688

138 ひのでや 忍野村 忍草246-1 0555-84-3114

139 天祥庵 忍野村 忍草2848-2 0555-84-4119

140 浅間茶屋 山中湖畔店 山中湖村 山中224 0555-73-8066

141 甲州ほうとう小作　山中湖店 山中湖村 山中234-15 0555-62-5391

142 手打ちそば　やまさと 山中湖村 平野115 0555-73-9351

143 お食事処　清流庵 山中湖村 山中1650 0555-62-5587

144 郷土料理　庄ヤ 山中湖村 山中134 0555-62-5154

145 あづま 鳴沢村 4406-1 0555-85-3833

146 はちまんうどん 富士河口湖町 船津2011 0555-72-0934

147 甲州ほうとう小作　河口湖店 富士河口湖町 船津1638-1 0555-72-1181

148 かぎかけ　茶屋 富士河口湖町 西湖2811 080-6689-5543

149 おふくろうどん 富士河口湖町 長浜799-1 0555-82-2380

150 ももや売店 富士河口湖町 西湖字根場2824-7 0555-82-2206

151 食事処　里山 富士河口湖町 西湖根場2710　西湖いやしの里根場内 090-1216-3349

152 吉田のうどん　蔵ノ介 富士河口湖町 船津2492-10 0555-72-2736

153 富岳風穴売店　「森の駅　風穴」 富士河口湖町 西湖青杉原2068-1 0555-85-3089

154 みずの風 富士河口湖町 大石１４６１ 0555-76-5151

155 もみじ亭 富士河口湖町 河口3067-1 0555-76-8200

156 本陣つかさ 富士河口湖町 本栖120-9 0555-87-2038

157 手打ちそば　みずも 富士河口湖町 西湖根場2710 080-2378-0008

158 山久 富士河口湖町 西湖277 0555-82-2011
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