居酒屋

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

健食飲池田屋

甲府市 丸の内２ -７ -１２

090-3133-2166

2

いざかや 鶏吟

甲府市 丸の内1丁目17-3 大池ビルB1F

055-242-8590

3

夢酒 あきやま

甲府市 羽黒町933-2-1

055-254-5420

4

居酒屋 夢や

甲府市 朝気3-15-26

055-237-5822

5

炭・肉と旬野菜 kazan

甲府市 丸の内2-1-8 駅前銀座ビル1F

055-223-0101

6

居酒屋 今人

甲府市 上石田4-8-28 ゆうきタウン201

055-242-7116

7

夢味庵

甲府市 国母5-3-19

055-237-7567

8

手仕事や宙kuー

甲府市 大里3607-4

055-243-9051

9

旬彩酒楽 ぴえろ

甲府市 徳行4-15-36

055-222-2244

10

ひこ処の

甲府市 中央1-6-4 芳野ビル1F

080-4867-9370

11

居酒屋 もちけん

甲府市 徳行4-1-29

055-225-2777

12

まねこ屋

甲府市 中央1丁目20-3 ニュー銀座街

080-8033-9723

13

やきとりの名門 秋吉 甲府店

甲府市 丸の内1-19-13

055-226-9218

14

職人料理 馳走亭

甲府市 宮原町1316

055-288-0567

15

七賢酒蔵

甲府市 丸の内２丁目1-5 新橋ビル1F

055-222-7722

16

魚屋 ちから

甲府市 中央1-6-8 完幸ビル1F

050-3184-3966

17

酒場 らっぱ

甲府市 丸の内2-29-5 たちばな屋ビル1F

050-3503-0618

18

オサカナバル PANDA

甲府市 中央1-7-7 Be-BLD.1F

050-3505-1685

19

酒処 黒富士

甲府市 蓬沢町1147-2

090-8812-9622

20

甲州煮こみ屋

甲府市 丸の内2-4-7 丸二ビル1F

055-235-7663

21

ふぐ海鮮 さんせん

甲府市 中央1丁目1-11

055-223-1236

22

海の幸 こうたろう

甲府市 上石田3-9-1

055-223-9080

23

筑前屋湯村店

甲府市 千塚1丁目9-11

055-244-5505

24

居酒屋 肉祭り

甲府市 徳行1-7-2 望月ビル B102

055-222-9626

25

肴処 なとり

甲府市 中央1-20-13 FL5ビル102

055-287-7543

26

居酒屋 純平

甲府市 増坪町698-4

055-241-7962

27

富士見食堂 Diago

甲府市 塩部4-1-19

055-268-2132

28

Poni&CoCo

甲府市 塩部4-1-19

055-267-6083

29

四季乃味彩

甲府市 中央1-1-21

055-227-1800

30

大衆酒場 熊鰹

甲府市 中央1-1-11

055-249-8388

31

わら焼き熊鰹 甲府本店

甲府市 丸の内2-16-11

055-287-7458

32

BearBonito

甲府市 丸の内3-20-9 和光ビル2F

055-222-8739

33

炉端ウラハラ

甲府市 上石田4-1-20

055-209-2592

34

まんまる

甲府市 上阿原町581

055-233-5047

35

いざかや 朱酒

甲府市 丸の内1-8-14

055-235-1600

36

洛東舎 ゆきむら

甲府市 城東4-15-15

055-232-1971

37

三松

甲府市 富士見2-8-15

055-251-5003

38

焼売のジョー 甲府店

甲府市 丸の内2-16-6 平和ストリートビル1F北 055-225-6361

39

大衆居食 信貴

甲府市 徳行1-11-5

055-267-6077

40

極。

甲府市 丸の内1-16-15 紅梅ビル1階

055-225-4359

41

楽食北海屋 大里本店

甲府市 大里町4254-1

055-243-1770

42

甲府ぐるめ横丁 オープンシェアエリア

甲府市 中央1丁目6-4 芳野ビル1F

055-233-3800

43

串処 ほとり

甲府市 中央1-1-23

055-267-5002

44

やきとり とんぼ

甲府市 西高橋町17-1

055-270-0058

45

DININGBAR 幸の里

甲府市 大里町2990-15

055-225-5988

46

居酒屋 楽 中央店

甲府市 相生2-3-16 センティアホテル内藤1F 055-223-8881

47

居酒屋 ゆう

甲府市 緑が丘2-6-17

055-254-8903

48

はじめの一歩 地どりのうえ田

甲府市 上石田4-9-3ソンドメールA102

055-234-5210

49

酒房ごっちょ

甲府市 湯村3-2-25

090-4361-9590

50

酒彩 五色

甲府市 丸の内二丁目3-8

055-222-5840

51

浜焼き輪っ家 甲府店

甲府市 中小河原673

055-244-0544

52

鳥むら

甲府市 下河原町207

055-241-2762

53

串 LABO

甲府市 大里町1560-5

055-244-1541

54

魚民 甲府岡島百貨店前店

甲府市 中央1-6-6 丸忠ビル 2階

055-225-1088

55

俺の串かつ黒田 甲府ココリ店

甲府市 丸の内1-16-21 ココリビル1階

055-225-0788

56

鶏のジョージ 甲府岡島百貨店前店

甲府市 中央1-6-3 東洋館ビル1階

055-228-6788

57

千年の宴 甲府南口駅前店

甲府市 丸の内1-2-12 甲府ターミナルホテル2階 055-223-7288

58

山内農場 甲府南口駅前店

甲府市 丸の内1-2-9 甲府駅前貸店舗1階2階 055-223-9788

59

雨三屋

甲府市 丸の内2-14-4

055-227-5140

60

Shisei

甲府市 中央4-4-27 ミハラヤビル202

055-267-5844

61

小料理 榮人

甲府市 中央1丁目15-5 ヒロセビル1階

055-226-8086

62

炉端やきとり 鳥のほそ道

甲府市 北口3-2-2

055-215-6346

63

呑み処 からす

甲府市 国母5-4-18

055-269-7797

64

呑み食い処 好

甲府市 大里町2318-1

055-215-0316

65

味魅

甲府市 中央1-1-9

090-5219-9081

66

蔵元居酒屋 谷櫻

甲府市 中央1-9-6

055-225-3213

67

小料理 ひろみ

甲府市 住吉5-20-29

055-241-6518

68

らうめん ＭＥＮＫＵＩ（麺喰）

甲府市 高畑2-10-3

090-7637-0964

69

隠れ家ダイニング 和想

甲府市 丸の内2-1-5 甲府駅前銀座新橋ビル3Ｆ 055-242-7514

70

酒亭 食彩工房

甲府市 国母5-3-3

055-235-1091

71

小料理 克

甲府市 中央1-1-18

055-233-6005

72

発酵酒場 かえるのより道

甲府市 丸の内1-20-21

080-8001-8335

73

ぎり舎

甲府市 中央1丁目20-20

090-4021-9063

74

ラーメン居酒屋よっしー

甲府市 中央1丁目19-4

090-7844-6453

75

お休み処 水音

甲府市 千塚4-5-21

055-270-0644

76

地鶏やきとり 三四郎

甲府市 中央1-4-8 KAGビル1F

050-3503-3460

77

和酒 とり笑

甲府市 中央1-2-10 万世ビル 1F

055-287-9080

78

手羽の店 きくや 城東

甲府市 城東3-6-6

055-237-7677

79

居酒屋 やきとり 一休

甲府市 下河原1-22

055-226-7741

80

居酒屋 友四郎

甲府市 中央1-13-5 坂本ビル 1F

055-232-8939

81

たん焼 与平

甲府市 中央2-5-27-1F北

055-236-3650

82

鳥座

甲府市 太田町3-11

055-288-1031

83

居酒屋Birthday甲府店

甲府市 徳行2-8-15 ウェルネスゾーンA-10

055-288-9338

84

食の工房 居酒屋 ぽんぽこ

甲府市 里吉4-2-17 ローランド富士101

055-227-1035

85

魚幸 よこもり

甲府市 大里町5229-2

055-244-0012

86

こまどり

甲府市 徳行1-11-5 望月ビルA棟115

070-8529-5730

87

やきとり 一秀

甲府市 中央1丁目20-3

055-227-5993

88

新次亭

甲府市 和戸町1031-2

090-5211-0684

89

とり焼 えん

甲府市 高畑1-22-26

055-224-5425

90

呑み喰い処 田舎

甲府市 相生2-4-4

055-235-5502

91

食燦々亭

甲府市 大里町5028

055-224-8007

92

炭火フレンチビストロInfini

甲府市 徳行3-7-6 コスモ・M

070-3828-1651

93

拍手

甲府市 塩部4丁目16-1

055-253-0807

94

酒肴・おにぎり 手毬

甲府市 中央1丁目15-2

055-235-0846

95

やきとりの扇屋 甲府国母店

甲府市 国母8-4-26

055-236-5381

96

やきとりの扇屋 甲府上石田店

甲府市 上石田3-13-1684

055-220-6630

97

diagonal

甲府市 青沼3-4-23 長良ビル

080-5003-6247

98

我が家

甲府市 徳行1-18-14

055-232-0141

99

居酒屋 よろずや

甲府市 北口1丁目3-10

055-251-9757

100

山梨まるごと市場 幸修

甲府市 丸の内2-16-7 ２F

055-269-6101

101

筑前屋 甲府ウエルネスゾーン店

甲府市 徳行2-8-15 ウエルネスゾーン筑前屋 055-236-8455

102

小料理 哲

甲府市 中央4-4-24

055-226-3868

103

魚の仕事人 「樹」

甲府市 国玉町826

055-227-8282

104

PHIL

甲府市 丸の内2-4-3 2F

090-5216-6527

105

たべものや 跳扉

甲府市 大里町5111 パレス大里B

055-243-1158

106

蛮蛮

甲府市 北口2-5-12

055-253-9911

107

まどか

甲府市 北口2-5-14

055-253-8155

108

たまり場 楽音

甲府市 里吉4-2-15

055-215-7564

109

九曜庵

甲府市 丸の内2丁目3－1田村ビル2階

055-228-8808

110

蔵楽

甲府市 北口2丁目3-6 内田店舗事務所2F 055-234-5727

111

FourHeartsCafe

甲府市 丸の内1−16−13ヤマサビル

112

千の庭 甲府店

甲府市 丸の内1-17-17 ＮＩＳ甲府ビル 3F/4F 055-221-6633

113

くいもの屋わん 甲府店

甲府市 丸の内1-17-17 ＮＩＳ甲府ビル 1F/2F 055-236-3555

055-237-7793

114

酒場日々

甲府市 丸の内1-15-8 1F

055-244-6588

115

さまさま

甲府市 国母1-17-27 ASTストリートビル1F1号 055-225-6850

116

甲州屋台 酔録劇場

甲府市 丸の内1-7-1 上田ビル

055-227-8200

117

夢玄

甲府市 住吉1-9-12

055-235-3001

118

三ツ星マート 甲府駅前店

甲府市 丸の内1-7-4 タチバナビル2F

055-225-1211

119

けろすけ 甲府店

甲府市 丸の内1-20-2

055-236-6550

120

常夏バル EAST BLUE

甲府市 中央1-6-1 舞鶴館ビル 1F2F

055-242-7918

121

Cu-suke 後屋店

甲府市 後屋町378

055-288-8833

122

Cu-suke 甲府駅前店

甲府市 丸の内2-4-21 南口ビル1F

055-236-3677

123

木の風

甲府市 北口2-4-2

055-298-6635

124

国母の酒処 風輪

甲府市 大里町1114-1 RSビル103

080-3544-2929

125

ものじや甲府駅前店

甲府市 丸の内2-2-5 ママビル3F

055-237-0123

126

東京食堂

甲府市 丸の内2丁目4-3

055-233-4222

127

居酒屋 割烹 活魚 ひで

甲府市 住吉5-25-14 IKビル101

055-243-3739

128

くずし割烹 はる将

甲府市 丸の内3-10-2

055-222-6755

129

博多やさい巻串 waya

甲府市 中央1-15-5 広瀬ビル3F-5

055-234-5792

130

串焼 大将

甲府市 国母7-11-43

055-222-5517

131

macaroni ーTEPPANYAKIー

甲府市 上石田3-8-8 山田店舗 8号室

055-287-7969

132

和菜や えびす

甲府市 住吉4-22-19 ジョイステージ住吉

055-223-5367

133

楽蔵 甲府店

甲府市 丸の内1丁目17-2 大池ビル4F

055-236-2550

134

たかはな

甲府市 丸の内1-8-14 せんじきやビル1F

055-228-0001

135

居酒屋 まるわ

甲府市 丸の内2-3-10

055-228-2626

136

食楽人

甲府市 北口3-1-4

055-252-0266

137

食酒 幸

甲府市 中小河原673-102

055-243-0116

138

居酒屋 やまぶき

甲府市 中央1丁目14-7 丸忠中央ビル1F

080-1216-4900

139

そつのんごろ

甲府市 相生1丁目1-13 アカオビル1F

055-233-3332

140

壱心

甲府市 徳行1-6-10 望月店舗5号室

080-5544-8101

141

一升 びん

甲府市 国母7-2-2

055-227-5437

142

食酒笑 一寸

甲府市 国母2-2-36

055-269-8673

143

甲州居酒屋 さけくら

甲府市 中央1-13-7

055-237-4820

144

喝采

甲府市 千塚2-4-24

055-254-0807

145

はなの舞 甲府駅前店

甲府市 丸の内 1-2-10 三成ビル1階

055-221-7621

146

大衆食堂 安べゑ 甲府駅前店

甲府市 丸の内 1-8-15 土屋ビル1階

055-221-6677

147

Cafe NanoPan DiningBar

甲府市 丸の内２丁目3-10 2F

055-267-7597

148

ハミル

甲府市 高畑2-2-10

055-226-2225

149

串丸二丁目の角

甲府市 丸の内2-19-5

090-9688-4645

150

喫茶 蘭風

甲府市 中央2丁目4番2号 八光地産ビル3階 055-232-5943

151

是色

甲府市 丸の内2-30-5 甲府電化ビル1F

055-288-1597

152

美菜屋にこまち

甲府市 上石田4-8-28 ゆうきタウン103

055-223-0710

153

帰ってきたバカ息子

甲府市 富竹1-2-24

055-227-1237

154

居酒屋ますかっと

甲府市 桜井町314

055-232-9900

155

CONA 甲府店

甲府市 丸の内2-1-1 開柳堂土屋ビル1F

055-288-8357

156

甲州居酒屋 佐藤さん家

甲府市 丸の内2-3-8 小林ビル2階

055-225-3438

富士吉田市
157

十駕

富士吉田市 上吉田東7-10-20

0555-22-0150

158

食処 やすだ

富士吉田市 富士見1-7-15

0555-22-0727

159

囲（KAKOMI）

富士吉田市 上吉田4197-1

0555-22-6681

160

もてなしや三ツ星富士吉田店

富士吉田市 新西原4-11-9

0555-72-8825

161

釜山亭 韓国料理

富士吉田市 下吉田5-13-4

0555-24-3833

162

串坊主

富士吉田市 新屋 1-1-13

0555-24-8977

163

ほーめい

富士吉田市 新西原5-3-12

0555-24-1139

164

ビール居酒屋 3Piece

富士吉田市 下吉田3-12-72

0555-73-8862

165

やきとり信ちゃん

富士吉田市 向原1-5-5

090-4028-6462

166

酒楽食彩 さなだ

富士吉田市 富士見4-6-57

0555-24-2288

167

小料理 いなほ

富士吉田市 松山1964-285

0555-24-0912

168

IRIFUNE3265

富士吉田市 中曽根2-7-12

0555-24-3265

169

居酒屋 おおとり

富士吉田市 新西原3-14-2

0555-22-1954

170

鉄板焼 湯座

富士吉田市 緑ヶ丘2-5-3

0555-22-8839

171

居酒屋 男爵

富士吉田市 上吉田5539

0555-22-1005

172

もつ鍋 燦久

富士吉田市 上吉田東4-15-24

0555-24-3955

173

やきとり戦国

富士吉田市 松山1-1-13

0555-22-7315

174

喜春

富士吉田市 新西原2-20-1

0555-24-3009

175

まるごと北海道

富士吉田市 中曽根2-4-30

090-5201-3677

176

居酒屋 釣きち

富士吉田市 緑ヶ丘1-1-13

0555-23-7966

177

魚民 富士山駅前店

富士吉田市 上吉田2-5-1 富士吉田富士急ターミナルビル Q-STA1階

0555-23-8588

178

かば屋 富士山駅前店

富士吉田市 上吉田2-5-1Q-STA 地下1階 0555-22-8488

179

六六

富士吉田市 竜ケ丘2-4-35

0555-22-6969

180

かこい屋

富士吉田市 上吉田東1-14-32

0555-73-8855

181

KAMEYAMA

富士吉田市 松山4-8-27

0555-24-3320

182

居酒屋 DINING 奨

富士吉田市 下吉田1-22-29

080-5032-0830

183

笹梅

富士吉田市 下吉田3-15-27

0555-22-1424

184

魁

富士吉田市 上吉田2-20-1

0555-24-0223

185

ほうとう あまの

富士吉田市 新西原4丁目11-8

0555-75-1078

186

ひろせ

富士吉田市 新西原2-25-1

0555-23-6672

187

茜邑

富士吉田市 下吉田2-31-22

0555-23-8119

188

飛来夢

富士吉田市 下吉田3-21-35

0555-22-1540

189

鹿邦

富士吉田市 小明見1-9-15

0555-22-8191

190

居酒屋 みちのく

富士吉田市 下吉田5-20-6

0555-23-2917

191

居酒屋 源氏

富士吉田市 富士見2-6-29

0555-23-1921

192

焼き鳥みぃちゃん

富士吉田市 下吉田3丁目12-77

055-524-5829

193

炭火焼居酒屋yama

富士吉田市 上吉田2-2-7 ミマツテナントC棟 0555-25-7110

194

やきとり 春一番

富士吉田市 下吉田5-35-9

0555-22-3850

195

真夜中の春一番

富士吉田市 下吉田3丁目15-15

080-7733-9362

196

やきとり 彩蓮

富士吉田市 竜ヶ丘1-13-8

0555-25-6269

197

食吞 ほしゃ

富士吉田市 下吉田5-12-20

0555-25-6196

198

やきとん ごん

富士吉田市 上吉田1-1-5

070-1526-4285

199

明日への語らい処 囲炉裏

富士吉田市 下吉田2-13-1

0555-75-2289

200

有限会社 晩勺

富士吉田市 下吉田3-10-6

0555-23-8855

201

焼鳥 つくつくぼうし

富士吉田市 緑ヶ丘1-1-13

090-3540-5921

202

飲み処 せせらぎ

富士吉田市 旭1-12-40

0555-23-3133

203

じゃら

富士吉田市 中曽根２－４－３０

0555-73-9361

204

炭火串焼き にじ

富士吉田市 下吉田3-16-5

090-6929-2918

205

やきとり かじはら

富士吉田市 緑ヶ丘2-5-4

0555-22-7714

206

はなの舞 富士吉田店

富士吉田市 上吉田4261

0555-24-4441

207

〇酉

富士吉田市 下吉田5-27-7

0555-24-6972

208

大衆割烹 瀬戸内

富士吉田市 松山5-12-33

0555-23-8474

209

串焼 GuGu

富士吉田市 下吉田3丁目21-39

0555-72-9777

210

有限会社 酉の坊

富士吉田市 下吉田8-10-30

0555-24-9411

211

炭火やきとり 恵

富士吉田市 下吉田3-16-22

0555-24-5523

212

創菜酒房 しゅう

富士吉田市 上暮地5-11-26

0555-23-5553

213

つきうさぎ

富士吉田市 富士見1-5-15

0555-22-0688

214

暖輪

富士吉田市 上吉田東2丁目2-65

0555-24-5002

215

ぐい吞み処 心響

富士吉田市 下吉田4-1-41

080-1040-5165

216

ろばた焼 甲斐

富士吉田市 中曽根2-9-16

0555-23-4330

都留市
217

串焼 びー吉

都留市 つる1-5-11

0554-43-9259

218

うまいもん酒場 あやの 都留店

都留市 田原3-2-26

0554-45-6269

219

味酒房 伊万里

都留市 上谷3-3-9

0554-45-4576

220

吞喰処 松葉

都留市 上谷5-8-8

080-9279-4224

221

やきとり くろべえ

都留市 田野倉1205-3

0554-43-0296

222

風来坊

都留市 田原1-3-5

0554-43-4070

223

酒処 厨

都留市 田原2-14-12 ハイム石井2 1F

0554-45-8301

224

居酒屋 だるま

都留市 桂町3886-1

0554-43-2279

225

三ツ星マート都留文科大学前店

都留市 田原3-1-22

0554-56-8604

226

居酒屋どんぐり

都留市 上谷5-8-7

0554-43-5377

227

らくしょう

都留市 田原2-12-24

0554-45-1777

228

居酒屋 いわむら

都留市 つる1-5-16

0554-43-4434

229

ダイニング 月の庭

都留市 上谷5丁目8-2

0554-45-8606

山梨市
230

フレンチ居酒屋 四季のあそびBa

山梨市 小原西966-2

0553-23-4166

231

さんちゃん

山梨市 万力86-1

0553-23-4188

232

ダイニング膳

山梨市 上神内川1224-1

0553-23-6013

233

お食事処 歩成 本店

山梨市 上神内川1234

0553-23-0253

234

バー ラクアン

山梨市 落合409-1

090-4005-4455

235

居酒屋 花咲かじい

山梨市 上神内川1336

0553-23-3008

236

居酒屋 拓

山梨市 小原西974-1

0553-22-7651

大月市
237

メキシコ風居酒屋 toｰmo。

大月市 御太刀1-2-23

0554-23-2950

238

仙台屋

大月市 猿橋町猿橋543

0554-22-3409

239

居酒屋 奴

大月市 御太刀2-8-2

0554-23-0033

240

魚民 大月駅前店

大月市 大月1-3-15 桂川舘 1階2階

0554-23-3688

241

居酒屋 大勝

大月市 初狩町下初狩381

0554-56-8168

242

縁 ｅｎｉｓｈｉ

大月市 大月1-11-19

0554-23-1603

243

庄や 大月店

大月市 大月1-3-3

0554-22-4081

韮崎市
244

居酒屋さんばん

韮崎市 富士見1-6-26

0551-23-1323

245

隠れ酒場 異彩

韮崎市 藤井町駒井2780-1

0551-30-9007

246

わら焼き熊鰹 韮崎店

韮崎市 中央町1-11

0551-45-8230

247

沖縄酒場 じゃや

韮崎市 中央町1-11

070-4482-0631

248

魚民 韮崎駅前店

韮崎市 若宮2-1-5 ライフガーデンにらさき1F 0551-22-6288

249

しん幸

韮崎市 大草町上条東割809-1

0551-22-8699

250

味処 みの田

韮崎市 富士見2-9-8

0551-22-8199

251

コワン

韮崎市 中央町1-11 アメリカ横丁 ア棟

080-2372-7375

252

肴や くうかい

韮崎市 神山町鍋山343-8

0551-23-6161

253

大衆酒場 けろすけ 韮崎店

韮崎市 富士見1-5-5 韮崎エステートビル2F 0551-45-8885

254

Cu-suke 韮崎店

韮崎市 富士見1-5-5 韮崎エステートビル2F 0551-22-5974

255

呑み喰い処 じん屋

韮崎市 中田町小田川1380

0551-25-1122

256

焼鳥 たはら

韮崎市 本町2丁目10-28

0551-22-8088

南アルプス市
257

和食わかくさ

南アルプス市 藤田620

055-282-8155

258

五鉄

南アルプス市 飯野3463-4

055-298-6075

259

居酒屋 縁 えにし

南アルプス市 上八田224-1

055-285-7558

260

味処 なんごや

南アルプス市 桃園358

055-283-2081

261

和ダイニング かつね

南アルプス市 下今井348-2

055-282-8373

262

食彩酒楽 はな・な

南アルプス市 清水157-2

055-288-0355

263

食酒愛会 貴城

南アルプス市 十日市場1833-1 タウンホールモチヅキ1階3号

090-6503-5005

264

バガボンド白根

南アルプス市 六科1439

055-269-9446

265

炭火串焼 海鮮屋 楽

南アルプス市 西南湖1225-2

055-284-6688

266

居酒屋 一夢亭

南アルプス市 小笠原16

055-282-0150

267

居酒屋 さくら

南アルプス市 小笠原438-1

090-7733-4841

268

大衆酒場 カドギン

南アルプス市 浅原197 栄光第一ビル105

055-284-8001

269

酒蔵 丸さん

南アルプス市 小笠原407-11

055-284-2523

270

かどや 次男坊

南アルプス市 飯野3605-1

055-283-6066

271

たべもの市場とくがわ

南アルプス市 下今井388-12

055-284-0283

272

串と酒とうまいめし かつきん

南アルプス市 荊沢852-3

055-284-1929

273

飲処 はとや

南アルプス市 百々1681-32

055-285-7758

274

村さ来 白根店

南アルプス市 上今諏訪４３７ クボタビル２階 055-284-4641

275

割烹 いろり

南アルプス市 飯野1759-4

055-284-2714

276

福わ家

南アルプス市 小笠原510-1

055-280-2323

277

吉田屋 平助

南アルプス市 飯野2491-1

055-282-7372

北杜市
278

杏’S（あんず）

北杜市 明野町上手2093

0551-25-2323

279

呑み処あるじ

北杜市 小淵沢町8127-2

0551-36-3800

280

魚 ZENZOW

北杜市 大泉町西井出8240-6989

0551-38-2212

281

居酒屋 飛天

北杜市 須玉町若神子3957-7

0551-20-6113

282

さの屋

北杜市 高根町箕輪1144

0551-47-4181

283

Royal Hotel 八ヶ岳 「風林火山」

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

284

炭火処 心粋

北杜市 大泉町西井出8240-7540

0551-37-6128

甲斐市
285

べっぴん

甲斐市 中下条50-5 赤澤ビル1-2

055-270-0864

286

串焼処 串亭 福よし

甲斐市 篠原3231-3

055-276-7788

287

居酒家 たーち

甲斐市 西八幡3707-2

055-242-6955

288

古民家ダイニング 沙和菜

甲斐市 西八幡4069-1

055-276-1670

289

手作り料理 旨い酒 清りゅう

甲斐市 玉川476-3

055-279-0117

290

とりあえず吾平 甲府竜王店

甲斐市 富竹新田1185

055-230-6736

291

焼き鳥とんちゃん

甲斐市 西八幡1843-1

055-279-3037

292

ままごとや

甲斐市 長塚77-1

055-277-8141

293

酒処 肴

甲斐市 竜王新町1272-2

055-279-2633

294

酒場 わだち

甲斐市 長塚164-1 マルマンビル102

055-244-2654

295

やきとりの扇屋 山梨敷島店

甲斐市 中下条1605-1

055-267-2515

296

海鮮酒房さけくら

甲斐市 西八幡1828-13

055-279-1999

297

居酒屋 瓢箪

甲斐市 下今井173

0551-28-6848

298

まったりDining Cu-suke 敷島店

甲斐市 長塚164-1 マルマンビル202

055-277-1322

笛吹市
299

食彩酒房 月のうさぎ

笛吹市 石和町駅前7-4

055-262-3730

300

旬彩酒房 みつむら

笛吹市 石和町八田1-2

055-262-5333

301

酒処 呑

笛吹市 春日居町小松855-348

0553-26-2006

302

海鮮酒場 鹿鳴館

笛吹市 石和町市部822 華やぎの章 慶山1F 080-7659-6969

303

炭火串焼 花いち

笛吹市 石和町唐柏135-2

304

のみくいものや 寅

笛吹市 石和町下平井58-1 本澤店舗2号 055-206-0676

305

お食事処 まさる

笛吹市 石和町唐柏206-4

055-263-5338

306

定食酒場 にばんや

笛吹市 石和町川中島1607-201

055-263-6575

307

呑喰処 花翠蓮

笛吹市 石和町川中島1607-81

055-263-0013

308

居酒屋 味祭

笛吹市 一宮町本都塚204-1

0553-39-9775

309

さらしな

笛吹市 石和町市部789-67

055-262-6676

310

やきとり かごめ

笛吹市 石和町四日市場1613

055-263-3905

311

居酒屋 ちーふ

笛吹市 御坂町成田1370

055-262-8158

312

Isa和バル

笛吹市 石和町四日市場1751

055-288-8575

313

田舎料理 古今亭

笛吹市 石和町川中島78-1

055-262-2627

314

魚民 石和店

笛吹市 石和町四日市場1655 1階

055-262-4388

055-262-0871

315

居酒屋 勝っちゃん

笛吹市 御坂町栗合157-11

055-263-3958

316

居酒屋 みなみ

笛吹市 八代町南378-7

055-265-4964

317

居酒屋 庵～いおり～

笛吹市 石和町四日市場1728-1

055-262-8235

318

石和健康ランド 居酒屋 河童

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

319

Bar de Ojar

笛吹市 一宮町金田1152

0553-47-4708

320

尽屋

笛吹市 御坂町井之上1432

055-225-6288

321

庄や 石和駅前店

笛吹市 石和町駅前3-2 ニューバリー館2階 055-261-7408

322

炭火焼き鳥 DARUMA

笛吹市 一宮町竹原田1824-6

0553-47-4194

323

居酒屋 お多福

笛吹市 石和町四日市場1731-1

055-262-3786

324

居酒屋 政

笛吹市 石和町川中島92-2

055-262-5074

325

居酒屋 仙吉

笛吹市 石和町四日市場569-1

055-262-8919

326

酒処 しゃれ

笛吹市 御坂町成田1403-2

055-242-6822

327

Casual Dinig 美彩

笛吹市 石和町川中島438-1

090-3241-4870

328

居酒屋 いちさんはち

笛吹市 一宮町国分1096-2

0553-47-3138

329

味市場 「一心」

笛吹市 石和町川中島91-1

055-262-8115

330

居酒屋 和楽

笛吹市 石和町松本917-2 磯ビル

080-3699-7666

331

カラオケBOX 居酒屋 潤

笛吹市 石和町川中島57-1

055-287-6432

332

居酒屋 えきまえ

笛吹市 石和町駅前13-1

055-262-3898

333

食いもの処 欅

笛吹市 御坂町下野原1172

055-263-5514

334

居酒屋 扇

笛吹市 石和町四日市場1810

090-4953-5886

335

居酒屋 白川

笛吹市 石和町川中島481-3

055-263-1336

上野原市
336

あうん

上野原市 上野原1700 杉本ビル1F

090-8504-5045

337

魚道

上野原市 上野原668

0554-63-0612

338

izakaya いっちょ

上野原市 上野原1769-1

0554-63-2960

339

酒食屋 しゃるまん

上野原市 上野原2076

0554-62-5981

340

ひょうたん

上野原市 上野原2091

0554-63-2604

甲州市
341

有限会社 しおかわ

甲州市 塩山上於曽26

0553-32-3824

342

居酒屋 いろは

甲州市 塩山上於曽60

0553-32-3678

343

食の房 うさぎ

甲州市 塩山下於曾1716-2

0553-33-2992

344

鉄板家 Act

甲州市 塩山西広門田389-1 エール・エイト1B 0553-39-9680

345

雅

甲州市 大和町初鹿野1715-3

0553-48-2019

346

ちょんまげ

甲州市 塩山下於曽1389-2

0553-20-6066

347

すずめ

甲州市 塩山上於曽１０１６－１

0553-33-9697

348

赤ちょうちん

甲州市 塩山上於曾1226

0553-33-4634

349

村屋

甲州市 塩山藤木89

090-4070-0783

350

茶々茶

甲州市 塩山上井尻1393-1

0553-33-7845

351

居酒屋 呑気

甲州市 塩山下於曽1382-1

080-5051-3830

352

居酒屋 まんま

甲州市 塩山赤尾613

0553-32-0211

353

酒処・定食 呑

甲州市 塩山上於曽322-1 内田店舗1F6

0553-39-9874

中央市
354

もつ屋どんちゃん 田富店

中央市 西花輪3544-1 レストタウン立川F

055-273-2388

355

酒彩 縁屋

中央市 布施2459

055-273-8882

356

味厨庵

中央市 成島1843-3

055-273-7787

357

おいで屋

中央市 西花輪2724-1

055-273-0118

358

食事処 ふじみ

中央市 井之口130-1

055-273-5837

359

飲み食い処 輪っしょい

中央市 若宮31-10 サンタウン102

055-225-4601

360

せりざわ

中央市 西花輪3486-1

055-273-5699

361

居酒屋 チャコ

中央市 布施2237-2

055-273-0857

362

鳥料理 網網

中央市 山之神3615-2

055-273-8181

西八代郡 市川三郷町
363

久保屋

市川三郷町 市川大門841

090-3140-3403

364

居酒屋 ことぶき

市川三郷町 市川大門1004

055-272-0116

365

一丁

市川三郷町 大塚4514-1

055-272-8400

南巨摩郡 身延町
366

いと克

身延町 上八木沢５２２

0556-62-2394

367

居酒屋 若大将

身延町 下田原2100-1

0556-42-4520

南巨摩郡 南部町
368

JO-JOE

南部町 南部6626-1

0556-64-8246

369

寿限無

南部町 南部9172-166

0556-64-3613

370

天狗

南部町 南部8454-4

0556-64-3041

南巨摩郡 富士川町
371

ひょっとこ

富士川町 大椚273-2

0556-22-5241

372

ダイニングバー ヴィヴィアン

富士川町 天神中條1094

0556-22-6390

373

食彩組合 阿屋

富士川町 天神中条1049-1

0556-22-7487

374

炭火焼鳥 とり長

富士川町 青柳町305-8

0556-20-1085

中巨摩郡 昭和町
375

月ノ和

昭和町 西条1998-3

055-242-9360

376

炭火焼 ダイニング華金

昭和町 西条875-1 L昭和銀座2F

055-244-7828

377

居酒屋 となり

昭和町 河西621-16

055-275-3877

378

季節料理 えん

昭和町 西条3804-1 S＆Eビル102

055-275-1530

379

串とも

昭和町 清水新居1541-2

055-233-9410

380

ヤキトンともちゃん

昭和町 西条５００５

055-268-1175

381

めらんべゑ

昭和町 西条5110 YKビル102

055-275-7800

382

居酒屋 こばちゃん

昭和町 清水新居59-1

055-227-6974

383

くいものやあん

昭和町 河西174-2

055-268-1599

384

Spicy Rocca

昭和町 清水新居239-1 ホサカタウン106

055-269-7043

385

おふくろの味 とんぼ

昭和町 西条874-1 昭和銀座PartⅡ 1-C 055-244-5220

386

酒場 あっち

昭和町 築地新居2243-2

055-234-5161

387

肉ビストロ KAGURA

昭和町 西条664-1

055-269-8236

388

じとっこ組合 甲府昭和店

昭和町 押越1114-1

055-269-9291

389

居酒屋 開

昭和町 西条705-2

055-275-2998

390

ゆう樹

昭和町 築地新居2224-3

055-275-3399

391

旬の食道 はる菜

昭和町 西条5040 花形ビル1F

055-268-0811

392

居酒屋 彩′ｓ

昭和町 清水新居1502 小尾ビル101

055-233-3122

393

のみくい処 さとや

昭和町 河西632-8 グリーン石川1-4

090-1880-7464

394

ぐらがら 甲府昭和店

昭和町 西条3971-1 YKビル1F

055-268-7535

395

居食だいにんぐ季楽

昭和町 西条2307-10

055-275-9177

396

vit

昭和町 河西621-1

055-275-4114

397

品定めのGINJI

昭和町 西条4311-1

055-225-6680

398

呑み食い処 へいへい！

昭和町 河西1631-4

055-269-9400

399

海鮮居酒屋 いそ勘

昭和町 西条830-2

055-268-0174

400

居酒屋 やみつき屋

昭和町 西条5261

055-268-1850

401

Cu-suke 昭和店

昭和町 西条5195 昭和タウン202

055-275-7700

402

たぎりの九すけ

昭和町 清水新居1502 OBIビル201

055-242-9220

403

Kitchen Tarooo's

昭和町 清水新居1502-103

080-8395-5961

404

居酒屋都

昭和町 上河東540-2

090-3699-9457

405

まんぷく屋 利

昭和町 西条5118

055-275-1444

406

居酒屋 海山

昭和町 清水新居1650

055-232-8952

407

赤坂小町（あかさかこまち）

昭和町 清水新居1603

055-223-3034

408

赤から 甲府昭和店

昭和町 清水新居191-1

055-236-3477

409

うまいもん屋 ふじまき

昭和町 飯喰1219

055-287-7227

410

時代屋

昭和町 紙漉阿原2621

055-268-1233

411

炭火串焼さくらんNEXT

昭和町 西条5050

055-242-7447

南都留郡 西桂町
412

酒BAR CORE

西桂町 小沼2365-1

080-8459-1224

南都留郡 忍野村
413

日本料理 八豊

忍野村 忍草1188-4

0555-84-3838

414

陣太鼓

忍野村 忍草1202-8

0555-84-2434

415

居酒屋 いろり

忍野村 忍草200-1

0555-84-3741

416

食事処 ゆう

忍野村 忍草1501-2

090-2457-7295

南都留郡 山中湖村
417

お食事処 幸房

山中湖村 平野326

0555-65-6562

418

遊食厨房 TomDog

山中湖村 平野570-28

0555-65-8500

419

居酒屋北海

山中湖村 山中226

0555-62-6389

南都留郡 富士河口湖町
420

海鮮料理 赤坂

富士河口湖町 船津4756-1

0555-73-2099

421

酒処 さつま

富士河口湖町 船津6873

0555-73-4277

422

侍SAMURAI

富士河口湖町 勝山4163-1

0555-73-9407

423

酒処 和ん

富士河口湖町 小立８００５－１２

0555-75-2534

424

村さ来 ハイランド店

富士河口湖町 船津6663-11

0555-23-6030

425

赤から 河口湖店

富士河口湖町 船津6854

0555-73-8629

426

居酒屋 都呂松

富士河口湖町 船津1650-3

0555-73-3916

427

山彦亭

富士河口湖町 小立3921-6

0555-72-4652

428

甲州炭火焼ダイニング 河口湖

富士河口湖町 船津6713-120

0555-75-1027

429

大衆酒場 よってけし

富士河口湖町 船津4224-4

0555-28-6258

430

恵比寿 夜ノ森 -河口湖-

富士河口湖町 船津1196-1

0555-72-9937

431

酉まさ

富士河口湖町 船津4642-1

0555-72-1675

432

お食事処 五郎八

富士河口湖町 船津996-21

0555-72-0568

433

鉄板焼 よりとも

富士河口湖町 船津996-21 ヨウザンサンプラザ5 050-1521-4454

434

エム アウトドアキッチン

富士河口湖町 小立４３１８－１ フォレストモール富士河口湖C-1

0555-75-1473

435

酒処 赤井

富士河口湖町 船津1322-7

0555-72-5259

436

Cooliya

富士河口湖町 船津3978-1

0555-72-2590

437

塩梅

富士河口湖町 小立3984-3

0555-72-3607

438

酔処 光亭

富士河口湖町 船津2196

0555-72-4421

439

酔けん

富士河口湖町 船津6819-1

0555-83-2615

440

居酒屋 桜坂

富士河口湖町 船津2985-6

0555-73-9236

441

おでんや なべちゃん

富士河口湖町 船津953-1

090-2632-4948

442

キャンバス

富士河口湖町 船津2547-4

0555-72-4181

443

居酒屋 みなみ

富士河口湖町 船津6825-3

0555-72-5056

