全店舗一覧

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
和食・寿司
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

花しるべ

甲府市 丸の内1-21-15 岡島百貨店 7F

055-231-0500

14

天ぷら処 卯月

甲府市 丸の内1-21-15 岡島百貨店 7F

055-231-0500

15

創作和食 とりすみ

甲府市 高畑1-23-9

055-228-6117

16

とりすみ 国母南店

甲府市 国母8-29-3

055-225-0080

17

串多津

甲府市 中央1丁目15-1

055-233-9444

18

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

19

ふぐの富久亭

甲府市 中央4丁目3-13

055-235-4584

20

すし処 いけや

甲府市 千塚2-4-24

055-252-0108

21

若鮨 本店

甲府市 国母8-3-11

055-235-4440

22

東京 鮨

甲府市 丸の内1-15-5

055-233-8038

23

割烹 くしだ

甲府市 丸の内3-29-21

055-226-5787

24

和の匠隠れ処 加賀

甲府市 貢川2-5-45 ダウンタウンA-1

055-222-8899

25

いちよし

甲府市 荒川二丁目6-13

055-254-1144

26

板に鯛

甲府市 中央1-7-17 大富士ビル1F

055-288-8481

27

若千鳥

甲府市 伊勢4丁目1-4

055-233-6629

28

有）夫婦寿司

甲府市 徳行2-2-39

055-226-7997

29

寿司処 ちひろ

甲府市 寿町1-4 イマムラビル1F

055-222-6969

30

こい季

甲府市 北口3-4-14

055-236-8748

31

鮨処 やすけ

甲府市 徳行2-5-3テラスショップC

055-232-3364

32

仙場Jr

甲府市 丸の内1-1-8 セレオ5F

055-224-3410

33

日本料理 早川

甲府市 中央5-7-21

055-235-0717

34

レストラン錦

甲府市 丸の内1-19-16

055-237-1331

35

活・粋 すし長

甲府市 国母7-4-27

055-228-0944

36

黒駒楼

甲府市 青沼1-3-13

055-233-2702

37

寿し源

甲府市 国玉町486-3

055-235-5789

38

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

39

魚そう 中道分店

甲府市 上曽根町2970-1

055-266-2203

40

甲府 天松

甲府市 飯田4-2-4

055-228-8277

41

和食 あかざわ

甲府市 宝2丁目19-4

055-269-6595

42

串揚げ 深澤亭

甲府市 湯村2-6-16

055-252-1800

43

お食事処 楽 甲府東店

甲府市 和戸町1002-4

055-242-8664

44

かつ華 甲府店

甲府市 国母1-17-16

055-226-2987

45

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

46

和の食 鮨 やまむら

甲府市 緑ヶ丘1-15-10

055-252-2866

47

有限会社 あけぼの

甲府市 住吉5-11-2

055-241-3895

48

魚菜料理処 みな実

甲府市 下曽根町363-1

055-266-5678

49

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

50

割烹 司

甲府市 中央2-13-9

055-233-3131

51

うなぎの竜由

甲府市 徳行2丁目1-3

055-222-0141

52

栄すし

甲府市 中央1-15-9

055-222-5900

53

割烹みな金

甲府市 宝１－１ ０－２

055-224-5325

54

魚政寿司

甲府市 千塚4-3-33

055-252-9761

55

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

56

かっぱ寿司甲府向町店

甲府市 向町298-1

055-228-6868

57

さわ淵

甲府市 相生2丁目6-19

055-232-7926

58

すし処 魚保

甲府市 太田町20-6

055-235-7009

59

若荒井 富士見店

甲府市 富士見1-3-30

055-251-7272

60

福寿司

甲府市 中央 1-16 FL 甲府ビル 1F

055-237-2954

61

すし・うまいもの処 伊津美

甲府市 飯田4-1-4

055-226-6545

62

つつじヶ崎温泉

甲府市 岩窪町415

055-252-7896

63

千成 寿司

甲府市 中央1丁目5-14

055-233-7254

64

日本料理 松葉亭

甲府市 徳行3-3-1

055-233-8825

65

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

66

寿司割烹 桂

甲府市 川田町906-8

055-228-5115

67

武蔵屋本店

甲府市 相生2-16-3

055-233-4041

68

鮨処 花桜

甲府市 中央2-9-13

055-233-5750

69

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

70

魚そう 北口分店

甲府市 朝日1-7-13

055-252-3566

71

和心 かみや

甲府市 中央1-1-4

055-215-2163

72

㐂久寿司

甲府市 住吉1-14-13

055-235-1100

73

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

74

夢庵 甲府住吉

甲府市 住吉5丁目1-2

055-237-8148

75

弥助鮨

甲府市 太田町30-15

055-237-3251

76

(有)銀座 江戸家

甲府市 中央1-13-8

055-233-5917

77

甲州郷土料理 わらじ

甲府市 猪狩町393

055-287-2080

78

吞み食い処 吟

甲府市 寿町27-6

055-225-1819

79

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

80

旬の味もちづき

甲府市 徳行1-17-11

055-226-8722

81

魚そう西分店

甲府市 富竹3丁目5-56

055-226-4727

82

魚そう本店

甲府市 中央四丁目10-5

055-235-4328

83

彩量庵 たん澤

甲府市 国母8-12-18

055-225-2400

84

甲府記念日ホテル 雲居

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

85

大衆割烹 石川

甲府市 城東2丁目4-7

055-232-3911

86

おかえりなさい ほうづき

甲府市 大里町2137

055-244-1660

87

柊

甲府市 丸の内2-16-19

055-269-9216

88

海山

甲府市 後屋町552-1

055-243-6539

89

四季の味 茂花

甲府市 中央4-5-10

055-269-8781

90

川田奥藤第二分店

甲府市 川田町484

055-232-5365

91

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

92

割烹 満月

甲府市 中央1-17-6

055-235-2354

93

豊 鮨

甲府市 善光寺1-12-7

055-233-1216

94

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

95

割烹 あめみや

甲府市 富竹1-7-1

055-224-5168

96

しん

甲府市 山宮町680

055-252-6570

97

板前寿司甲府店

甲府市 丸の内1-15-6 地球堂ビル

055-230-1501

98

焼鳥 enta

甲府市 北口2-3-6 内田店舗1F

055-255-8600

99

加賀 本店

甲府市 大里町2154-117

055-241-6977

100 吟なべ

甲府市 上石田3丁目16-2

055-225-2028

101 北新 菊鮨

甲府市 北新2-10-22

055-252-3368

102 りょうり屋 恩の時

甲府市 丸の内1-8-9

055-269-8487

103 暖家 本店 たいら

甲府市 朝気1丁目5-7

055-244-5407

104 鮨 正

甲府市 善光寺二丁目4-16

055-237-4046

105 郷土料理 奈良田本店

甲府市 国母4丁目22-12

055-226-0911

106 郷土料理 富がく

甲府市 大里町5233

055-242-0617

107 天ぷら 一晴

甲府市 中央1-5-13 蘆澤ビル1F

055-268-3345

108 新大黒寿司店

甲府市 朝日5-6-18

055-252-7467

109 鮨処 一新

甲府市 小瀬町68-3

055-241-0044

110 千辰寿し

甲府市 中央2-10-24

055-237-9971

111 あくつ

甲府市 丸の内1-14-19 日原ビル2階

055-236-6677

112 美酒佳肴 吏菜

甲府市 上石田4丁目11-9

055-237-6105

113 寛酔

甲府市 丸の内1-7-5

080-4938-6456

114 ほうとう金峰

甲府市 徳行1-13-18

055-226-5493

115 魚そう 美咲分店

甲府市 美咲2-10-21

055-252-8672

116 浜屋

甲府市 朝日1-5-4-1

090-8504-4768

117 旬

甲府市 西田町5-47

055-253-3371

118 株式会社はま寿司 甲府荒川店

甲府市 荒川1-7-11

055-255-1717

119 青柳

甲府市 飯田5-17-32

055-224-4071

120 福寿し

甲府市 朝日5-11-11

055-253-2851

洋食
121 ステーキ宮 甲府店

甲府市 住吉本町1215-1

055-237-5831

122 NODO 二川伊料理店

甲府市 大津町1364

055-269-7736

123 レストラン パレット

甲府市 丸の内2丁目38-11

055-222-9890

124 レストランバー アルフィー

甲府市 中央4-3-19

055-233-0300

125 レストラン サウサリート

甲府市 朝気2丁目4-15 レフォルム青沼通り 1F

055-232-6900

126 レストラン ベルマリン

甲府市 向町179-3

055-237-0232

127 THE RINK

甲府市 中央1丁目6-2 不動ビルF1-E

055-267-9633

128 STEAK HOUSE WATAYOSHI

甲府市 下石田2-17-22

055-267-5522

129 レストラン ボルドー

甲府市 桜井町47

055-233-4427

130 ナチュラルグレース

甲府市 上石田2-25-1

055-228-0625

131 洋風レストラン・バー Lucca

甲府市 相生2丁目3-17 いずぎビル2F

055-233-2822

132 ナポリタンとカレーは飲み物。

甲府市 徳行2-8-15 ウェルネスゾーンA2

055-222-3955

133 ITASHI

甲府市 荒川1-8-18 豊栄ビル103

055-287-7677

134 ベンジャロン

甲府市 中央1丁目7-15

055-235-1122

135 ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ ｋｏｅｎ

甲府市 中央2丁目12-9 高善ビル1F

055-244-5511

136 甲府記念日ホテル けやき

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

137 甲府記念日ホテル ウィステリア

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

138 カレーハウス じゃがいも 大里店

甲府市 堀之内町930番地

055-241-1400

139 コットンクラブ

甲府市 中央4-3-20

055-233-0008

140 弥生町 洋食こじま

甲府市 北口1-2-14 甲府北口プラザビル地下1階

055-242-9119

141 CORAGGIO MARKET

甲府市 大里町4411-2

055-225-5665

142 イタリア料亭伊和桜

甲府市 北口１丁目６－２１

070-4519-3719

143 Kitchen’ｓ Bar Ku

甲府市 高畑2-15-17 大道ハイツ

055-227-7398

144 ペントハウス甲州

甲府市 湯村2-5-21 常磐ホテル

055-254-3111

中華料理
145 中華料理 蓮

甲府市 相生1-14-7

055-236-8780

146 中華料理 順和

甲府市 国母八丁目28-14

055-225-4858

147 中華料理 万福楼

甲府市 武田3-7-7

055-253-8578

148 香港飯店

甲府市 朝気1-3-23

055-237-0997

149 中国料理 福禄寿

甲府市 丸の内1-21-15 岡島百貨店 7階

055-231-0500

150 中華レストラン さんぷく

甲府市 中央1丁目4-9

055-232-3946

151 孫家荘

甲府市 中央1-9-1

055-268-3009

152 中華料理 真華

甲府市 富士見一丁目3-34

055-252-9921

153 中国料理 天星苑

甲府市 貢川1-6-25

055-228-8922

154 中華レストラン 蘭園

甲府市 中央1-7-15

055-235-1122

155 自慢屋

甲府市 丸の内1-7-7

090-8639-3496

156 台湾夜市 小吃店

甲府市 朝日5丁目13-26

055-267-6725

157 中華飯店 ジャン

甲府市 徳行1丁目2-23

055-228-0613

158 台湾料理 聚福龍

甲府市 千塚1-2-9

080-4915-1785

159 中華

甲府市 中央1-12-5 五光ビル1F

070-4491-1508

160 中華ごはん かんざし

甲府市 上石田1-8-1

055-288-0288

161 天華

甲府市 相生2丁目16-2

055-233-4803

162 台湾料理 昇龍

甲府市 川田町502-1

055-227-0189

163 中華料理 華中華

甲府市 丸の内2丁目19-4

055-288-9922

164 台湾料理 吉祥（甲府店）

甲府市 下石田2丁目20-21

080-6979-0389

165 バーミヤン 甲府下飯田

甲府市 下飯田3丁目8-9

055-221-8657

166 バーミヤン 甲府住吉

甲府市 住吉4丁目24-7

055-220-6134

167 だいこく飯店

甲府市 上町2215

055-241-6565

168 甲府記念日ホテル 桃華楼

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

169 中国酒家 川久保

甲府市 丸の内2-3-8 1F

055-209-2402

170 中華料理 華宴 （下飯田）

甲府市 下飯田1-4-37

055-222-9665

171 中国料理 四川亭

甲府市 大里町4162-9

055-243-8758

172 中国家庭料理 桃 住吉店

甲府市 住吉5-1-21

055-235-4330

173 中華Ｄｉｎｉｎｇ桃李

甲府市 東下条町63-1

055-287-6027

174 中華飯店 味吉

甲府市 富竹3丁目5-44

055-222-6715

175 華風

甲府市 小瀬町1326-8

055-241-6695

176 桂林

甲府市 丸の内2-25-12

055-226-6323

177 頂香

甲府市 下飯田2丁目2-1 ラ・モールTKS

055-237-7871

178 餃子の王将 甲府国母店

甲府市 国母7-10-23

055-226-8870

179 海中宝 四川料理

甲府市 酒折1-2-13

055-236-8692

ラーメン・餃子
180 麺屋 甲武信

甲府市 丸の内 1-16-1

055-227-5017

181 海賊ラーメン日吉

甲府市 荒川１－１１－１３

055-254-3644

182 ラーメン蘇州 アルプス通り店

甲府市 徳行3-4-17

055-222-2060

183 六角亭

甲府市 中央4-3-16

055-233-0077

184 麺彩

甲府市 中央1-9-5

055-206-0188

185 無垢ーmukuーツヴァイテ

甲府市 貢川本町18-20 素美江ビル1階

055-267-8693

186 天下一品 甲府向町店

甲府市 向町719

055-244-7107

187 らぁめん膳次郎甲府南西店

甲府市 下石田2-22-2

055-228-0976

188 ちりめん亭 甲府丸の内店

甲府市 丸の内1丁目17番4号

055-237-4551

189 株式会社蓬来軒

甲府市 中央4丁目12-28

055-233-2458

190 ラーメン専科 国玉店

甲府市 国玉町887-5

055-227-8901

191 ながたラーメン

甲府市 行徳3-14-21

055-235-3070

192 らーめん きずな

甲府市 大里町2331-3

070-4367-3841

193 株式会社 緑が丘レストハウス

甲府市 緑が丘2丁目7の7

055-253-5742

194 麺や コリキ

甲府市 朝気1-9-6

080-5024-4507

195 中華そば 徳栄軒

甲府市 丸の内1-1-25 甲州夢小路2F F203

055-298-6543

196 善屋

甲府市 善光寺2-3-12

055-226-6230

197 らーめん次郎冠者

甲府市 上阿原町312-6

055-237-2626

198 ラーメンガキ大将 大里店

甲府市 大里町4524

055-243-5828

199 ラーメン青葉

甲府市 丸の内1-1-8甲府駅ビル５F

055-222-0650

200 来来亭 国母店

甲府市 国母7-10-25

055-235-5679

201 香港亭

甲府市 城東3-8-18

055-233-4366

202 えびそば金行 山梨学院大学前店

甲府市 和戸町616-3

050-6870-1658

203 雷 家

甲府市 酒折1-8-1

090-3108-5096

204 つけそば 一福・澪

甲府市 朝気2-1-23

055-244-6505

205 中華そば 三角屋 暖

甲府市 城東4-13-31

055-237-8850

206 中華そば あんどう亭

甲府市 千塚2-1-9

055-254-2541

207 食事処 幸楽 本店

甲府市 後屋町668-2

055-241-2164

208 食事処 幸楽 大里店

甲府市 大里町2373-1

055-243-0041

209 丸源ラーメン甲府平和通り店

甲府市 伊勢2-3-5

055-226-1777

210 らぁめん屋

甲府市 湯村2-6-16

080-6686-8620

211 龍巻軒

甲府市 塩部3-13-1

055-251-4063

212 Chaina めし La-麺食堂

甲府市 高畑2-19-6 クレインビル1F

055-244-2752

213 がんちゃ

甲府市 上今井町191-1

055-243-0736

214 くるまやラーメン上阿原店

甲府市 上阿原419

055-224-2605

215 くるまやラーメン甲府住吉店

甲府市 住吉5-1-6

055-227-8680

216 巻

甲府市 下石田2丁目16-24

055-270-0704

217 鶏そばAkari

甲府市 丸の内2-3-7

055-268-2455

218 はまや

甲府市 上曽根町1851-1

080-5192-6277

219 マルトク 本店

甲府市 後屋町735-1

055-241-1718

220 ガキ大将ラーメン匠 雁坂みち店

甲府市 桜井町364-1

055-288-1159

221 つけ麺 一九九二

甲府市 丸の内2-29-5 たちばな屋ビル1F

055-269-5570

222 らーめん よこはち

甲府市 国母3-4-9

090-2917-9651

223 手打ち工房 凌駕

甲府市 国母5丁目6-5

055-226-1199

うどん・そば
224 旬菜そば かさふじ

甲府市 丸の内2-2-7

055-223-1203

225 奥藤 丸の内 第八分店

甲府市 丸の内二丁目22-10

055-222-4381

226 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

227 政もと

甲府市 大里町2432-3

055-243-8847

228 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

229 手打ちそば 奥村本店

甲府市 中央4-8-16

055-233-3340

230 甲州善光寺 君作そば店

甲府市 東光寺町1338

055-235-0519

231 冨貴

甲府市 丸の内3丁目28-11

055-228-7382

232 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

233 そば蔵

甲府市 上阿原478-1

055-237-7610

234 生そば処らくすい

甲府市 湯村１丁目11-5

055-252-3308

235 昇仙峡 橋本屋

甲府市 猪狩町1338

055-287-2103

236 そば処 神丼

甲府市 千塚3-3-37

055-251-1110

237 手打ち蕎麦 わかお

甲府市 中央1-18-4

055-209-2486

238 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

239 そば うどん桂

甲府市 中央1丁目13番9号

070-3884-9346

240 手打ちうどん せんしゅう

甲府市 高畑2-3-3

090-3245-2757

241 天久

甲府市 上阿原町768-5

055-242-8169

242 奥藤 第六分店

甲府市 住吉1-14-13

055-237-6116

243 そば・甘味処 みつや

甲府市 猪狩町３６７－１

055-287-2081

244 うどんせんや

甲府市 池田1-2-3

055-287-7435

245 奥藤 飯田分店

甲府市 飯田4-8-26

055-222-0460

246 そば処 そば長

甲府市 下曽根町2021

055-266-6618

247 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

248 麺は組

甲府市 丸の内1-9-8 仁成堂ビル1F

055-228-8355

249 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

250 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

251 味の民芸 甲府上石田店

甲府市 上石田3-6-33

055-232-2064

252 奥藤本店 国母店

甲府市 国母7-5-12

055-222-0910

253 奥藤本店 甲府駅前店

甲府市 丸の内1-7-4

055-232-0910

254 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

255 生そば きり

甲府市 北口2-5-1

055-252-6002

256 更科 南西店

甲府市 国母1-23-5

055-228-6109

257 奥京 甲府駅前店

甲府市 丸の内2-15-7

055-228-8250

258 手打うどん なべ

甲府市 大里町2202-2

090-2218-1503

259 手打ちそば 円寿

甲府市 朝日2-19-16 朝日ハイツ

080-5887-4521

260 奥京 小瀬店

甲府市 上町380-4

055-288-0994

261 そば・うどん やまむら

甲府市 美咲2-9-7

055-252-6561

262 呑み処 そば 一休

甲府市 中央1-13-7 331ビル1F

055-227-0019

263 有限会社 坂本屋

甲府市 古関町1063

0555-88-2215

カフェ・スイーツ
264 メリクリ

甲府市 下鍛冶屋町958-5

055-243-0003

265 山梨県防災新館 オープンカフェ・まるごとやまなし館

甲府市 丸の内1-6-1防災新館1階

055-298-4081

266 cafe ROSSO

甲府市 貢川2-1-13

055-268-3631

267 キーコーヒー 甲府岡島店

甲府市 丸の内1-21-15 岡島百貨店 B1

055-231-0656

268 アントステラ 甲府岡島店

甲府市 丸の内1-21-15 岡島百貨店 ３階

055-231-0336

269 台湾茶房 ホワイトアレイ

甲府市 丸の内1-1-25 甲州夢小路K

055-244-6858

270 豆恋 甲府湯村店

甲府市 千塚1丁目9-17D区画

055-288-8611

271 豆恋 グリーンタウン甲府東店

甲府市 向町147-1のB2

055-270-0777

272 甲府ミュージアムハウス

甲府市 貢川2-1-17

055-236-9133

273 DOG GOODS ＆ CAFE NATURALLY

甲府市 徳行2丁目10-17 ウェルネスゾーン

055-244-3724

274 タリーズコーヒーセレオ甲府店

甲府市 丸の内1-1-8

055-230-1055

275 タリーズコーヒーセレオ甲府ANNEX店

甲府市 丸の内1-1-8 セレオ甲府4F

055-236-0020

276 ごはんカフェ 蔵

甲府市 上曽根町3946-1

055-242-6788

277 寺崎COFFEE

甲府市 丸の内1-20-22

055-233-5055

278 8cafe 国母店

甲府市 国母7-12-43

055-244-8818

279 仙人茶屋

甲府市 猪狩町1338

055-287-2055

280 なかむら屋

甲府市 千塚2-1-10

055-244-5868

281 Pied nu

甲府市 古府中町952-1

055-252-6690

282 図書カフェ by 白州・山の水農場

甲府市 北口2-8-1

080-3515-6561

283 café Riva

甲府市 古上条町154-1 K・space105

080-3362-2018

284 グリル＆オープンカフェ ゆんたく

甲府市 桜井町665-3

055-227-8883

285 かげろう珈琲

甲府市 下飯田1-4-8

055-209-0370

286 まいきゃっと甲府

甲府市 蓬沢町向畑710-1

055-287-9662

287 森カフェ

甲府市 猪狩町３６５－１

055-287-2081

288 六曜館珈琲店

甲府市 丸の内2-15-15

055-222-6404

289 鈴茶 タピオカ専門店（酒折店）

甲府市 酒折1-4-7

055-270-0486

290 茶房 どんぐり

甲府市 北口2-4-1

055-252-0983

291 ガレットcafe すきまのじかん

甲府市 丸の内1-14-14 オリオン共同ビル106

055-236-2414

292 わらしべｃａｆｅ

甲府市 西高橋町430-2

090-6308-6791

293 善光寺縁側カフェ 紅谷

甲府市 東光寺２丁目31-5

090-6376-6833

294 喫茶陣

甲府市 古府中町3624-3

055-252-5231

295 CAFE LA PAIX 甲府店

甲府市 徳行4-11-22

055-209-2286

296 今再珈琲店

甲府市 湯村3-2-44

090-4961-7552

297 ラリシェス（エルモイゾーラ）

甲府市 丸の内1-1-25 甲州夢小路J棟

055-225-6200

298 AKITO COFFEE

甲府市 武田1-1-13

055-254-3551

299 入兆青果

甲府市 丸の内1-1-25

055-288-1046

300 il cursore

甲府市 朝日2丁目17-12

055-209-2104

301 マテリア クレープ 山梨甲府店

甲府市 徳行2-5-3 ウエルゾーンテラスショップ

090-7004-8528

302 カフェ 杢糸

甲府市 中央2丁目5-27 サンパーラ中央1F南

055-288-9515

303 むさしの森珈琲 甲府伊勢

甲府市 伊勢1丁目2-12

055-220-1823

304 フルウント甲府

甲府市 中央1-1-7 1F

055-232-7789

305 ご縁結び カフェ あんずの実

甲府市 上町1484

055-209-0390

306 BRAND NEW DAY COFFEE 甲府イースト店

甲府市 国玉町174-1

055-298-4452

307 MofuMofu 卓球部

甲府市 中央1-20-23 中山店舗2階

090-8103-4965

308 Le chateau des chats

甲府市 横根町451-1 KNビル2F

055-225-3708

309 PORTLANDIA

甲府市 朝日5-6-11 サンハイツひぐち1F

055-215-4062

310 87cafe

甲府市 丸の内2-4-20

055-224-5431

311 甲府本館 カフェギャラリー

甲府市 青沼1-3-11

055-233-8800

ファストフード
312 マクドナルド国母店

甲府市 大里町5011

055-241-0657

313 マクドナルド甲府和戸店

甲府市 横根町465-2

055-230-1877

314 マクドナルド甲府アルプス通り店

甲府市 徳行1-9-1

055-235-6704

315 マクドナルド甲府朝気店

甲府市 朝気3-2-24

055-235-6761

316 マクドナルド中小河原店

甲府市 中小河原町584-1

055-241-7581

317 吉野家 甲府駅前店

甲府市 丸の内1-2-13 サンフラワービル1F

055-230-1556

318 吉野家甲府バイパス向町店

甲府市 向町503-11

055-230-1666

319 マクドナルド 甲府湯村店

甲府市 千塚3-2-44

055-240-0068

320 モスバーガー甲府和戸通り店

甲府市 和戸町554-2

055-227-0488

321 モスバーガー甲府駅前店

甲府市 丸の内1丁目1-8山梨交通ビル1F

055-235-0053

322 株式会社 ロッテリア セレオ甲府店

甲府市 丸の内一丁目1番8号セレオ甲府1Ｆ

055-287-9260

323 カレーハウスcoco壱番屋 甲府国母店

甲府市 国母2-3-15

055-236-3588

324 カレーハウスcoco壱番屋 甲府上阿原店

甲府市 上阿原404-01

055-221-3181

フレンチ・イタリアン
325 N.IssHin

甲府市 国母4-16-19

055-222-6491

326 イタリアンレストラン＆バーるびい

甲府市 高畑町2丁目8番12号

055-222-6226

327 レストラン＆パティスリー ボンマルシェ

甲府市 中央1丁目5-12

055-233-7877

328 炭焼 Bistro 炭香

甲府市 湯田２丁目5-21

055-288-8129

329 Lapin

甲府市 山宮町5014-12

055-251-3650

330 PIZZA BAR NAPOLI 甲府中央

甲府市 丸の内1-16-20

055-225-5375

331 市場ダイニング FUSEN

甲府市 国母6-4-2

055-209-0415

332 パスタレストラン ロゼッタ

甲府市 住吉3-29-13 ツインズK2 1-C

055-237-0223

333 レストランバー サイキ

甲府市 中央1-7-7

055-233-2672

334 ビストロ メゾン・ド・ルージュ

甲府市 丸の内1-14-10 内藤ビル1階B

055-268-3331

335 リストランテ バローロ

甲府市 北口2-3-5

055-252-0905

336 スパゲッティ モリヤ

甲府市 丸の内1-2-8 2F

055-222-1685

337 パスタ&ピザ パンケーキ ラパーチェ

甲府市 徳行2-8-15ウェルネスゾーンA-6

055-288-8887

338 ナチュラルフレンチ ゼン

甲府市 飯田3-10-25

070-4803-2015

339 サドヤ レストラン レアル・ドール

甲府市 北口3-3-24

055-288-8723

340 CAFE M

甲府市 横根町480-1

055-288-8656

341 トラットリア ジラソーレ

甲府市 相生2-8-1

055-232-3355

342 CAFE＆WINE TROLL

甲府市 中央1-5-6 1F

055-225-6520

343 スティル ドゥ ヤナギ

甲府市 住吉5-1-19

055-237-6676

344 レストラン イッセイ

甲府市 丸の内2-4-21 南口ビル2F

055-228-0981

345 ピッツェリア カンタ ナポリ

甲府市 上阿原町770-3

055-269-8581

346 レストラン クリザンテーム シゲトモ

甲府市 伊勢2-12-18

055-225-2300

347 キャセロール

甲府市 善光寺町2769

055-232-7992

348 ダイニングレストラン アジール

甲府市 北口3-9-8

055-255-1800

349 山梨レストラン メリメロ

甲府市 丸の内1-1-25 甲州夢小路D-201

055-298-6668

350 キーズカフェ 時夢創屋

甲府市 蓬沢1-23-8

055-221-1210

351 Azzurri

甲府市 大里町5275

055-243-0760

352 PocoSeRio ポコセリオ

甲府市 貢川本町12-20

0552-26-6607

353 レストラン・イチ

甲府市 上曽根町4011

055-266-5252

354 パスタ ポモドーロ

甲府市 国母1-17-27 ASTストリートビル2F

055-228-1994

355 アニバーサリーレストラン タリア

甲府市 川田町アリア206

050-3743-4963

356 Regalo

甲府市 上今井町681-11

055-231-5600

居酒屋
357 健食飲池田屋

甲府市 丸の内２ -７ -１２

090-3133-2166

358 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

359 夢酒 あきやま

甲府市 羽黒町933-2-1

055-254-5420

360 居酒屋 夢や

甲府市 朝気3-15-26

055-237-5822

361 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

362 居酒屋 今人

甲府市 上石田4-8-28 ゆうきタウン201

055-242-7116

363 夢味庵

甲府市 国母5-3-19

055-237-7567

364 手仕事や宙kuー

甲府市 大里3607-4

055-243-9051

365 旬彩酒楽 ぴえろ

甲府市 徳行4-15-36

055-222-2244

366 居酒屋 もちけん

甲府市 徳行4-1-29

055-225-2777

367 まねこ屋

甲府市 中央1丁目20-3 ニュー銀座街

080-8033-9723

368 やきとりの名門 秋吉 甲府店

甲府市 丸の内1-19-13

055-226-9218

369 職人料理 馳走亭

甲府市 宮原町1316

055-288-0567

370 七賢酒蔵

甲府市 丸の内２丁目1-5 新橋ビル1F

055-222-7722

371 魚屋 ちから

甲府市 中央1-6-8 完幸ビル1F

050-3184-3966

372 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

373 オサカナバル PANDA

甲府市 中央1-7-7 Be-BLD.1F

050-3505-1685

374 鉄板焼き 中ざわ

甲府市 丸の内二丁目1-1 開柳堂土屋ビル B1F

055-209-2595

375 酒処 黒富士

甲府市 蓬沢町1147-2

090-8812-9622

376 甲州煮こみ屋

甲府市 丸の内2-4-7 丸二ビル1F

055-235-7663

377 ふぐ海鮮 さんせん

甲府市 中央1丁目1-11

055-223-1236

378 海の幸 こうたろう

甲府市 上石田3-9-1

055-223-9080

379 筑前屋湯村店

甲府市 千塚1丁目9-11

055-244-5505

380 居酒屋 肉祭り

甲府市 徳行1-7-2 望月ビル B102

055-222-9626

381 肴処 なとり

甲府市 中央1-20-13 FL5ビル102

055-287-7543

382 居酒屋 純平

甲府市 増坪町698-4

055-241-7962

383 富士見食堂 Diago

甲府市 塩部4-1-19

055-268-2132

384 Poni&CoCo

甲府市 塩部4-1-19

055-267-6083

385 四季乃味彩

甲府市 中央1-1-21

055-227-1800

386 大衆酒場 熊鰹

甲府市 中央1-1-11

055-249-8388

387 わら焼き熊鰹 甲府本店

甲府市 丸の内2-16-11

055-287-7458

388 BearBonito

甲府市 丸の内3-20-9 和光ビル2F

055-222-8739

389 炉端ウラハラ

甲府市 上石田4-1-20

055-209-2592

390 まんまる

甲府市 上阿原町581

055-233-5047

391 いざかや 朱酒

甲府市 丸の内1-8-14

055-235-1600

392 洛東舎 ゆきむら

甲府市 城東4-15-15

055-232-1971

393 三松

甲府市 富士見2-8-15

055-251-5003

394 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

395 大衆居食 信貴

甲府市 徳行1-11-5

055-267-6077

396 極。

甲府市 丸の内1-16-15 紅梅ビル1階

055-225-4359

397 楽食北海屋 大里本店

甲府市 大里町4254-1

055-243-1770

398 串処 ほとり

甲府市 中央1-1-23

055-267-5002

399 やきとり とんぼ

甲府市 西高橋町17-1

055-270-0058

400 DININGBAR 幸の里

甲府市 大里町2990-15

055-225-5988

401 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

402 居酒屋 ゆう

甲府市 緑が丘2-6-17

055-254-8903

403 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

404 酒房ごっちょ

甲府市 湯村3-2-25

090-4361-9590

405 酒彩 五色

甲府市 丸の内二丁目3-8

055-222-5840

406 浜焼き輪っ家 甲府店

甲府市 中小河原673

055-244-0544

407 鳥むら

甲府市 下河原町207

055-241-2762

408 串 LABO

甲府市 大里町1560-5

055-244-1541

409 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

410 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

411 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

412 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

413 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

414 雨三屋

甲府市 丸の内2-14-4

055-227-5140

415 Shisei

甲府市 中央4-4-27 ミハラヤビル202

055-267-5844

416 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

417 炉端やきとり 鳥のほそ道

甲府市 北口3-2-2

055-215-6346

418 呑み処 からす

甲府市 国母5-4-18

055-269-7797

419 呑み食い処 好

甲府市 大里町2318-1

055-215-0316

420 味魅

甲府市 中央1-1-9

090-5219-9081

421 蔵元居酒屋 谷櫻

甲府市 中央1-9-6

055-225-3213

422 小料理 ひろみ

甲府市 住吉5-20-29

055-241-6518

423 らうめん ＭＥＮＫＵＩ（麺喰）

甲府市 高畑2-10-3

090-7637-0964

424 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

425 酒亭 食彩工房

甲府市 国母5-3-3

055-235-1091

426 小料理 克

甲府市 中央1-1-18

055-233-6005

427 発酵酒場 かえるのより道

甲府市 丸の内1-20-21

080-8001-8335

428 ぎり舎

甲府市 中央1丁目20-20

090-4021-9063

429 お休み処 水音

甲府市 千塚4-5-21

055-270-0644

430 地鶏やきとり 三四郎

甲府市 中央1-4-8 KAGビル1F

050-3503-3460

431 和酒 とり笑

甲府市 中央1-2-10 万世ビル 1F

055-287-9080

432 手羽の店 きくや 城東

甲府市 城東3-6-6

055-237-7677

433 居酒屋 やきとり 一休

甲府市 下河原1-22

055-226-7741

434 居酒屋 友四郎

甲府市 中央1-13-5 坂本ビル 1F

055-232-8939

435 たん焼 与平

甲府市 中央2-5-27-1F北

055-236-3650

436 鳥座

甲府市 太田町3-11

055-288-1031

437 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

438 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

439 魚幸 よこもり

甲府市 大里町5229-2

055-244-0012

440 こまどり

甲府市 徳行1-11-5 望月ビルA棟115

070-8529-5730

441 やきとり 一秀

甲府市 中央1丁目20-3

055-227-5993

442 新次亭

甲府市 和戸町1031-2

055-233-8646

443 とり焼 えん

甲府市 高畑1-22-26

055-224-5533

444 呑み喰い処 田舎

甲府市 相生2-4-4

055-235-5502

445 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

446 拍手

甲府市 塩部4丁目16-1

055-253-0807

447 酒肴・おにぎり 手毬

甲府市 中央1丁目15-2

055-235-0846

448 やきとりの扇屋 甲府国母店

甲府市 国母8-4-26

055-236-5381

449 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

450 我が家

甲府市 徳行1-18-14

055-232-0141

451 居酒屋 よろずや

甲府市 北口1丁目3-10

055-251-9757

452 山梨まるごと市場 幸修

甲府市 丸の内2-16-7 ２F

055-269-6101

453 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

454 小料理 哲

甲府市 中央4-4-24

055-226-3868

455 魚の仕事人 「樹」

甲府市 国玉町826

055-227-8282

456 PHIL

甲府市 丸の内2-4-3 2F

090-5216-6527

457 たべものや 跳扉

甲府市 大里町5111 パレス大里B

055-243-1158

458 蛮蛮

甲府市 北口2-5-12

055-253-9911

459 まどか

甲府市 北口2-5-14

055-253-8155

460 たまり場 楽音

甲府市 里吉4-2-15

055-215-7564

461 九曜庵

甲府市 丸の内2丁目3－1田村ビル2階

055-228-8808

462 蔵楽

甲府市 北口2丁目3-6 内田店舗事務所2F

055-234-5727

463 FourHeartsCafe

甲府市 丸の内1−16−13ヤマサビル

055-237-7793

464 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

465 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

466 酒場日々

甲府市 丸の内1-15-8 1F

055-244-6588

467 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

468 甲州屋台 酔録劇場

甲府市 丸の内1-7-1 上田ビル

055-227-8200

469 夢玄

甲府市 住吉1-9-12

055-235-3001

470 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

471 けろすけ 甲府店

甲府市 丸の内1-20-2

055-236-6550

472 常夏バル EAST BLUE

甲府市 中央1-6-1 舞鶴館ビル 1F2F

055-242-7918

473 Cu-suke 後屋店

甲府市 後屋町378

055-288-8833

474 Cu-suke 新甲府駅前店

甲府市 丸の内1-8-13

055-268-3858

475 木の風

甲府市 北口2-4-2

055-298-6635

476 国母の酒処 風輪

甲府市 大里町1114-1 RSビル103

080-3544-2929

477 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

478 東京食堂

甲府市 丸の内2丁目4-3

055-233-4222

479 居酒屋 割烹 活魚 ひで

甲府市 住吉5-25-14 IKビル101

055-243-3739

480 くずし割烹 はる将

甲府市 丸の内3-10-2

055-222-6755

481 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

482 串焼 大将

甲府市 国母7-11-43

055-222-5517

483 macaroni ーTEPPANYAKIー

甲府市 上石田3-8-8 山田店舗 8号室

055-287-7969

484 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

485 楽蔵 甲府店

甲府市 丸の内1丁目17-2 大池ビル4F

055-236-2550

486 たかはな

甲府市 丸の内1-8-14 せんじきやビル1F

055-228-0001

487 居酒屋 まるわ

甲府市 丸の内2-3-10

055-228-2626

488 食楽人

甲府市 北口3-1-4

055-252-0266

489 食酒 幸

甲府市 中小河原673-102

055-243-0116

490 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

491 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

492 壱心

甲府市 徳行1-6-10 望月店舗5号室

080-5544-8101

493 一升 びん

甲府市 国母7-2-2

055-227-5437

494 食酒笑 一寸

甲府市 国母2-2-36

055-269-8673

495 甲州居酒屋 さけくら

甲府市 中央1-13-7

055-237-4820

496 喝采

甲府市 千塚2-4-24

055-254-0807

497 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

498 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

499 Cafe NanoPan DiningBar

甲府市 丸の内２丁目3-10 2F

055-267-7597

500 ハミル

甲府市 高畑2-2-10

055-226-2225

501 串丸二丁目の角

甲府市 丸の内2-19-5

090-9688-4645

502 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

503 是色

甲府市 丸の内2-30-5 甲府電化ビル1F

055-288-1597

504 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

505 帰ってきたバカ息子

甲府市 富竹1-2-24

055-227-1237

506 居酒屋ますかっと

甲府市 桜井町314

055-232-9900

507 CONA 甲府店

甲府市 丸の内2-1-1 開柳堂土屋ビル1F

055-288-8357

508 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

225-3438

509 居酒屋 膳や

甲府市 丸の内2丁目1-10

090-6159-2228

510 バガボンドJr. 甲府中央店

甲府市 中央1-4-9

055-288-8048

511 焼鳥 ぶんぶん丸

甲府市 丸の内3-26-13 小林ビル

090-6042-1855

512 九十九

甲府市 丸の内1-8-11

055-287-7312

513 炙 甲府駅前店

甲府市 丸の内1-2-11 サン黒澤ビル4F

055-244-5066

514 居酒屋 くるみ

甲府市 伊勢4-2064-6

055-233-8348

515 たこ焼居酒屋 祭

甲府市 朝日4-7-11

055-253-5222

516 鳥かど

甲府市 丸の内1-14-19

055-287-8180

517 甲州・車屋

甲府市 中央1丁目6-10

055-235-0541

518 地鶏や 弁天堂

甲府市 中央1-2-2 2F

055-223-5111

519 酒肴 すぎや

甲府市 住吉4丁目22-19 ジョイステージ住吉1A号

055-228-0885

520 大阪鉄板フジケン

甲府市 丸の内1丁目17-16

055-222-5188

521 食酒・寅寅

甲府市 大里町5028 Gビル101

055-224-8007

バー・スナック
522 ペルソナブルワリー

甲府市 朝日2-18-4

055-244-6308

523 キングラット

甲府市 大里町1878-1

055-243-0555

524 スナック Lien （りあん）

甲府市 中央 1 丁目５－１４ 芦沢ビル ２F

090-7007-5443

525 カフェ＆ワインバー葡萄酒一番館

甲府市 丸の内１丁目１－８甲府駅 改札向い

055-269-5455

526 adore rei

甲府市 中央1-15-9 O-LAND BLDG 1F

055-225-3318

527 non

甲府市 大里町2154-114 1-2

055-241-0721

528 スナック さんぽ

甲府市 徳行1丁目7-2 望月ビルB1 101

090-7807-3170

529 SUNTORY らん

甲府市 丸の内2丁目18-1

055-226-0002

530 馬酔木

甲府市 中央一丁目15-9 春日一番街地下

055-233-3443

531 エル・コンドル・パッソ

甲府市 中央1-2-4

055-232-7960

532 Restlounge.bAmboo

甲府市 上小河原町1041-5 Tビル103

055-269-7064

533 Hops＆Heabs

甲府市 中央1-1-5 ミヤザワビル2F

055-225-2012

534 喫茶ランチ East rose

甲府市 伊勢3丁目8-38

090-5301-3229

535 クラブ 幻夜

甲府市 中央1-15-8第2丸忠ビル5F

055-222-1180

536 酔待草

甲府市 中央一丁目20-19

055-231-2918

537 スナック 美都里

甲府市 大里町4444-9 サザンクロスA号室

090-3222-9446

538 花舞

甲府市 中央1-2-4 浅草街ビル2F

055-237-8701

539 ラウンジ10AVERAGE

甲府市 中央1丁目16-6 FLビル7階

055-226-9006

540 Your Room

甲府市 丸の内2-1-10 アルカディアビル1F

055-233-9633

541 カリスペーラ

甲府市 中央1丁目20-20

090-4021-9063

542 スナックおかめ

甲府市 中央一丁目20-3 1階17号室

090-7844-6453

543 GAGA

甲府市 中央1-15-3 中央ビル2F

090-2739-8011

544 スナック ガーデン

甲府市 上石田2-39-18中沢店舗１階D号室

090-5198-6351

545 Club Selene

甲府市 中央1-12-9 ニュー甲府街ビル1階2号室

055-231-8600

546 bar graff

甲府市 丸の内2-3-3 今村ビル2F

055-237-8508

547 diagonal

甲府市 青沼3-4-23 長良ビル

080-5003-6247

548 LAWN’S BAR

甲府市 中央1-2-7

055-235-5605

549 エクセル

甲府市 高畑1-1-5

055-222-1220

550 若尾倶楽部

甲府市 中央１−１−１４弁天ビル３、４F

055-227-2020

551 EBLDiningAmusementBar

甲府市 中央１丁目12―3

055-227-8203

552 BAR RECHARED

甲府市 丸の内1-15-2 第５丸銀ビル ２F

055-209-2335

553 SUNSET’77

甲府市 中央1-16-6 FL3ビル 3F

090-5422-8178

554 LOUNGE 撫子

甲府市 中央1-12-4 モメンヤビル2F

055-232-8311

555 ラウンジ エアリーズ

甲府市 中央4丁目4-27 ミハラヤビル2階

055-233-3005

556 バッカス

甲府市 中央1-2-4

055-232-6020

557 ラウンジ 咲

甲府市 中央1-16-1 南栄ビル1F

055-268-2210

558 スナック葡萄

甲府市 中央４丁 目４－２８孫家荘銀座 ビル２Ｆ

090-4099-4541

559 新天地 一

甲府市 中央1-20-20

090-1209-8000

560 Will

甲府市 中央１丁目16-1 南栄ビル B6

080-2553-1110

561 Lounge jewel

甲府市 中央1丁目20-13 FL5ビル201

090-1464-4881

562 廓茶屋

甲府市 中央１丁目12-9 ニュー甲府街ビル２F

055-242-8440

563 snack bar Jasmine

甲府市 上石田3-7-12 中村北店舗101

090-4428-4486

564 ONE-A

甲府市 徳行2丁目1-1 ピーチプラザ4F

055-227-1900

565 すなっく心

甲府市 千塚3-4-25

055-254-2166

566 Perch

甲府市 中央1-7-17 大富士ビル2F

055-233-8767

567 綾乃

甲府市 中央1-6-6

055-232-5964

568 スナックＭ

甲府市 中央1-2-4 ハセガワビル2F 201

055-231-5712

569 からおけBARきまぐれ

甲府市 高畑1-4-1 グランシェーヌ甲府103

070-8566-7481

570 かすみ

甲府市 朝日1-1-10 入戸野ビル1階

055-253-8907

571 Sayaka

甲府市 中央1-2-4 D-1（浅草街飲食店）

055-233-0601

572 Bishop

甲府市 中央1-2-3 浅草飲食店街J-1

055-228-1017

573 Club Rosso

甲府市 中央1丁目4-8 KAGビル2F

055-234-5991

574 阿日屯

甲府市 中央1丁目3-8 ツジヤビル3F

055-222-2505

575 香音

甲府市 徳行2丁目1-14

090-1403-1180

576 スナックY

甲府市 富竹1-3-18

090-9397-3341

577 ラウンジ びーどろ

甲府市 中央1-2-3 浅草街ビル1F

090-3497-0629/055-223-2005

578 R’s Style Cafe

甲府市 中央1-2-4 浅草街ビルL-2

080-4404-8263

579 スマイル

甲府市 中央1丁目16-1

090-7229-5799

580 高野牛肉店

甲府市 丸の内3-16-3

055-222-8825

581 お肉料理 佐渡屋

甲府市 相生2-3-13

055-237-3108

582 ぼくり本店

甲府市 武田2-7-20

055-251-4129

583 焼き肉 まつ屋

甲府市 川田町933-136

055-222-2929

584 万里香

甲府市 大里町2825-1 ニュータウン大里6号

055-269-7368

585 焼肉 ばんばん

甲府市 長松寺町13-45

055-228-1947

586 焼肉 ぱせり

甲府市 上石田３丁目13-17

055-287-6139

587 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

588 焼肉 たまや 甲府南店

甲府市 高室町11-5

055-241-1329

589 焼肉 ひろや

甲府市 国玉町893-4

055-222-0056

590 炭火焼肉 あずさ

甲府市 住吉4-23-18

055-223-8929

591 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

592 牛角 甲府店

甲府市 上石田3-10-8

055-221-2911

593 春日のちゃぶ台

甲府市 中央1-15-9

055-235-3929

594 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

595 ジンギスカン達磨家

甲府市 丸の内1-13-9

055-233-7878

596 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

597 焼肉マルキン

甲府市 伊勢3-4-5

055-231-8989

598 我や我や 小瀬店

甲府市 小瀬町1010-2

055-220-2989

599 焼肉きんぐ 甲府飯田店

甲府市 飯田3-2-41

055-237-8681

600 カルビ大将 甲府上阿原店

甲府市 西高橋町167-1

055-233-5655

601 焼肉ATSU

甲府市 和戸町962-5

055-267-6296

602 肉料理 小島

甲府市 相生2-16-5

055-233-4043

603 しちりんやき 三叉路

甲府市 住吉3丁目30-13

055-228-0056

604 和風焼肉 和志牛

甲府市 上小河原町1236-1

055-241-1029

605 甲州焼肉 奏

甲府市 中央1-6-18

055-222-8767

606 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

607 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

608 新世館 南西店

甲府市 国母3-15-28

055-237-2989

609 炭火焼肉 みゅうみゅう

甲府市 朝気1-9-6

055-235-4429

610 肉匠 雪月花 向町店

甲府市 向町516-1

055-244-3929

611 新世館

甲府市 中小河原町575-1

055-241-2774

612 清広苑

甲府市 青沼1-17-5

055-233-5617

613 和牛バル603

甲府市 高畑2-15-17 第二大道ハイツ1F

055-267-5931

614 牛角 甲府丸の内店

甲府市 丸の内1-16-14

055-224-2911

615 やきにく168

甲府市 向町364-2

0555-73-3599

616 サランチェ

甲府市 上石田3-8-8

055-236-1101

617 フィリピンレストランBICOL

甲府市 中央一丁目4-5

090-2744-9368

焼肉

各国料理

618 レストラン ショークディー

甲府市 国母1-17-27

055-287-8002

619 サイアム カフェ

甲府市 北口 2-9-12

055-244-8355

620 タイ国ストアー

甲府市 徳行4丁目5-12

055-226-8897

621 サガルラトナ

甲府市 善光寺1-12-5

055-236-6688

622 タイ＆ベトナムレストラン アナンタヤ

甲府市 大里町2154-30

055-225-5300

623 スンドゥブ専門店 ３匹の子ぶた

甲府市 丸の内2丁目3-3今村第一ビル1階

055-225-6007

624 トンロー

甲府市 向町147-1 グリーンタウン甲府東内SHOPS向町B-3

055-209-2606

625 タイ・ジャスミン

甲府市 貢川2丁目2-18

055-244-7080

626 韓国料理 韓豚

甲府市 丸の内1-7-5

055-227-1500

627 HIMALAYA

甲府市 酒折2-2-7 ワールドプラザ105

055-226-5151

628 インド料理 マサラアート

甲府市 中小河原町575-1

055-241-3311

629 39チーズトッポギ

甲府市 武田3-2-26

080-4465-5535

630 パッポン食堂

甲府市 相生2-6-1

090-1730-1111

631 ソムタム

甲府市 国母7-10-11

055-227-8650

632 韓国料理 スック

甲府市 城東3-13-19

055-225-1234

633 無双 甲府駅南口店

甲府市 丸の内1丁目2-8 1階

080-4089-1498

634 インドレストラン＆バー ミラン

甲府市 中央4-3-25

055-269-8177

635 世界食堂

甲府市 住吉5-3-6

055-244-8780

636 Sam’s Bar ChaiChai

甲府市 中央1-5-8

055-228-0501

637 豚菜

甲府市 上石田4-8-28 ゆうきタウン102号

055-233-1139

ファミリーレストラン
638 レストラン ワインクラブ

甲府市 東光寺3-13-25

055-222-1818

639 富士アイス 東店

甲府市 善光寺1-21-17

055-237-2310

640 ヘルシーレストランパセリ

甲府市 後屋429

055-288-1433

641 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

642 デニーズ 甲府中央

甲府市 相生1-20-1

055-237-1730

643 デニーズ 甲府東

甲府市 和戸町943

055-237-5476

644 デニーズ 甲府北

甲府市 塩部3-16-13

055-253-3457

645 ガスト 甲府酒折

甲府市 酒折1丁目4-14

055-221-1853

646 ガスト 甲府朝日

甲府市 朝日4丁目6-15

055-220-3016

647 ガスト 甲府上今井

甲府市 上今井町739-1

055-220-2011

648 ガスト 甲府上石田

甲府市 上石田4丁目8-5

055-220-1482

649 ジョナサン 甲府湯村

甲府市 湯村1丁目9-31

055-230-0082

650 ビッグボーイ甲府里吉店

甲府市 里吉1丁目1-7

055-236-2666

651 ビッグボーイ甲府南店

甲府市 上今井676-1

055-243-3091

652 インドネパール料理 ボビさん

甲府市 青沼1-17-3

055-223-1333

653 ココス甲府荒川店

甲府市 荒川 1-8-24

055-255-6670

654 ココス甲府高畑店

甲府市 高畑 1-10-5

055-231-8722

655 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

定食・食堂
656 黒蜜庵きなこ亭 山梨県立文学館内

甲府市 貢川1-5-35

055-235-8080

657 黒蜜庵きなこ亭 甲州夢小路店

甲府市 丸の内1-1-25

055-254-7788

658 そば・ほうとう郷土料理信玄

甲府市 丸の内1-1-8セレオ甲府5階レストランフロア

055-232-3160

659 アートアーカイブス

甲府市 貢川1-4-27

055-232-3855

660 みんなのめんやウルフ

甲府市 小瀬町68-6 南栄第10小瀬タウン9

070-6663-7826

661 まいどおおきに 甲府下石田食堂

甲府市 下石田2-11-3

055-233-0230

662 とんかつ天山 甲府駅前店

甲府市 丸の内1-7-5

055-242-7258

663 菊水

甲府市 北口1-6-6

055-253-8961

664 華膳

甲府市 蓬沢1-10-12

055-227-5450

665 びっくりとんかつ川

甲府市 里吉1丁目1692-1

055-298-6778

666 銀しゃり処 米右衛門

甲府市 上石田4-9-3ソンドメールA102

055-242-8086

667 とんかつ とん甲

甲府市 若松町6-43

055-237-7755

668 有限会社 若奴食堂

甲府市 城東3-9-12

055-233-4713

669 はまのもん

甲府市 伊勢3-7-7

080-7884-1170

670 御食事処 宮古

甲府市 下曽根町740-1

055-266-5210

671 喫茶・レストラン あさげ

甲府市 朝気2丁目4-15 レフォルメ青沼101

055-232-3030

672 nohonoho

甲府市 中央3-4-13

055-233-3636

673 食処 盆地

甲府市 蓬沢町1044

055-233-9722

674 花仙両

甲府市 高成町１０３５－２

055-287-2511

675 風土記の丘農産物直売所

甲府市 下曽根町1070-3

055-266-3858

676 源泉湯 燈屋

甲府市 上阿原町590-3

055-236-3515

677 おさかな食堂 こばさん

甲府市 住吉3丁目1-24

055-288-9770

678 まるさん亭

甲府市 国玉町294-1 城東ビルB102

055-226-8855

679 から好し 甲府中央

甲府市 飯田１丁目2-4

055-236-6207

680 から好し 甲府住吉

甲府市 住吉４丁目24-17

055-236-6321

681 季節味彩 飛車角

甲府市 上阿原町769-2

055-223-4777

682 伝説のすた丼屋 甲府店

甲府市 住吉本町1238－1

055-244-5325

683 さわらび

甲府市 平瀬町3221

055-251-8181

684 キムっち

甲府市 上町504-2

055-241-7002

685 とんかつ とん季

甲府市 徳行5-13-22

055-227-8229

686 食事処 とりいち

甲府市 善光寺1-6-9

055-227-0011

687 DELIS

甲府市 相生 2-3-11

055-235-2800

688 銀座富士アイス

甲府市 中央1-14-12

055-233-4634

689 たちばなやドライブイン

甲府市 梯町7

0555-88-2020

690 黒猫亭

甲府市 丸の内2丁目13-15

055-226-5313

691 家庭料理 キッチンそら

甲府市 善光寺1-22-1

090-7550-7202

692 田中屋

甲府市 上石田3-11-7

055-228-0582

693 亀

甲府市 太田町9-3

080-3408-9832

694 ひなた食堂

甲府市 相生1-2-14

055-226-7771

695 人生食堂こばやし

甲府市 丸の内2-27-13

070-8494-8978

696 食堂 鈴之介

甲府市 富竹2-3-43

055-237-3988

697 花きりん

甲府市 千塚3-4-21

055-254-0258

698 ホテル 談露館

甲府市 丸の内1-19-16

055-237-1331

699 古名屋ホテル

甲府市 中央 1 丁目 7₋15

055-235-1122

700 サドヤ シャトー・ド・プロヴァンス

甲府市 北口3-3-24

055-253-7755

701 甲府記念日ホテル

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

702 柳屋

甲府市 湯村3-16-2

055-253-2416

703 ベルクラシック甲府

甲府市 丸の内1-1-17

055-254-1000

704 常磐ホテル

甲府市 湯村2-5-21

055-254-3111

705 岡島ローヤル会館

甲府市 丸の内1丁目21-5

055-231-0680

宴会場

その他
706 粋 甲府店

甲府市 寿町26-1 山梨県民文化ホール

055-223-4411

707 お好み焼肉道とん堀下石田店

甲府市 下石田2-16-29

055-236-2228

708 お好み焼き＆鉄板焼き1008

甲府市 丸の内1-1-8 駅ビル セレオ甲府５Ｆ

055-232-1008

709 常磐ホテル ラウンジ花梨

甲府市 湯村2-5-21 常磐ホテル1F

055-254-3111

710 広島風 お好み焼 てっぱん

甲府市 大里町4449-1 サザンクロスB

090-8171-7571

711 カラオケサロン心音 ～KOTONE～

甲府市 上石田4-8-28 ゆうきタウン107

090-2547-8305

712 鉄板 genten

甲府市 北口2-4-15 タケイビル102

055-288-0203

713 Naostudio/KAZOOHALL

甲府市 上小河原町1262

055-243-7069

714 アピオキャピタルセレモニーホール

甲府市 横根町705

055-233-6111

715 アピオ機山ホール

甲府市 宝1-6-5

055-233-6111

716 アピオセレモニーホール 天昇殿

甲府市 南口1-29

055-233-6111

717 ヴィドフランス 甲府店

甲府市 丸の内1-1-8 セレオ甲府2F

055-224-2657

718 株式会社 古名屋（ザ・シルク）

甲府市 中央1丁目7-15

055-235-1122

719 club EL Dorado

甲府市 中央1-12-5 五光ビル３F

055-227-1010

720 ステーキガスト 甲府住吉

甲府市 住吉4丁目24-7

055-220-1152

721 オステルリー・ド・コートダジュール

甲府市 増坪町１番地

055-242-2222

722 有限会社丸八焼鳥店 平和通り店

甲府市 丸の内2丁目16-7

055-228-0505

723 てっぱん 秀 本店

甲府市 中央1丁目1-14

055-227-9030

724 てっぱん 秀 S店

甲府市 中央1丁目2-1

055-226-5001

725 カラオケスタジアム 甲府アルプス通り店

甲府市 徳行2-5-9

055-236-3100

726 カラオケストリート 甲府北口店

甲府市 元紺屋町3-12

055-234-5095

727 ビッグエコー 甲府駅南店

甲府市 丸の内2-7-11

055-267-7422

728 ビッグエコー 甲府駅南口中央店

甲府市 丸の内1-17-2 大池ビル2F

055-231-8588

729 ビッグエコー 甲府岡島百貨店前

甲府市 中央1-6-3 東洋館ビル2F

055-227-8255

730 ビッグエコー 甲府南店

甲府市 上今井町661-1

055-241-9980

731 PIECE 陣場通り

甲府市 富士見1-18-1

055-244-7797

富士吉田市
和食・寿司
732 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

733 富士山海の家

富士吉田市 松山５－１４－２２

0555-23-7448

734 かぐら坂

富士吉田市 新西原3-4-23

0555-28-7231

735 めし屋 仙瑞

富士吉田市 上吉田2-5-1 Q-STA3階

0555-23-8972

736 べんけい

富士吉田市 下吉田3丁目-21-11

0555-22-2358

737 割烹 魚重

富士吉田市 下吉田3-31-1

0555-22-5492

738 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

739 寿海

富士吉田市 上吉田東1-1-52

0555-23-6767

740 登喜和 富士吉田店

富士吉田市 中曽根2-13-10

0555-24-5735

741 寿司 華

富士吉田市 上吉田東4-5-34

0555-24-2339

742 万富久

富士吉田市 上吉田東4-14-28

0555-24-1251

743 日本料理 いなせ

富士吉田市 竜ケ丘1-8-25

0555-22-7353

744 みやした

富士吉田市 大明見1-6-6

0555-22-1254

745 割烹 笹一

富士吉田市 新西原3-16-15

0555-20-0331

746 鮨処千太郎

富士吉田市 新西原2-23-24

0555-24-0485

747 和風レストラン 糸車

富士吉田市 新西原2-32-5

0555-24-3244

748 創作割烹 吟

富士吉田市 竜ケ丘3-10-9

0555-30-0008

749 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

750 すし正

富士吉田市 下吉田3-8-3

0555-23-3922

751 藍屋 富士吉田

富士吉田市 新西原2丁目33-11

0555-23-8060

752 魚屋路 富士吉田

富士吉田市 中曽根1-3-30

0555-21-2115

753 炭火串焼き IW

富士吉田市 上吉田7-1-10

0555-23-9944

754 凛亭

富士吉田市 上吉田東7-3-13

0555-22-7435

755 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

756 やぶきた 桃太郎

富士吉田市 中曽根2-9-12

0555-22-6705

757 鮨桒原

富士吉田市 新西原4-4-16

0555-22-8800

758 め組 寿司

富士吉田市 下吉田5丁目32-3

0555-23-5815

759 魚重 寿司

富士吉田市 下吉田4-2-32

090-2529-1973

760 炉ばた焼 富久松

富士吉田市 下吉田4-2-30

0555-24-3223

761 さくら寿司

富士吉田市 向原1-5-33

0555-23-6210

762 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

763 元禄

富士吉田市 上吉田7-3-2

0555-23-6843

764 すし豊

富士吉田市 竜ヶ丘2-4-28

0555-23-9009

765 蔵寿し

富士吉田市 下吉田5-32-14

0555-23-9169

766 すし処 いとよし

富士吉田市 新西原4-10-15

090-8017-2237

洋食
767 カフェレストラン マドリード

富士吉田市 下吉田5-18-29

0555-23-8547

768 CARLOTTA

富士吉田市 中曽根3-11-36

070-4808-2806

769 レストラン ハマッコ本店

富士吉田市 下吉田6-7-21

0555-22-2052

770 イタリア料理 パスタ亭

富士吉田市 松山1275-2

0555-22-2509

771 ビストロ ボンヌ

富士吉田市 下吉田5-28-13

0555-23-9199

772 cafe Blue Blanc

富士吉田市 上吉田5551

0555-24-0705

773 浜っ子よこまち

富士吉田市 新西原4-4-15

0555-24-0043

774 カフェレストラン グーテ

富士吉田市 下吉田6-26-15

0555-22-7755

775 ポッポ

富士吉田市 上吉田7-3-11

0555-23-1393

776 ふじやまビール 「レストランハーベステラス」

富士吉田市 新屋三丁目７番１号

0555-24-4800

中華料理
777 おかよ

富士吉田市 下吉田3-36-15

0555-25-7663

778 中華食堂 豫園

富士吉田市 上暮地4614-1

080-8477-1991

779 中国料理 大黒天

富士吉田市 新西原4-11-11

0555-23-6120

780 ハイランドリゾートホテル＆スパ 上海菜館

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

781 小長井屋（餃子屋）

富士吉田市 上吉田6-2-2

090-6519-2828

782 青龍飯店

富士吉田市 下吉田３－７－１３

0555-23-5001

783 中国料理 チャイナ いっき

富士吉田市 緑ヶ丘2-7-15

0555-22-8576

784 台湾料理 福福 上吉田店

富士吉田市 上吉田東5丁目10-18

0555-72-8981

785 台湾料理 百味鮮

富士吉田市 上暮地1-2-5

0555-23-7567

786 台湾料理福福（市役所前）富士吉田店

富士吉田市 下吉田5丁目27-21

0555-73-8188

787 中華料理 天祥

富士吉田市 上暮地1-15-9

0555-22-6266

788 チャイニーズレストラン 蓮

富士吉田市 松山1418-4

0555-22-2634

789 エリッソン

富士吉田市 緑ヶ丘2丁目4-27 田幸ビル102

0555-75-1505

790 中国料理 八龍

富士吉田市 下吉田2-17-1

0555-24-0051

791 中華菜館慶雅

富士吉田市 下吉田東4-1-18

0555-23-4224

ラーメン・餃子
792 ホームラン軒

富士吉田市 上吉田4249-1

090-8581-6082

793 麵処 寅路

富士吉田市 上吉田1-1-15

090-2253-1131

794 竜ちゃんらーめん

富士吉田市 上吉田4590-62

0555-24-3260

795 支那そば 大喜

富士吉田市 中曽根3-11-5

0555-24-3546

796 五味八珍 富士吉田店

富士吉田市 下吉田東3丁目17番18号

0555-72-8767

797 富士急ハイランド ラーメン一楽

富士吉田市 新西原５－６－１

0555-24-6888

798 らーめん食堂れんげ 富士吉田店

富士吉田市 下吉田9-40-3

0555-24-1121

799 らあめん しのちゃん

富士吉田市 緑が丘2丁目5-1

0555-24-2620

800 ガキ大将匠 富士吉田店

富士吉田市 中曽根1-2-33

0555-20-0055

うどん・そば
801 浅間茶屋 富士吉田本店

富士吉田市 上吉田5562-7

0555-30-4010

802 くれちうどん

富士吉田市 上暮地1-18-22

0555-24-3461

803 ホワイトハウス

富士吉田市 下吉田5-35-20

0555-23-2060

804 手打ちそば 而今庵

富士吉田市 下吉田2-14-27

0555-22-9737

805 あかり亭

富士吉田市 上吉田7-1-12

0555-24-5172

806 たかちゃんうどん

富士吉田市 上暮地2295-3

0555-24-3146

807 麺許皆伝

富士吉田市 上吉田東1-4-58

0555-23-8806

808 玉喜亭

富士吉田市 松山1386

0555-24-1573

809 さぬきや

富士吉田市 ときわ台2-3-12

0555-24-3561

810 あらき うどん

富士吉田市 松山1240-18

0555-23-5509

811 白須うどん

富士吉田市 上吉田東6-1-44

0555-22-3555

812 奉仕や

富士吉田市 大明見4-9-26

0555-22-6770

813 栄屋 うどん店

富士吉田市 新西原3-1-25

0555-22-2246

カフェ・スイーツ
814 カフェ ブリオッシュ

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

815 レ レーヴ サロン・ド・テ

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

816 珈琲 茶論

富士吉田市 上吉田2-3-6

0555-23-6776

817 喫茶 手利亜

富士吉田市 下吉田4-18-34

090-2177-6099

818 マルトミカフェ

富士吉田市 下吉田1丁目15-28

0555-24-7663

819 Y’ｓ Cafetta

富士吉田市 上吉田2-11-9

090-5512-6210

820 下吉田倶楽部

富士吉田市 新倉8-12

0555-72-2214

821 TORAYA

富士吉田市 下吉田3-1-5

0555-23-5277

822 ここカフェ

富士吉田市 下吉田5-32-3

070-2198-1101

823 コメダ珈琲店 富士吉田店

富士吉田市 新西原5-5597-16

0555-72-8952

824 ふじさん牧場ファームカフェ

富士吉田市 大明見1-57-11

0555-24-4144

825 アーヴェント

富士吉田市 新西原1-8-1

0555-24-5888

826 コルテージュ

富士吉田市 旭3-3-1

090-8872-4007

827 富士急ハイランド モスバーガー

富士吉田市 新西原５－６－１

0555-24-0443

828 カレーハウスcoco壱番屋 富士吉田店

富士吉田市 上吉田4247-7

0555-20-0001

829 ピザーラエクスプレス 富士急ハイランド店

富士吉田市 新西原5-6-1 富士急ハイランド園内

0555-22-6661

ファストフード

フレンチ・イタリアン
830 INTI

富士吉田市 上吉田7-4-2

0555-73-8968

831 ハイランドリゾートホテル＆スパ マカロニクラブ

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

832 イタリアンレストラン かぎしっぽ

富士吉田市 下吉田3-12-69

0555-73-8858

833 BRUSCHETTA ブルスケッタ

富士吉田市 旭2-6-4

0555-72-8303

834 シシリア

富士吉田市 松山1231-4

0555-24-8250

835 キッチン OKU

富士吉田市 下吉田5-32-3

0555-24-2347

836 Taverna la Cura

富士吉田市 松山2-10-16

0555-72-8996

837 ERBACCIA

富士吉田市 新西原2-23-8

0555-30-0222

居酒屋
838 十駕

富士吉田市 上吉田東7-10-20

0555-22-0150

839 食処 やすだ

富士吉田市 富士見1-7-15

0555-22-0727

840 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

841 釜山亭 韓国料理

富士吉田市 下吉田5-13-4

0555-24-3833

842 串坊主

富士吉田市 新屋 1-1-13

0555-24-8977

843 ほーめい

富士吉田市 新西原5-3-12

0555-24-1139

844 ビール居酒屋 3Piece

富士吉田市 下吉田3-12-72

0555-73-8862

845 やきとり信ちゃん

富士吉田市 向原1-5-5

090-4028-6462

846 酒楽食彩 さなだ

富士吉田市 富士見4-6-57

0555-24-2288

847 小料理 いなほ

富士吉田市 松山1964-285

0555-24-0912

848 IRIFUNE3265

富士吉田市 中曽根2-7-12

0555-24-3265

849 居酒屋 おおとり

富士吉田市 新西原3-14-2

0555-22-1954

850 鉄板焼 湯座

富士吉田市 緑ヶ丘2-5-3

0555-22-8839

851 居酒屋 男爵

富士吉田市 上吉田5539

0555-22-1005

852 もつ鍋 燦久

富士吉田市 上吉田東4-15-24

0555-24-3955

853 やきとり戦国

富士吉田市 松山1-1-13

0555-22-7315

854 喜春

富士吉田市 新西原2-20-1

0555-24-3009

855 まるごと北海道

富士吉田市 中曽根2-4-30

090-5201-3677

856 居酒屋 釣きち

富士吉田市 緑ヶ丘1-1-13

0555-23-7966

857 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

858 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

859 六六

富士吉田市 竜ケ丘2-4-35

0555-22-6969

860 かこい屋

富士吉田市 上吉田東1-14-32

0555-73-8855

861 KAMEYAMA

富士吉田市 松山4-8-27

0555-24-3320

862 居酒屋 DINING 奨

富士吉田市 下吉田1-22-29

080-5032-0830

863 笹梅

富士吉田市 下吉田3-15-27

0555-22-1424

864 魁

富士吉田市 上吉田2-20-1

0555-24-0223

865 ほうとう あまの

富士吉田市 新西原4丁目11-8

0555-75-1078

866 ひろせ

富士吉田市 新西原2-25-1

0555-23-6672

867 茜邑

富士吉田市 下吉田2-31-22

0555-23-8119

868 飛来夢

富士吉田市 下吉田3-21-35

0555-22-1540

869 鹿邦

富士吉田市 小明見1-9-15

0555-22-8191

870 居酒屋 みちのく

富士吉田市 下吉田5-20-6

0555-23-2917

871 居酒屋 源氏

富士吉田市 富士見2-6-29

0555-23-1921

872 焼き鳥みぃちゃん

富士吉田市 下吉田3丁目12-77

0555-24-5829

873 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

874 やきとり 春一番

富士吉田市 下吉田5-35-9

0555-22-3850

875 真夜中の春一番

富士吉田市 下吉田3丁目15-15

080-7733-9362

876 やきとり 彩蓮

富士吉田市 竜ヶ丘1-13-8

0555-25-6269

877 食吞 ほしゃ

富士吉田市 下吉田5-12-20

0555-25-6196

878 やきとん ごん

富士吉田市 上吉田1-1-5

070-1526-4285

879 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

880 有限会社 晩勺

富士吉田市 下吉田3-10-6

0555-23-8855

881 焼鳥 つくつくぼうし

富士吉田市 緑ヶ丘1-1-13

090-3540-5921

882 飲み処 せせらぎ

富士吉田市 旭1-12-40

0555-23-3133

883 じゃら

富士吉田市 中曽根２－４－３０

0555-73-9361

884 炭火串焼き にじ

富士吉田市 下吉田3-16-5

090-6929-2918

885 やきとり かじはら

富士吉田市 緑ヶ丘2-5-4

0555-22-7714

886 はなの舞 富士吉田店

富士吉田市 上吉田4261

0555-24-4441

887 〇酉

富士吉田市 下吉田5-27-7

0555-24-6972

888 大衆割烹 瀬戸内

富士吉田市 松山5-12-33

0555-23-8474

889 串焼 GuGu

富士吉田市 下吉田3丁目21-39

0555-72-9777

890 有限会社 酉の坊

富士吉田市 下吉田8-10-30

0555-24-9411

891 炭火やきとり 恵

富士吉田市 下吉田3-16-22

0555-24-5523

892 創菜酒房 しゅう

富士吉田市 上暮地5-11-26

0555-23-5553

893 つきうさぎ

富士吉田市 富士見1-5-15

0555-22-0688

894 暖輪

富士吉田市 上吉田東2丁目2-65

0555-24-5002

895 ぐい吞み処 心響

富士吉田市 下吉田4-1-41

080-1040-5165

896 ろばた焼 甲斐

富士吉田市 中曽根2-9-16

0555-23-4330

897 有限会社やきとり大学

富士吉田市 上吉田3-3-4

0555-24-3482

898 ふしみ

富士吉田市 緑ヶ丘1-1-11

0555-23-1286

899 炭火やきとり とばり

富士吉田市 下吉田3-12-56

0555-75-0445

900 わかちき

富士吉田市 小明見1-6-23

0555-22-1236

バー・スナック
901 南の国から

富士吉田市 新倉2645-3

0555-23-6131

902 カラオケハウス ひるカラよるカラ

富士吉田市 旭2-4-8

080-2137-1410

903 KENNY

富士吉田市 緑ヶ丘2-5-1

090-8309-0769

904 ダウンタウン

富士吉田市 下吉田4-1-5 スミレビル2F

0555-24-7775

905 BAR NORTH FUJI

富士吉田市 上吉田1-1-15 マチカドエリア＃4

070-8536-4625

906 ラウンジ花

富士吉田市 下吉田3-11-8 大森ビル2F

0555-22-8388

907 たまり場 ゆき

富士吉田市 上吉田１丁目１―１０

0555-22-8806

908 MOON

富士吉田市 新倉2689

090-4090-7900

909 ラウンジ Mammy

富士吉田市 下吉田3-10-8 一本杉ビル1F

090-2151-3033

910 カラオケスナック HONEY

富士吉田市 松山1964-455 クローバービル

080-5405-3366

911 Room j'adore

富士吉田市 下吉田3丁目16番22号 川井店舗1号

0555-25-6115

912 Lavender

富士吉田市 下吉田3-24-10 トヤマコーポ 1F

0555-28-4882

913 石蹄

富士吉田市 富士見5丁目5-34

0555-22-0818

914 Faily フェアリー

富士吉田市 下吉田3-21-1

0555-23-6000

915 ラウンジ XOXO

富士吉田市 下吉田3-10-9

0555-28-7370

916 igloo

富士吉田市 上吉田2-2-7

0555-72-8516

917 可憐

富士吉田市 下吉田3-16-3 1F

080-5109-5558

918 YAKINIKU竜ヶ丘

富士吉田市 竜ヶ丘3-6-10

0555-24-3988

919 からし亭 富士吉田店

富士吉田市 富士見6-11-24

0555-24-6501

焼肉

920 焼肉屋ぎゅうぎゅう

富士吉田市 中曽根2-9-20

0555-24-9925

921 焼肉 亜羅人

富士吉田市 新西原4-4-14

0555-24-8483

922 本家BORNGA 富士吉田店

富士吉田市 富士見7-3-12

0555-22-1881

923 カルネ

富士吉田市 上吉田東1-13-14

0555-24-4005

924 焼肉・韓一館

富士吉田市 新西原3-3-18

0555-23-0406

925 サランバン

富士吉田市 下吉田3-11-11

080-6621-9773

926 鶏焼 やみつき 本店

富士吉田市 上吉田4249-1

0555-28-4129

927 鶏焼 やみつき 下吉田店

富士吉田市 下吉田5-18-27

0555-28-5129

928 ポーク ヤミツキ

富士吉田市 上吉田2-6-23

0555-22-1129

929 焼肉バル秀

富士吉田市 松山 1-4-10

0555-73-9465

930 「あの時の」ホルモン

富士吉田市 新西原4-3-9

0555-72-9977

931 ほるもん我楽

富士吉田市 下吉田2-19-5 2F

0555-28-5555

各国料理
932 ハイランドリゾート ホテル＆スパ フジヤマテラス

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

ファミリーレストラン
933 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

934 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

935 富士山みはらし

富士吉田市 上吉田字小御岳下5617

0555-72-1266

936 ガスト 富士吉田

富士吉田市 中曽根2丁目13-26

0555-20-1711

937 ガスト 富士吉田松山

富士吉田市 松山字熊穴1560-1

0555-20-1019

938 ガスト 河口湖

富士吉田市 河口湖町船津568-1

0555-20-3503

939 ビッグボーイ富士吉田店

富士吉田市 新西原40

0555-20-1850

940 ココス富士吉田店

富士吉田市 上吉田 50-12

0555-20-1750

定食・食堂
941 菓々茶寮 富士吉田店

富士吉田市 松山5-8-14

0555-21-1500

942 あらくら食堂

富士吉田市 新町二丁目6-10

080-2655-4447

943 こうちゃん食堂

富士吉田市 上吉田東2-1-48

0555-22-5531

944 ふじやま温泉

富士吉田市 新西原4丁目17-1

0555-22-1126

945 キッチン喰らう

富士吉田市 下吉田5-21-5

0555-22-7188

946 有限会社 やぶ

富士吉田市 下吉田5-33-27

0555-23-0580

947 いづみや

富士吉田市 下吉田4丁目14-7

0555-23-0270

948 食事処 いこい

富士吉田市 下吉田8-19-25

0555-23-4191

949 三益食堂

富士吉田市 下吉田3-14-27

0555-23-8516

950 ベルギー蔵の家

富士吉田市 下吉田5-22-24

0555-22-0547

宴会場
951 ハイランドリゾート ホテル＆スパ

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

952 ホテル 鐘山苑

富士吉田市 上吉田東9-1-18

0555-22-2330

953 有限会社 魚吉会館

富士吉田市 旭4-5-13

0555-23-3221

954 (有)美加佐

富士吉田市 上吉田東9-6-13

0555-22-0338

その他
955 松葉バーベキュー

富士吉田市 上吉田東７－２８－２０

0555-24-2121

956 唐揚げ専門 いがらし

富士吉田市 下吉田9-26-6

0555-28-5639

957 ぱんじゃ

富士吉田市 上吉田東1-14-31

0555-22-8138

958 ラグジュアリー

富士吉田市 下吉田3-21-35

0555-72-8887

959 喫茶檸檬

富士吉田市 下吉田2-2-27

0555-73-9688

960 道とん堀 富士吉田店

富士吉田市 新西原4-11-16

0555-20-1573

961 フォーク酒場ジュゲム

富士吉田市 緑が丘2-6-15

0555-24-5768

962 やきとり一番

富士吉田市 上吉田1-1-12

090-4593-3359

963 母や

富士吉田市 新屋1丁目1-34

0555-22-5393

964 ビッグエコー 富士吉田店

富士吉田市 新西原4-12-15

0555-22-7788

965 からおけるーむ OOJA

富士吉田市 下吉田東1-2-10

080-5888-3695

都留市
和食・寿司

966 だるま寿し

都留市 中央1-6-7

0554-43-5006

967 和食 あまの

都留市 中央1-3-21

0554-43-7843

968 回転寿し活鮮 田野倉店

都留市 田野倉241-1

0554-45-2343

969 割烹 山富

都留市 中央2-6-10

0554-43-2570

970 和食 じゅげむ

都留市 四日市場58-1

0554-45-0152

971 割烹 奥

都留市 つる1-7-24

0554-43-1106

972 お食事処 花膳

都留市 法能550

0554-45-2672

973 大衆割烹 森川

都留市 田野倉916

0554-43-4231

974 和処 天寿

都留市 中央3-6-2

0554-45-7233

975 夢庵 都留

都留市 上谷4丁目2-8

0554-43-7621

976 寿司もちづき

都留市 つる1-5-17

0554-43-2764

977 割烹 ふるや

都留市 中央3-1-15

0554-43-4805

978 大衆割烹 春波

都留市 田野倉1071-3

0554-43-0880

979 創旬割烹 光千

都留市 下谷4-2-20

0554-43-8805

洋食
980 ミッシェル

都留市 法能779-7

0554-45-8344

981 チュイール

都留市 田野倉328-2

0554-45-2285

982 レストラン 鎌倉

都留市 上谷5-9-15

0554-45-1131

983 カフェレストラン MARRYS

都留市 田原2-12-23 ドゥアンファン1F

0554-56-8222

984 レストラン トレゾール

都留市 上谷6-9-29

0554-45-2551

中華料理
985 NAKAYAN

都留市 田原3-4-2

0554-23-7480

986 松鶴

都留市 中央1-2-17

0554-43-6008

987 中国風家庭料理 じゅーり

都留市 上谷5-9-18

0554-45-7680

988 バーミヤン 都留

都留市 桂町1185-1

0554-20-8055

989 蘭月

都留市 中央1-7-15

0554-43-4711

990 (有)菊翠

都留市 上谷1-3-14

0554-43-4521

991 八起

都留市 法能949

0554-45-0267

ラーメン・餃子
992 自家製麺 しゅん作

都留市 四日市場91

070-1520-9045

993 元祖札幌や

都留市 田野倉164-1

0554-46-0035

994 満北亭 都留店

都留市 下谷3-1398-1

0554-45-3911

995 ガキ大将 都留店

都留市 上谷6-9-26

0554-45-4033

うどん・そば
996 好浩

都留市 上谷6-7-11

0554-43-6318

997 手打ち 山もとうどん

都留市 古川渡397-1

0554-45-8733

998 手打ちうどん 我夢者来

都留市 田野倉841-2

090-9964-3138

999 めん処 寿美吉

都留市 法能2494-2

0554-56-8550

1000

手打うどん こみや

都留市 田野倉182-1

0554-43-7140

1001

割烹 い志ばし

都留市 上谷6-6-8

0554-43-1887

1002

食事処「ふじや」

都留市 四日市場30-4

0554-43-2416

カフェ・スイーツ
1003

cafe 織水

都留市 井倉234-1

0554-37-0277

1004

アルバム

都留市 桂町996-28

0554-45-2207

1005

純喫茶 旅苑

都留市 上谷4-1-10

0554-43-3800

1006

Cafe Bochi-Bochi

都留市 法能2459-6

0554-43-3611

フレンチ・イタリアン
1007

Locanda Abbracci

都留市 夏狩2561-2

090-9139-3180

1008

くつろぎイタリアン Sonoda

都留市 十日市場926-9

0554-56-7192

1009

La Bonne Table A･La･Carte

都留市 田原3-1-3

0554-45-1188

1010

Buono

都留市 中央1-4-18

0554-43-0662

1011

ピップス

都留市 上谷6-10-14

0554-45-1143

居酒屋

1012

串焼 びー吉

都留市 つる1-5-11

0554-43-9259

1013

うまいもん酒場 あやの 都留店

都留市 田原3-2-26

0554-45-6269

1014

味酒房 伊万里

都留市 上谷3-3-9

0554-45-4576

1015

吞喰処 松葉

都留市 上谷5-8-8

080-9279-4224

1016

やきとり くろべえ

都留市 田野倉1205-3

0554-43-0296

1017

風来坊

都留市 田原1-3-5

0554-43-4070

1018

酒処 厨

都留市 田原2-14-12 ハイム石井2 1F

0554-45-8301

1019

居酒屋 だるま

都留市 桂町3886-1

0554-43-2279

1020

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

1021

居酒屋どんぐり

都留市 上谷5-8-7

0554-43-5377

1022

らくしょう

都留市 田原2-12-24

0554-45-1777

1023

居酒屋 いわむら

都留市 つる1-5-16

0554-43-4434

1024

ダイニング 月の庭

都留市 上谷5丁目8-2

0554-45-8606

1025

えびすや

都留市 桂町814-4

0554-43-0654

バー・スナック
1026

蘭 スナック

都留市 中央二丁目8-4

080-5502-1877

焼肉
1027

炭火焼肉 牛角 都留店

都留市 田原 2-978-4

0554-43-4129

1028

焼肉 みなきん

都留市 中央2-4-2

0554-43-4821

1029

きばりや

都留市 古川渡876-1 SFビル 102

0554-68-8004

ファミリーレストラン
1030

ガスト 都留

都留市 桂町793-1

0554-20-3505

1031

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

定食・食堂
1032

菓々茶寮 都留店

都留市 田原2-641

0554-45-6581

1033

ファミリー食堂 宝来

都留市 大幡1517-9

0554-43-7151

1034

ことぶき

都留市 中央2-4-7

0554-43-3111

1035

うおいち はいから亭

都留市 下谷3-8-11

0554-43-0015

1036

鹿留ドライブイン

都留市 桂町1051

0554-43-3911

1037

スターらんど 食事処うまいもん屋

都留市 下谷2450-1

0554-45-6711

1038

道の駅つる レストラン

都留市 大原88番地

0554-43-1110

1039

和風レストラン 高野

都留市 上谷6-11-18

0554-43-3517

1040

食堂 くろき

都留市 下谷3-2-5

0554-43-3640

1041

より道の湯 レストラン

都留市 都留1-13-31

0554-56-8600

1042

食彩酒房 きく屋

都留市 田野倉650

0554-45-8800

宴会場
1043

山一 yamaichi

都留市 上谷3-3-17

0554-43-5544

その他
1044

アピオプラザ 都留

都留市 田野倉1290

055-233-6111

1045

カラオケスタジアム 都留店

都留市 上谷6-7-13

0554-43-2121

1046

カラオケ Smile×Smile都留店

都留市 上谷6-11-20

0554-45-2829

山梨市
和食・寿司
1047

旬彩庭宴 和ごころ

山梨市 上神内川876

0553-22-0660

1048

割烹 友

山梨市 小原西1186-2

0553-22-4766

1049

玉寿し・すしやのスパッゲティ

山梨市 落合425-1

0553-22-2121

1050

正徳寺温泉初花

山梨市 正徳寺1093-1

0553-22-6377

1051

和菜屋 宴

山梨市 小原西1073-2

0553-23-3615

1052

寿司割烹 いづ屋

山梨市 上神内川1606

0553-22-0027

1053

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

1054

割烹旅館 秋月 お食事処

山梨市 上神内川1167

0553-22-2036

1055

酒蔵 櫂

山梨市 北 567

0553-22-4047

1056

ふじ寿司

山梨市 一町田中17-2

0553-22-0729

1057

柳 寿し

山梨市 上栗原95-1

0553-22-3601

1058

磯料理 いさみ

山梨市 小原西1012

0553-22-1507

1059

松寿し

山梨市 上神内川1293

0553-22-3202

洋食
1060

フルーツ王国 ガイアたべterrace

山梨市 江曽原1411 丘の駅桃源郷フルーツセンター内

0553-39-8531

1061

展望星屑レストランガイア

山梨市 江曽原1488笛吹川フルーツ公園くだもの工房3F

0553-39-8379

1062

ガリバーハウス

山梨市 上神内川1126-4

0553-23-0083

1063

フルーツパーク富士屋ホテル 鉄板焼き けやき

山梨市 江曽原1388

0553-22-8811

1064

フルーツパーク富士屋ホテル 西欧料理 ラ・コリーナ

山梨市 江曽原1388

0553-22-8811

中華料理
1065

本格家庭料理 食の源

山梨市 上神内川307-11

0553-39-9828

1066

白楽天

山梨市 小原西969-1

0553-22-4965

1067

チャイナキッチン 彩華

山梨市 小原東112-1 イーストヴィレッジ106

0553-39-9209

1068

中国家庭料理 来々

山梨市 上神内川724-5

0553-22-1385

1069

中華料理 花苑

山梨市 上石森132-1

0553-23-3353

1070

大衆料理 上海

山梨市 上石森552-4

0553-22-9571

1071

中華味平

山梨市 東59-1

0553-23-1821

1072

中華料理 大連

山梨市 上栗原839

0553-23-0301

1073

バーミヤン 山梨落合

山梨市 落合407-1

0553-23-5581

1074

珍山

山梨市 下井尻7-1

0553-23-3711

1075

中華 李白

山梨市 小原西86

0553-22-2046

ラーメン・餃子
1076

かりさかラーメン中村屋

山梨市 三富村下萩原379-4

0553-39-2422

1077

らーめんテラス 好吃

山梨市 南866-2

0553-23-1113

1078

万力屋

山梨市 上神内川1336

0553-39-9240

1079

志村苑

山梨市 下栗原1048

0553-22-6626

1080

えのきや 山梨店

山梨市 南228-1

0553-22-4533

1081

くるまやラーメン万力店

山梨市 万力1105-3

0553-23-4866

うどん・そば
1082

cafe and dining 蕎麦廣

山梨市 三カ所33-1

0553-22-0185

1083

手打ち蕎麦 はな花

山梨市 万力1094

0553-20-8787

1084

やぶそば 利久

山梨市 歌田423-1

0553-23-1584

カフェ・スイーツ
1085

patisserie Ouvrier

山梨市 三富下釜口239

0553-39-2029

1086

台湾茶房 山梨市駅前店

山梨市 上神内川1644

0553-39-8121

1087

フルーツパーク富士屋ホテル カフェベラヴィスタ

山梨市 江曽原1388

0553-22-8811

1088

Cafe 三ツ葉

山梨市 三富川浦296-1

050-3552-3328

1089

オーチャードカフェ街の駅やまなし店

山梨市 上神内川1771

080-6786-4450

ファストフード
1090

マクドナルド山梨万力店

山梨市 万力82

0553-20-7136

フレンチ・イタリアン
1091

marc

山梨市 市川1151-1

0553-88-9222

1092

LA MAISON ANCIENNE

山梨市 牧丘町倉科5662-5

0553-88-9152

1093

TRANQUIL

山梨市 上神内川1453-1

0553-39-8442

1094

La Cachette ラ・カシェット

山梨市 小原東 72-6

0553-34-8262

1095

Trattoria La Cantinetta

山梨市 小原東111-1 イーストヤマナシ106

0553-22-7633

居酒屋
1096

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

1097

さんちゃん

山梨市 万力86-1

0553-23-4188

1098

ダイニング膳

山梨市 上神内川1224-1

0553-23-6013

1099

お食事処 歩成 本店

山梨市 上神内川1234

0553-23-0253

1100

バー ラクアン

山梨市 落合409-1

090-4005-4455

1101

居酒屋 花咲かじい

山梨市 上神内川1336

0553-23-3008

1102

居酒屋 拓

山梨市 小原西974-1

0553-22-7651

1103

飯と酒 真心

山梨市 小原西842-1

0553-39-8387

バー・スナック
1104

L・River

山梨市 上神内川1660

0553-22-1128

1105

パブ ウインク

山梨市 小原西974-1

0553-22-7798

焼肉
1106

焼肉 京城園

山梨市 小原西974-1

0553-22-3037

1107

焼肉 牛山

山梨市 鴨居寺261-4

0553-34-6063

1108

ガスト 山梨万力

山梨市 万力95-1

ファミリーレストラン
0553-20-1007

定食・食堂
1109

道の駅みとみ 軽食コーナー

山梨市 三富川浦1822-1

0553-39-2580

1110

はやぶさ温泉 お食事処

山梨市 牧丘町隼818-1

0553-35-2611

1111

富士見茶屋 いろり

山梨市 牧丘町室伏2361-3

0553-35-2176

1112

一力

山梨市 大野398番地

0553-22-2864

1113

麺飯点 酔湖伝

山梨市 上神内川1130-1

0553-23-5322

1114

有）鮨みはらし・食事処みはらし

山梨市 万力1830-21

0553-22-5757

1115

花かげの湯 お食事処 はくさい

山梨市 牧丘町窪平453-1 山梨市営温泉”花かげの湯”内

090-5530-8882

1116

キッチンどんぐり

山梨市 落合808-3

0553-23-5101

宴会場
1117

フルーツパーク富士屋ホテル

山梨市 江曽原1388

0553-22-8811

その他
1118

のんきばぁーば

山梨市 上神内川846-1

0553-88-9151

1119

かりふわっ

山梨市 小原東72 イーストセルジュ1号室

0553-34-5337

1120

ほうとう蔵 歩成 フルーツライン店

山梨市 万力1091

0553-23-1567

1121

カンティーナ ヒロ

山梨市 牧丘町倉科7143

0553-35-5555

1122

ビッグエコー 山梨市駅前店

山梨市 上神内川15-1

0553-23-3315

大月市
和食・寿司
1123

濱野屋

大月市 大月1-3-3

0554-22-1372

1124

寿司割烹 はせ川

大月市 大月2-1-6

0554-23-1544

1125

森屋鮨

大月市 大月1-9-2

0554-22-0948

1126

藍屋 大月

大月市 大月町花咲198-2

0554-23-1804

洋食
1127

レストラン 赤レンガ

大月市 大月2-5-5

0554-22-6411

1128

マインドルフ

大月市 大月1-22-18

0554-22-0190

1129

橋倉 by TRIPS

大月市 賑岡町奥山66-1

0554-56-9214

1130

Cafe & gallery 亜徒里絵

大月市 大月1-6-5

0554-22-0346

1131

月カフェ

大月市 大月1-3-20

0554-23-2323

中華料理
1132

中国料理 南京

大月市 大月2-13-27

0554-22-0818

1133

中華料理 八仙

大月市 大月1-11-18

0554-22-8538

1134

遊点心

大月市 大月町花咲1677-14

0554-23-0009

1135

お食事処 うづき

大月市 御太刀1-1-1

0554-23-1510

ラーメン・餃子
1136

古民家麺処 かつら

大月市 大月1-2-7

0554-22-1080

1137

ラーメン銀次

大月市 笹子町白野466-3

0554-56-7303

うどん・そば
1138

うどん屋くらざき

大月市 七保町葛野894-1

090-2328-7975

1139

そば処 大和

大月市 大月2-6-24

0554-23-1388

1140

手打ちうどん 吉田屋

大月市 大月3-1-15

0554-22-0071

カフェ・スイーツ
1141

有限会社おかし工房 エイゲツ

大月市 大月町花咲65-2

0554-23-1011

フレンチ・イタリアン
1142

ムスタチオ

大月市 御太刀1-13-6

0554-23-4050

居酒屋
1143

メキシコ風居酒屋 toｰmo。

大月市 御太刀1-2-23

0554-23-2950

1144

仙台屋

大月市 猿橋町猿橋543

0554-22-3409

1145

居酒屋 奴

大月市 御太刀2-8-2

0554-23-0033

1146

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

1147

居酒屋 大勝

大月市 初狩町下初狩381

0554-56-8168

1148

縁 ｅｎｉｓｈｉ

大月市 大月1-11-19

0554-23-1603

1149

庄や 大月店

大月市 大月1-3-3

0554-22-4081

バー・スナック
1150

Wine Cellar HASEBE 長谷部酒店

大月市 猿橋町猿橋200

0554-22-0548

焼肉
1151

韓陽苑

大月市 駒橋3-3-20

0554-23-3662

1152

焼肉 一路

大月市 御太刀1-2-23

0554-22-4459

ファミリーレストラン
1153

ガスト 大月

大月市 大月町花咲182

0554-20-1007

定食・食堂
1154

信玄 大月店

大月市 大月1-2-1

0554-23-2011

1155

初狩PA（上り線）スナックコーナー

大月市 初狩町下初狩1318

0554-25-6127

1156

やながわ亭

大月市 梁川町新倉427

0554-68-9477

1157

かどや食堂

大月市 大月1-5-21

0554-22-3124

1158

一松食堂

大月市 猿橋町猿橋150

0554-22-3451

1159

お食事処 みやじま

大月市 大月2丁目5-4

0554-22-0285

1160

きんかん

大月市 大月1-4-9

0554-22-3225

1161

浜田屋食堂

大月市 富浜町鳥沢1959

0554-26-5358

1162

いなだや

大月市 大月町真木2823

0554-22-0187

その他
1163

アピオセレモニーホール 大月斎場

大月市 初狩町下初狩1000

055-233-6111

1164

ビッグエコー 大月店

大月市 駒橋1-2-31

0554-23-2829

韮崎市
和食・寿司
1165

すし旬彩料理 樹

韮崎市 旭町上条南割1777-1

0551-30-0355

1166

鮨政

韮崎市 藤井町北下条１８３６−５

0551-22-4745

1167

亀伝

韮崎市 中央町14-21

0551-22-0168

1168

新とき鮨

韮崎市 本町1-2-19

0551-22-7670

1169

和食処 佳幸

韮崎市 上祖母石778-4

0551-23-7700

1170

若鮨（和食おすし若）

韮崎市 大草町若尾1190

0551-22-8228

1171

うなぎ馳走 八嶋

韮崎市 本町2-8-24

0551-22-0009

1172

富来亭

韮崎市 本町1-6-30

0551-22-1643

1173

旬彩 和食 園

韮崎市 藤井町南下条145-2

0551-30-5055

1174

日本料理ふるさわ

韮崎市 藤井町北下条244

0551-22-0381

1175

勝の家

韮崎市 上ノ上3803

0551-23-6323

1176

藤鮨

韮崎市 本町2-20-4

0551-22-9723

1177

和ダイニング DAIZEN/DAIBU

韮崎市 藤井町北下条283-1

090-8331-8888

1178

食事の出井

韮崎市 竜岡町下条東割839-2

080-1270-2159

1179

回転寿し活鮮 韮崎店

韮崎市 藤井町北下条1314-1

0551-20-1127

洋食
1180

レストラン マイルストーン

韮崎市 中田町中条1749

0551-25-2780

中華料理
1181

バーミヤン 韮崎

韮崎市 富士見1丁目9-28

0551-30-0017

うどん・そば
1182

うどん処 みちなか

韮崎市 龍岡町若尾新田1165-1

070-3195-0115

1183

そば処 上小路

韮崎市 神山町1809-1

0551-23-4833

1184

吉田のうどん さくら

韮崎市 本町1-18-1

090-1734-9167

カフェ・スイーツ
1185

cafe まるげ

韮崎市 穴山町3391

0551-25-2428

1186

喫茶店 ひよこ豆

韮崎市 中央町1-15 マルハクビル1F

090-4818-7382

1187

トロッコ

韮崎市 藤井町南下條1546

090-7807-5543

ファストフード
1188

マクドナルド 韮崎店

韮崎市 藤井町南下條279

0551-30-6266

1189

さくら茶屋 La Passion

韮崎市 藤井町南下条171-1

0551-23-0030

1190

オステリア菜２

韮崎市 富士見1丁目6-18

0551-23-7620

1191

キュイエット

韮崎市 穂坂町三ツ沢1129

0551-23-1650

フレンチ・イタリアン

居酒屋
1192

居酒屋さんばん

韮崎市 富士見1-6-26

0551-23-1323

1193

隠れ酒場 異彩

韮崎市 藤井町駒井2780-1

0551-30-9007

1194

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

1195

しん幸

韮崎市 大草町上条東割809-1

0551-22-8699

1196

味処 みの田

韮崎市 富士見2-9-8

0551-22-8199

1197

コワン

韮崎市 中央町1-11 アメリカ横丁 ア棟

080-2372-7375

1198

肴や くうかい

韮崎市 神山町鍋山343-8

0551-23-6161

1199

呑み喰い処 じん屋

韮崎市 中田町小田川1380

0551-25-1122

1200

焼鳥 たはら

韮崎市 本町2丁目10-28

0551-22-8088

1201

和バル ニューヨーク

韮崎市 中央町1-11 アメリカヤ横町カ棟

080-4363-8998

バー・スナック
1202

ピアノバー ニューウェル

韮崎市 水神1-1-7

090-8803-4785

1203

Bar Rily

韮崎市 富士見1丁目5-5 エステートビル2F

0551-30-9110

1204

ブリティッシュ クラシック バー ヴァレルンガ

韮崎市 中央町2-2

090-8175-6623

焼肉
1205

元気七輪焼肉 牛繁 韮崎店

韮崎市 若宮2-9-41

0551-23-5529

1206

和こう

韮崎市 穂坂町宮久保589

0551-23-5840

1207

やきにくえん

韮崎市 龍岡町下條南割340

0551-22-7080

各国料理
1208

ナンハウス

韮崎市 富士見1-6-31

0551-22-7299

ファミリーレストラン
1209

ガスト 韮崎

韮崎市 栄町1丁目10-28

0551-20-1008

1210

ココス韮崎若宮店

韮崎市 若宮2丁目13番5-2号

0551-21-2022

定食・食堂
1211

菓々茶寮 韮崎店

韮崎市 藤井町南下條159-1

0551-23-1110

1212

とんかつ一力

韮崎市 旭町上條南割3314-244

0551-22-6002

1213

清水屋旅館 おまかせ食堂

韮崎市 本町 1―6―5

0551-22-0024

宴会場
1214

穴山温泉 能見荘

韮崎市 穴山町4589

0551-25-5011

南アルプス市
和食・寿司
1215

旬のお食事 粋

南アルプス市 上今諏訪1315

055-284-5549

1216

割烹料理 勝花

南アルプス市 徳永1638-4

055-285-4443

1217

割烹ひかり

南アルプス市 古市場592

055-282-1069

1218

福保

南アルプス市 小笠原377

055-282-0219

1219

和風レストラン あさひ亭

南アルプス市 東南湖788

055-284-4611

1220

お食事処 川 甲西本店

南アルプス市 西南湖368

055-284-1055

1221

かっぱ寿司南アルプス店

南アルプス市 桃園1690-1

055-280-8501

1222

魚しげ鮨

南アルプス市 吉田1173

055-283-0910

1223

すし処 千両

南アルプス市 飯野3532-1

055-284-2055

1224

和食処 かえで

南アルプス市 在家塚1174

055-284-2564

1225

鮨 つばさ

南アルプス市 小笠原1612-3

055-284-8484

1226

夢庵 山梨甲西

南アルプス市 西南湖字巡り木341-2

055-283-6711

1227

魚そう 櫛形分店

南アルプス市 桃園1454-8

055-284-2277

1228

宝寿司

南アルプス市 百々1821

055-285-1412

1229

四季の料理 ふえふき

南アルプス市 藤田2551

055-284-3771

1230

西ごおり（昭明館）

南アルプス市 小笠原101

055-282-0246

1231

鮨 川勢

南アルプス市 小笠原451-3

055-284-2717

1232

レストラン 花ふじ

南アルプス市 百々1822-6

055-285-5277

1233

終日KIRAKU （共進食品工業（株））

南アルプス市 小笠原1829

055-288-8005

1234

滝沢川の洋食屋 Contrail

南アルプス市 小笠原1140-13

055-284-0842

洋食

中華料理
1235

食事処 ひので

南アルプス市 小笠原486-7

055-282-0651

1236

割烹 ひので

南アルプス市 小笠原486-7

055-282-0651

1237

チャイナレストラン 揚子江

南アルプス市 小笠原376-5

090-1439-9082

1238

台湾料理 福の園

南アルプス市 六科464-1

055-285-3386

1239

福源

南アルプス市 野牛島2334-24

090-3902-6767

1240

中華 丸福

南アルプス市 小笠原331

055-282-0111

1241

中華料理 翔龍

南アルプス市 東南湖887-1

055-244-5970

1242

バーミヤン 山梨櫛形

南アルプス市 小笠原1247

055-280-1008

1243

中華レストラン 吉萬

南アルプス市 田島601-1

055-282-2862

ラーメン・餃子
1244

喜多方ラーメン 風

南アルプス市 上今諏訪492

055-284-6511

1245

みんみん

南アルプス市 野牛島1752-6

055-285-5208

1246

らーめん食堂れんげ 南アルプス店

南アルプス市 西南湖429

055-282-8329

1247

どさん子 甲府若草店

南アルプス市 浅原238

055-284-4068

うどん・そば
1248

そば処 好庵

南アルプス市 曲輪田1086-1

055-244-2616

1249

庵

南アルプス市 落合61-1

055-284-3708

1250

和ダイニング はつの

南アルプス市 百々1666-46

055-269-8203

1251

乙蕎麦

南アルプス市 東南湖3368-1

050-3390-2816

1252

そば処 貴楽

南アルプス市 西野2084-5

055-287-7077

1253

たっちゃんうどん

南アルプス市 小笠原981-133

055-282-2300

1254

うどん居酒屋 まるや

南アルプス市 下宮地540-7

055-283-8877

カフェ・スイーツ
1255

カフェアニス

南アルプス市 荊沢1309

080-1277-1052

1256

御勅使氷菓子店

南アルプス市 六科556-1

055-269-7530

1257

クレープシルフ

南アルプス市 小笠原1423-1 トライアル内

055-283-8114

1258

♭ cafe

南アルプス市 百々1997-20

055-298-6330

1259

おてんきコーヒーとおひさまの恵み

南アルプス市 西南湖4339-1

055-284-0917

1260

ＲＯＡＳＴＥＲＩＡ ＯＲＣＨＡＲＤ

南アルプス市 上今諏訪４９０－１

055-284-2070

1261

pito aune coffee

南アルプス市 六科464

080-3383-2411

1262

沢登農園カフェ＆バル

南アルプス市 十五所286-1

090-6930-1301

1263

Cafe あみ～ご

南アルプス市 下高砂204-1

090-3229-1476

1264

マクドナルド 南アルプスガーデン店

南アルプス市 十五所736-1

055-284-7560

1265

吉野家南アルプス桃園店

南アルプス市 桃園1454-6

055-225-3393

ファストフード

フレンチ・イタリアン
1266

OSTERIA PANORAMICA

南アルプス市 桃園1685-1

055-206-1251

1267

グラッチェガーデンズ 山梨南アルプス

南アルプス市 在家塚540-1

055-280-8868

1268

田舎カフェ ＯＲＣＨＡＲＤ

南アルプス市 徳永410総合交流ターミナルハッピーパーク内

055-280-5501

1269

シェフ ド フランス

南アルプス市 上今諏訪485

055-282-5945

居酒屋
1270

五鉄

南アルプス市 飯野3463-4

055-298-6075

1271

居酒屋 縁 えにし

南アルプス市 上八田224-1

055-285-7558

1272

味処 なんごや

南アルプス市 桃園358

055-283-2081

1273

和ダイニング かつね

南アルプス市 下今井348-2

055-282-8373

1274

食彩酒楽 はな・な

南アルプス市 清水157-2

055-288-0355

1275

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

1276

バガボンド白根

南アルプス市 六科1439

055-269-9446

1277

炭火串焼 海鮮屋 楽

南アルプス市 西南湖1225-2

055-284-6688

1278

居酒屋 一夢亭

南アルプス市 小笠原16

055-282-0150/055-282-0159

1279

居酒屋 さくら

南アルプス市 小笠原438-1

090-7733-4841

1280

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

1281

酒蔵 丸さん

南アルプス市 小笠原407-11

055-284-2523

1282

かどや 次男坊

南アルプス市 飯野3605-1

055-283-6066

1283

たべもの市場とくがわ

南アルプス市 下今井388-12

055-284-0283

1284

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

1285

飲処 はとや

南アルプス市 百々1681-32

055-285-7758

1286

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

1287

割烹 いろり

南アルプス市 飯野1759-4

055-284-2714

1288

福わ家

南アルプス市 小笠原510-1

055-280-2323

1289

吉田屋 平助

南アルプス市 飯野2491-1

055-282-7372

1290

桜庵

南アルプス市 在家塚1073

055-284-3755

1291

居酒屋つどい

南アルプス市 荊沢318

055-283-2961

1292

まる小

南アルプス市 十日市場894

055-282-8255

バー・スナック
1293

カラオケ＆スナック283

南アルプス市 小笠原486番地11

090-4075-0283

1294

カドギンはなれ UME

南アルプス市 浅原197 栄光第一ビル103

055-269-8107

1295

令翔

南アルプス市 下宮地491-4

090-3246-0789

1296

スナック シャルム

南アルプス市 百々1666-15

055-285-3670

1297

ガスト 山梨白根

南アルプス市 飯野3461-1

055-280-1162

1298

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

1299

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

ファミリーレストラン

定食・食堂
1300

富士見屋 支店

南アルプス市 下宮地493-1

090-2409-9953

1301

とんかつ柳

南アルプス市 東南瑚798-1

055-282-3932

1302

つくし食堂

南アルプス市 小笠原271

055-282-5283

1303

民宿旅館 なとり屋

南アルプス市 芦安芦倉726

055-288-2025

1304

おうちごはん処 ふたば食堂

南アルプス市 東南湖130

055-284-0255

1305

恵月

南アルプス市 十日市場25

055-284-2529

1306

御食事処 マロニエ亭

南アルプス市 清水467

055-284-3713

1307

食事処 ととろ

南アルプス市 荊沢268-1

055-284-5601

1308

ふる里のめぐみ株式会社

南アルプス市 小笠原317

055-282-6310

宴会場
1309

ブライダルホール 魚覚

南アルプス市 小笠原307

055-282-0247

1310

桃源閣

南アルプス市 飯野2971桃源文化会館内

055-284-3220

1311

アピオセレモニーホール 八田

南アルプス市 六科1093-12

055-233-6111

1312

南アルプス市営温泉 樹園

南アルプス市 野牛島２７２２

055-285-4131

1313

アピオセレモニーホール 巨摩

南アルプス市 十日市場911

055-233-6111

1314

みっちゃん家

南アルプス市 吉田706-8

055-282-3820

その他

北杜市
和食・寿司

1315

茅野

北杜市 明野町上手5439

0551-25-2480

1316

魚竹鮨

北杜市 高根町箕輪新町818

0551-47-3209

1317

観音寿司

北杜市 小淵沢町841-1

0551-36-3155

1318

とんかつ二葉

北杜市 大泉町西井出8240-1790

0551-38-2802

1319

寿司、和食 磯善

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2634

1320

ふるさと旬菜 森樹

北杜市 小淵沢町2968-1

0551-36-3340

1321

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

1322

七福神

北杜市 小淵沢町2142-1

0551-36-2017

1323

料亭 安部

北杜市 須玉町若神子1479-2

0551-42-2526

1324

小淵沢 井筒屋

北杜市 小淵沢町1035

0551-36-5990

1325

みち草

北杜市 武川町山高573-1

080-6142-3293

1326

味のれん 和信

北杜市 高根町五町田277-4

0551-47-2500

1327

和食処 高岡

北杜市 小淵沢町上笹尾3332-1761

0551-36-5035

1328

酒蔵 レストラン 臺眠

北杜市 白州町台ケ原2287

0551-35-5111

1329

開江寿司

北杜市 小淵沢町7656

0551-36-5360

1330

魚光寿司

北杜市 長坂町長坂上条2575

0551-32-3271

1331

Royal Hotel 八ヶ岳 「甲斐」

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

1332

おいしい学校 和食処古宮

北杜市 須玉町下津金3058

0551-20-7300

1333

森のやまびこ

北杜市 大泉町西井出8240-3102

0551-38-3429

1334

秀よし

北杜市 小淵沢町上笹尾3332-171

0551-36-4270

1335

お食事処 さん味

北杜市 小渕沢町3485-1

0551-36-3719

1336

和色 GOHAN

北杜市 大泉町西井出8641-2

050-8884-3534

洋食
1337

鉄板ダイニング ヒッコリーファーム

北杜市 高根町清里3545

0551-48-4825

1338

わんちゃんと入れるレストラン サムズキッチン

北杜市 大泉町西井出8240-5294

0551-38-1142

1339

プチホテル＆レストラン オールドエイジ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2341

1340

しらゆり

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2517

1341

コジシタ八ヶ岳

北杜市 大泉町西井出8353-1

0551-38-3070

1342

レ・プラ・ドゥラ・テール 美味小舎

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3405

1343

レストランルマリアージュ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3405

1344

カントリーキッチン ロビン

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3155

1345

グランレストラン ルミエール

北杜市 高根町清里3545-1 清里の森

0551-48-4822

1346

あけの農さん物直売所レストラン（有限会社アグリマインド）

北杜市 明野町上手11928-1

0551-25-5830

1347

まきばレストラン

北杜市 大泉町西井出8240-1

0551-38-4600

1348

Joshua Tree

北杜市 長坂町大井ヶ森1045-12

0551-30-7656

1349

八ヶ岳俱楽部

北杜市 大泉町西井出8240-2594

0551-38-3395

1350

萌木の村 ROCK

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2521

1351

レストラン葉凪（ハナ）

北杜市 大泉町西井出8240-7550

0551-38-1587

1352

清泉寮 本館レストラン

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2114

1353

暖炉レストラン ターシャ

北杜市 明野町上手11588

0551-25-4129

1354

グラタン専門店 アミ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3388

1355

Royal Hotel 八ヶ岳

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

1356

こぶダイニング

北杜市 小淵沢町上笹尾3203-3

0551-30-9253

1357

カントリーグリル・やまの時間

北杜市 高根町清里3570-1

0551-48-3166

1358

Ke Piatto

北杜市 高根町清里3545-241

080-4077-5930

1359

ランチと自家製ケーキ キャロル

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2520

1360

三郎屋

北杜市 小淵沢町10123-3

0551-36-4372

中華料理
1361

中華料理 ファミリーチャイナ

北杜市 高根町清里3545-178

0551-48-4366

1362

中国家庭料理 安晏

北杜市 高根町東井出4986-1115

0551-47-5099

1363

照坊ず

北杜市 長坂町小荒間1913-25

0551-32-2676

1364

スパティオ小淵沢 山水樓 龍淵

北杜市 小淵沢町2968番地1

0551-36-6111

1365

バーミヤン 須玉インター

北杜市 須玉町若神子字小林3124-1

0551-20-6177

1366

Royal Hotel 八ヶ岳 「桃源」

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

1367

HUKU笑i

北杜市 大泉町西井出8240-3559

070-4381-0016

ラーメン・餃子
1368

ラーメン一心

北杜市 武川町三吹1734

0551-26-2655

1369

味の なりたや

北杜市 須玉町若神子2772-1

0551-42-4217

1370

ゆめの屋

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3677

うどん・そば
1371

そば処 藤乃家

北杜市 大泉町西井出2112

0551-38-3370

1372

平打蕎麦 やつこま

北杜市 高根町箕輪700-10

0551-47-5888

1373

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

1374

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

1375

お食事処 泉

北杜市 長坂町白井沢3573-295

0551-32-2467

1376

翁

北杜市 長坂町中丸2205

0551-32-5405

1377

楽しい売店

北杜市 白州町台ケ原620-2

0551-35-5177

1378

清里レストラン睦

北杜市 高根町清里3545-2411

0551-48-3068

1379

延命そば

北杜市 小淵沢町2968-1

0551-36-6121

1380

白州手打ち蕎麦 くぼ田

北杜市 白州町台ケ原2273

0551-35-5335

1381

そば屋 伝ベエ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2047

1382

PAUSE

北杜市 小淵沢町上笹尾3215-12

0551-45-8415

1383

蕎麦 Hajime

北杜市 小淵沢町上笹尾3332-1223

050-3550-0423

1384

雁川

北杜市 小淵沢町2969-1

090-8851-1848

1385

田舎そば 米村

北杜市 高根町清里3545-328

0551-48-5550

1386

食彩工房 雅

北杜市 小淵沢町2045

0551-36-2072

カフェ・スイーツ
1387

昼のふくろう

北杜市 大泉町谷戸8688-2

0551-38-1511

1388

フランス菓子 ドゥ・ミール

北杜市 明野町浅尾5259-210

0551-25-2889

1389

メリーゴーランド カフェ

北杜市 高根町清里3545 萌木の村

0551-48-3741

1390

フランス菓子 シャンペトル

北杜市 小淵沢町上笹尾3332-1081

0551-36-5882

1391

モコカフェ

北杜市 大泉町西井出8240-370

0551-45-7652

1392

dots Coffee Roasters

北杜市 長坂町小荒間５０－１７

0551-45-9385

1393

ケルン

北杜市 白州町鳥原2913-228

0551-35-4110

1394

カフェアンドごはん 空

北杜市 高根町東井出4986-885

0551-45-9610

1395

台ヶ原珈琲

北杜市 白州町台ケ原2215

090-3435-8526

1396

cafe kiana

北杜市 須玉町若神子519-3

0551-42-5567

1397

cafe Boo

北杜市 高根町清里3545-3562

0551-48-5055

1398

ももいちごかふぇ

北杜市 高根町下黒沢1554-1

080-6899-0001

1399

マルサマルシェ 八ヶ岳店

北杜市 小淵沢町129-1

0551-35-9203

1400

八ヶ岳シフォン工房 月のひるね

北杜市 大泉町西井出8240-6333

0551-45-7094

1401

DECO BOTANICAL

北杜市 武川町柳澤3022-9

0551-45-9795

1402

自家焙煎珈琲豆の店「彩香房」

北杜市 小淵沢町上笹尾3261-134

0551-36-5519

1403

エイト・マーケット

北杜市 高根町清里3545-1422

0551-45-6967

1404

Cafe karfa

北杜市 大泉町西井出8666-3

080-7533-9242

1405

スイートプラザ エストエスト

北杜市 長坂町大八田160

0551-32-8122

1406

フルール

北杜市 大泉町西井出 8240-816

0551-38-3158

1407

BOOKS＆CAFE

北杜市 小淵沢町129-1

0551-36-5126

1408

nakamise cafe-pot

北杜市 高根町五町田609

0551-47-2044

1409

Royal Hotel 八ヶ岳 「ブルーモーメント」

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

1410

洋菓子工房 ふらんす屋

北杜市 長坂町坂上条1511-73

0551-32-5616

1411

イエスベーグル YES！BAGEL

北杜市 白州町白須259-1

080-5482-9696

1412

郭公

北杜市 小淵沢町10105-4

0551-36-4158

1413

9 softcream

北杜市 小淵沢町10149-10

050-3573-9939

1414

麓ジェラート

北杜市 白州町横手2111

070-3669-0789

1415

Caramel house

北杜市 高根町東井出4986-999

090-3384-9191

1416

Komaki Vineyard ワインカフェ メルル

北杜市 小淵沢町8033-1

0551-36-5188

1417

S-book cafe mooon.

北杜市 高根町上黒澤841-1

050-7116-5435

1418

TEAM SHERPA
Marina Blu

北杜市 高根町上黒澤1123
北杜市 小淵沢町129-1 星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳プール イル
マーレ内

090-2598-2234

1419
1420

アン・グーテ・ア・ラ・カンパーニュ

北杜市 高根町清里3545-265

0551-48-5633

055-225-5156

ファストフード
1421

清泉寮ジャージーハット

北杜市 高根町清里3545

0551-48-4441

1422

ベジビエ リゾナーレ八ヶ岳店

北杜市 小淵沢町129-1 ピーマン通り

0551-30-7539

1423

STANDARDPIZZA 八ヶ岳

北杜市 武川町山高3113-1

0551-45-8772

フレンチ・イタリアン
1424

サラダボウルキッチン 白州べるが

北杜市 白州町白須8056

0551-35-3153

1425

TRATTORIA tadarico

北杜市 高根町東井出634-1

0551-47-6266

1426

パスタ＆ピザ ガーデンマジョラム

北杜市 小淵沢町1558-5

0551-36-4620

1427

LE PIONNIER

北杜市 大泉町西井出8240-8306

0551-45-6823

1428

ハーベストテラス八ヶ岳

北杜市 小淵沢町4869-1

0551-36-8100

1429

クッチーナ イタリアーナ 幸せのかけら

北杜市 高根町村山東割2309-13

0551-45-9352

1430

イタリア料理 ミロ清里

北杜市 高根町清里3545-1

0551-48-3737

1431

ふらここ食堂 Fracoco Italian

北杜市 大泉町谷戸3589

0551-45-7227

1432

PAN TON TOMATO

北杜市 明野町浅尾5259-212

0551-45-6768

1433

ロトンド小淵沢

北杜市 小淵沢町2968-1 道の駅こぶちさわ内

0551-30-7612

1434

Casa あき

北杜市 高根町村山北割3304

0551-30-4002

1435

レストラン アンソレイユ

北杜市 小淵沢町10258-5

080-5544-3075

1436

レストラン メルローズ

北杜市 武川町三吹2140-29

0551-26-3167

1437

Restaurant 亜絲花

北杜市 長坂町小荒間2004-5

0551-32-6835

1438

スパゲッティ こぱぞう

北杜市 大泉町西井出8240-233

0551-30-7929

1439

おいしい学校 ぼのボーノ

北杜市 須玉町下津金3058

0551-20-7300

1440

qui CUCINA ITALIANA

北杜市 大泉町西井出8240-8391

0551-45-6198

1441

Terroir 愛と胃袋

北杜市 高根町長澤414

0551-30-9199

居酒屋
1442

杏’S（あんず）

北杜市 明野町上手2093

0551-25-2323

1443

呑み処あるじ

北杜市 小淵沢町8127-2

0551-36-3800

1444

魚 ZENZOW

北杜市 大泉町西井出8240-6989

0551-38-3077

1445

居酒屋 飛天

北杜市 須玉町若神子3957-7

0551-20-6113

1446

さの屋

北杜市 高根町箕輪1144

0551-47-4181

1447

Royal Hotel 八ヶ岳 「風林火山」

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

1448

炭火処 心粋

北杜市 大泉町西井出8240-7540

0551-37-6128

バー・スナック
1449

ラウンジ シルク

北杜市 小渕沢町1029-4

0551-36-5664

焼肉
1450

焼肉レストラン とよしげ

北杜市 村山東割2359-8

0551-20-7070

1451

焼肉 花梨

北杜市 小淵沢町6137

0551-36-4646

1452

焼肉 但馬家幸之助 小淵沢店

北杜市 小淵沢町1549-5

0551-20-5400

1453

かつみ 食堂

北杜市 小淵沢町上笹尾3600

0551-36-2450

1454

肉ダイニング 天

北杜市 長坂町小荒間2037-27

0551-32-0010

株式会社shindo

各国料理
1455

アジア屋台ごはん 五五吉食堂

北杜市 小淵沢町10150-1

0551-45-8365

1456

アウル

北杜市 長坂町富岡1-1

090-1842-9317

1457

Irish Pub BULL&BEAR

北杜市 大泉町谷戸5729-34

0551-38-3450

1458

mountain＊mountain w/cafe flat

北杜市 長坂町日野491-7

0551-45-6797

ファミリーレストラン
1459

清泉寮ファームショップ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-4888

1460

ガスト 須玉インター

北杜市 須玉町若神子1908-1

0551-20-6009

定食・食堂

1461

道の駅はくしゅう カモシカ食堂

北杜市 白州町白須1308

0551-20-4711

1462

白州・尾白の森名水公園 べるが 白州庵

北杜市 白州町白須8056

0551-35-2800

1463

道の駅南きよさと レストランほたる

北杜市 高根町長沢760

0551-20-7224

1464

八ヶ岳PA（下り線）フードコート

北杜市 長坂町大八田6811-155

0551-32-3741

1465

八ヶ岳PA（上り線）甲斐路亭

北杜市 長坂町大八田6817-1

0551-32-3740

1466

成駒屋

北杜市 長坂町長坂上条2575-118

0551-32-2459

1467

ポレポレ

北杜市 大泉町西井出8240-5006

0551-38-0553

1468

ダイニングカフェ DERRA

北杜市 大泉町西井出8240-4910

0551-35-9000

1469

観音坂 食堂

北杜市 高根町村山東割2359-2

0551-47-3098

1470

峯の茶屋

北杜市 高根町清里3545-312

0551-48-2028

1471

キッチン ハートランド

北杜市 小淵沢町上笹尾3231-4

0551-36-6162

1472

味藤

北杜市 長坂町大八田6200-7

0551-32-2948

1473

ニュー あづま

北杜市 須玉町比志6476

0551-45-0611

1474

村松物産展

北杜市 須玉町比志6498

0551-45-0027

1475

コミュニティカフェ たんぽぽ食堂

北杜市 長坂町大八田3913

0551-45-6890

1476

食堂 かつ味

北杜市 高根町村山北割3089-1

0551-47-4564

1477

高原食堂

北杜市 高根町清里3545-6001

0551-48-4489

1478

霧 亭

北杜市 大泉町西井出8240-5078

0551-38-2567

1479

桔梗屋東治郎小淵沢店（ほうとう・そば長寿村権六 小淵沢店）

北杜市 小淵沢町2976

0551-45-9333

1480

お食事処やまよし

北杜市 小淵沢町7393-5

0551-36-2263

1481

レストハウス八ガ岳

北杜市 高根町清里3545-208

0551-48-2917

1482

むすびのえん 八ヶ岳本店

北杜市 大泉町西井出8240-5342

080-1356-4333

1483

家庭の味 おもに

北杜市 大泉町西井出8240-3376

0551-45-8433

1484

自然屋

北杜市 大泉町谷戸5471

080-5387-6350

1485

Bench

北杜市 長坂町長坂上条2533-24

0551-45-8875

1486

釜めし まこと

北杜市 高根町清里3545-5864

0551-48-2442

その他
1487

Organiccafeごぱん

北杜市 大泉町西井出8240-1677

0551-38-0372

1488

甲斐駒カントリークラブ

北杜市 武川町黒澤2149-8

0551-26-3331

1489

レストラン サンダンス

北杜市 大泉町西井出8240-1

0551-48-4111

1490

清里ベーカリー

北杜市 大泉町西井出8240-1

0551-48-4111

1491

レストラン どんぐり

北杜市 大泉町西井出8240-1842

0551-45-7885

1492

レストラン じんぐう

北杜市 白州町鳥原2174

0551-35-2637

1493

北の杜カントリー倶楽部 倶楽部ハウスレストラン

北杜市 長坂町中島4402

0551-32-1111

1494

ホテル北の杜

北杜市 長坂町中丸4391

0551-32-1133

1495

レストラン丘の公園

北杜市 高根町清里3545-5

0551-48-3458

1496

ペンション ゴリー

北杜市 高根町浅川７６６－６

0551-48-4500

1497

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部

北杜市 須玉町江草3072

0551-42-1011

1498

Teppan Dining onigawara

北杜市 大泉町西井出8240-5039

0551-38-4030

甲斐市
和食・寿司
1499

飛梅鮨

甲斐市 島上条1758-1

055-228-066

1500

割烹 大増

甲斐市 西八幡3590

055-276-7925

1501

魚竹寿司

甲斐市 玉川93-4

055-276-2261

1502

本格炭火焼 うなよし

甲斐市 篠原2668-3

055-276-5544

1503

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

1504

有限会社 ぶう亭

甲斐市 西八幡4398

055-279-1129

1505

深川

甲斐市 名取656-1

055-276-8021

1506

由樹

甲斐市 志田402-1

0551-28-4427

1507

彩食健味 百屋

甲斐市 西八幡2189-1

055-276-6665

1508

うなぎ割烹しげ政

甲斐市 西八幡3784-4

055-276-8900

1509

日本料理 すずこう 鈴木幸廣

甲斐市 長塚81-7

055-277-9290

1510

ふたば寿司

甲斐市 龍地6665-1

0551-28-2401

1511

すし 礎

甲斐市 下今井2763

0551-28-7009

1512

季節Dining SIN

甲斐市 玉川1587-6

055-288-0102

1513

魚宝

甲斐市 万才150-3

055-276-2463

1514

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

1515

菊寿司

甲斐市 西八幡1187-14

055-276-5433

1516

弥助鮨 分店

甲斐市 西八幡719-1

055-276-4401

1517

さかもと

甲斐市 島上条2098-1

055-277-3301

1518

いち囲

甲斐市 龍地3028

0551-28-4466

1519

市場寿司

甲斐市 篠原2180

055-276-8919

1520

沢庵

甲斐市 龍地3579-8

0551-30-8222

1521

夢庵 甲府西

甲斐市 富竹新田2080

055-278-1451

1522

夢庵 敷島

甲斐市 中下条1212-1

055-277-7801

1523

にぎりの徳兵衛敷島店

甲斐市 中下条1957

055-277-9977

1524

升亭

甲斐市 竜王1044-1

055-276-8961

1525

和DINING 青山

甲斐市 長塚261-6

055-277-8788

1526

つる田

甲斐市 篠原1583-10

055-279-4030

1527

丸久ホテル 神の湯温泉株式会社

甲斐市 竜地17

0551-28-5000

洋食
1528

ブレーメン

甲斐市 大下条474-4

055-277-4951

1529

TheCAFE L.D.K

甲斐市 篠原274-1

055-268-3337

1530

紙ひこうき

甲斐市 長塚164-1 マルマンビル201

055-277-9880

1531

カフェレストラン ベルク

甲斐市 龍地3452

0551-20-3663

1532

ゼフィール

甲斐市 龍地4561

0551-28-1767

1533

ジャルダン アッシュ

甲斐市 島上条3070

055-267-2300

1534

カフェ・ド・セラヴィ

甲斐市 西八幡1536-1

055-279-8196

中華料理
1535

チャイナハウス龍健

甲斐市 龍地4319-1

0551-28-1020

1536

中華飯 竜平

甲斐市 篠原880-1 井上店舗1階

055-287-8804

1537

中華菜苑 裕裕

甲斐市 島上条2139-3

055-277-8900

1538

中華飯店 響

甲斐市 龍地3579-12

0551-28-7725

1539

中華料理 柳苑

甲斐市 中下条861-1

055-277-7781

1540

れすとらん 大清

甲斐市 龍地6657-3

0551-28-4129

1541

紅福酒家ラザウォーク甲斐店

甲斐市 志田柿木645-1

0551-45-8030

1542

中国家庭料理 桃 敷島店

甲斐市 中下条994

055-267-8058

ラーメン・餃子
1543

ラーメン NARU-TO

甲斐市 長塚164-1 マルマンビル1-103

055-277-7662

1544

らぁめん膳次郎竜王バイパス店

甲斐市 富竹新田1259-1

055-260-7017

1545

ラーメン熱人 G麺

甲斐市 玉川254-2

055-267-6208

1546

ラーメン専科 敷島店

甲斐市 長塚168-7

055-277-7746

1547

麺屋 我流

甲斐市 中下条975-1

090-7185-9319

1548

らーめん食堂れんげ 竜王店

甲斐市 竜王1284-1

055-279-8329

1549

くるまやラーメン双葉店

甲斐市 龍地4405-6

0551-28-7323

うどん・そば
1550

ことぶき 日本そば

甲斐市 富竹新田2241-10

055-276-1020

1551

SOBA Restaurant TOMATO

甲斐市 中下条2036-4

055-277-6517

1552

(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

1553

(株)甲州ほうとう小作 玉川店

甲斐市 玉川234

055-279-5555

1554

そば山菜洞 しを里

甲斐市 牛句3268-3

055-277-3356

1555

手打ちそば蔵

甲斐市 竜王38-2

055-276-3031

1556

麦秋庵

甲斐市 西八幡4403-4

055-269-5518

1557

純手打ちそば處 藤義

甲斐市 富竹新田460-4

055-279-3668

1558

畔柳

甲斐市 竜王1284-1

055-278-0788

1559

うどんのこいけや

甲斐市 竜王1045-1

055-279-0061

カフェ・スイーツ
1560

Cafe Links

甲斐市 西八幡4291-15

055-276-8601

1561

8cafe ラザーウォーク店

甲斐市 志田字柿木645-1

0551-30-7088

1562

TRAMP CAFE

甲斐市 富竹新田 2014－ 12

055-288-8349

1563

ミスタードーナツラザウォーク甲斐双葉ショップ

甲斐市 志田字柿木645-1

055-128-8825

1564

カフェ パパフェリース

甲斐市 西八幡1957-1

055-260-8815

1565

カフェ・ド・ビビアン

甲斐市 下今井2722-3

0551-28-7825

1566

サーティワンアイスクリーム ラザウォーク甲斐双葉店

甲斐市 志田字柿木645-1

0551-30-7031

1567

マクドナルド２０号竜王店

甲斐市 富竹新田1508-5

055-240-8561

1568

淡路島バーガー甲斐敷島店

甲斐市 島上条630

080-1166-9574

1569

吉野家甲府バイパス竜王店

甲斐市 冨竹新田1280

055-260-7533

1570

モスバーガー敷島山の手通り店

甲斐市 中下条2030-1

055-277-8381

1571

カレーハウスcoco壱番屋 甲府昭和インター店

甲斐市 富竹新田1645-2

055-279-9331

1572

マクドナルド ラザウォーク甲斐双葉店

甲斐市 志田字柿木645-1

0551-45-8424

ファストフード

フレンチ・イタリアン
1573

Bottega di yuri

甲斐市 大下条978-5

090-7210-9335

1574

キングスウェル

甲斐市 下今井2446

0551-20-0072

1575

リストランテ・ロマーニャ

甲斐市 篠原2882-3

055-279-7456

1576

グラッチェガーデンズ 双葉響が丘

甲斐市 龍地3594-4

0551-28-8233

1577

クチーナイタリアーナセソンローゼ

甲斐市 龍地3579-13

0551-45-6809

1578

トラットリア イタリアン SITILI菜

甲斐市 竜王新町219-7

055-276-4567

1579

ビストロ La Pomme

甲斐市 中下条14

055-277-6500

1580

誓いの丘 イストアール

甲斐市 下今井2880

0551-28-8000

居酒屋
1581

べっぴん

甲斐市 中下条50-5 赤澤ビル1-2

055-270-0864

1582

串焼処 串亭 福よし

甲斐市 篠原3231-3

055-276-7788

1583

居酒家 たーち

甲斐市 西八幡3707-2

055-242-6955

1584

古民家ダイニング 沙和菜

甲斐市 西八幡4069-1

055-276-1670

1585

手作り料理 旨い酒 清りゅう

甲斐市 玉川476-3

055-279-0117

1586

とりあえず吾平 甲府竜王店

甲斐市 富竹新田1185

055-230-6736

1587

焼き鳥とんちゃん

甲斐市 西八幡1843-1

055-279-3037

1588

ままごとや

甲斐市 長塚77-1

055-277-8141

1589

酒処 肴

甲斐市 竜王新町1272-2

055-279-2633

1590

酒場 わだち

甲斐市 長塚164-1 マルマンビル102

055-244-2654

1591

やきとりの扇屋 山梨敷島店

甲斐市 中下条1605-1

055-267-2515

1592

海鮮酒房さけくら

甲斐市 西八幡1828-13

055-279-1999

1593

居酒屋 瓢箪

甲斐市 下今井173

0551-28-6848

1594

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

1595

鳥かん

甲斐市 西八幡2355 スタータウンビル106

070-2497-1016

1596

食彩、ふじ

甲斐市 龍地3296-3

0551-45-8808

バー・スナック
1597

スナック 金杯

甲斐市 万才139-1 A店舗

090-3498-1692

1598

ラウンジ 白い猫

甲斐市 篠原3044-5

055-278-2220

焼肉
1599

牛角 響が丘店

甲斐市 龍地3571-1

0551-28-8200

1600

プルコギレストラン 秘仙

甲斐市 中下条1320-1

055-277-5959

1601

焼肉 もう家

甲斐市 中下条657-5

055-277-8429

1602

甲斐武

甲斐市 長塚6-4

055-277-7144

1603

えがお屋 竜王店

甲斐市 玉川1519-2

055-260-6522

1604

焼肉 火焔

甲斐市 龍地4442

0551-30-8889

1605

焼肉四季

甲斐市 竜王１１５５－１

055-276-8696

1606

焼肉ジュゲン

甲斐市 玉川172-1

055-269-8929

1607

新世館双葉店

甲斐市 竜地4525-1

0551-28-3192

各国料理
1608

SPICEKITCHEN BIN-DU

甲斐市 西八幡2355 スタータウンビル104

055-288-0422

1609

食卓 Labo 88

甲斐市 下今井2707-1 スコール赤坂D号

0551-45-8871

ファミリーレストラン
1610

ガスト 竜王

甲斐市 富竹新田1300-1

055-260-4512

1611

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

1612

ビッグボーイ甲府竜王店

甲斐市 竜王1340-2

055-279-7270

1613

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

定食・食堂
1614

味処ほさか

甲斐市 竜王新町４６４－１

055-276-2527

1615

とんかつ とん平

甲斐市 篠原2011-6

055-279-0079

1616

ひょうきん亭

甲斐市 篠原4098

055-276-7515

1617

ふくや食堂

甲斐市 西八幡4100-2

055-276-2216

1618

大衆食堂 風来坊

甲斐市 玉川1404-4

055-276-4951

1619

旬菜キッチン のんちゃん

甲斐市 下今井933-1 三枝ビル2階

0551-30-7775

1620

孫悟空

甲斐市 中下条918-3

055-277-5919

1621

かつはな亭 甲斐竜王店

甲斐市 富竹新田字大明神河原 1714-1

055-244-7381

1622

オーガニックガーデンジャムス ひさご庵

甲斐市 中下条1724-1

090-6343-9965

1623

食彩 ぐう

甲斐市 龍地3296-3

0551-28-7855

1624

れもん亭

甲斐市 篠原2746-12

055-276-1501

1625

食事処 藤弥

甲斐市 西八幡312

055-276-8943

1626

あさひや

甲斐市 富竹新田335

055-276-2806

その他
1627

農事組合法人 ゆうのう敷島

甲斐市 牛句3294

055-267-0831

1628

アピオセレモニーホール 甲府北

甲斐市 牛句88

055-233-6111

1629

中央道 双葉サービスエリア下り線 レストラン山交

甲斐市 龍地2630

0551-28-4035

1630

中央道 双葉サービスエリア下り線 レストラン山交 フードコート

甲斐市 龍地2630

0551-28-4035

1631

中央道 双葉サービスエリア下り線 レストラン山交 パン工房

甲斐市 龍地2630

0551-28-4035

1632

中央道 双葉サービスエリア下り線 レストラン山交 第２スナック

甲斐市 龍地2630

0551-28-4035

1633

ステーキガスト 竜王

甲斐市 富竹新田1364-1

055-260-4557

1634

道とん堀 響ヶ丘店

甲斐市 龍地3316

0551-28-8778

1635

株式会社甲斐ヒルズカントリー倶楽部

甲斐市 団子新居1927-4

0551-23-0222

1636

心の駅 了庵

甲斐市 万才686-2

080-1033-1317

1637

ビッグエコー 敷島店

甲斐市 中下条991-1

055-277-1515

笛吹市
和食・寿司
1638

朝日屋

笛吹市 御坂町栗合104

055-262-3245

1639

割烹 味道

笛吹市 一宮町末木270-5

0553-47-3241

1640

椀・さし いなほ

笛吹市 石和町川中島465-1 斎藤店舗

055-244-3321

1641

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

1642

末広寿司

笛吹市 石和町川中島1037

055-263-0105

1643

八代家

笛吹市 八代町南566-7

055-265-2401

1644

旭 寿し

笛吹市 八代町米倉299-1

055-265-1171

1645

杉 寿司

笛吹市 石和町川中島137

055-262-4414

1646

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

1647

鶴山寿司

笛吹市 御坂町成田2721-1

055-262-7721

1648

割烹居酒屋 愛作

笛吹市 石和町川中島1607-100

055-263-5893

1649

薬石の湯 瑰泉

笛吹市 石和町四日市場1679

055-262-1830

1650

寿し正

笛吹市 境川町石橋2057

055-266-5800

1651

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

1652

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

1653

割烹 八起

笛吹市 石和町川中島27-1

055-263-7718

1654

鮎川寿し

笛吹市 石和町川中島509-2

055-262-4444

1655

糸 寿司

笛吹市 石和町川中島1607-222

055-262-4518

1656

広 寿司

笛吹市 春日居町桑戸630

0553-26-2333

1657

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

1658

季彩 やなぎ

笛吹市 八代町南868

055-265-3233

1659

割烹 湯元

笛吹市 一宮町中尾253-3

0553-47-0005

1660

割烹 桃山

笛吹市 石和町八田43

055-262-7517

1661

五葉松

笛吹市 境川町藤垈2528

055-266-3301

1662

うまいもん処 榎

笛吹市 石和町川中島1607-31

055-262-2254

1663

夢庵 石和松本

笛吹市 石和町松本846-2

055-261-7155

1664

藍屋 石和

笛吹市 石和町四日市場1782-1

055-263-3082

1665

有限会社日の出温泉

笛吹市 春日居町鎮目1646

0553-26-2454

1666

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

1667

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

1668

寿司鉄

笛吹市 八代町南1189-1

055-265-3921

1669

食事処 相馬

笛吹市 一宮町中尾228-1

090-5436-4001

1670

有限会社 割烹 石

笛吹市 御坂町栗合116

055-263-7752

1671

旅館 㐂仙

笛吹市 石和町川中島482

055-262-2404

1672

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

1673

寿し料理 花田

笛吹市 石和町八田41-1

055-262-0202

1674

五反田

笛吹市 春日居町桑戸645-1

0553-26-3314

1675

つるや鮨

笛吹市 石和町井戸76-3

055-263-1846

1676

ホテル平安

笛吹市 石和町川中島538

055-263-5811

1677

お食事処 笛吹

笛吹市 一宮町田中1574

0553-47-2323

1678

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

1679

酒肴ぼたん

笛吹市 石和町川中島228-3

055-262-6619

洋食
1680

レストラン カウボーイ

笛吹市 一宮町坪井161-1

055-347-1358

1681

心音Kitchen

笛吹市 石和町井戸81-1

055-262-9711

1682

レストラン ピーチ・ドール

笛吹市 一宮町末木357-2

0553-47-2800

1683

SOLATIO

笛吹市 石和町上平井436-7

080-5480-5909

1684

レストラン にしき

笛吹市 石和町駅前3-7

055-263-2452

1685

イオン石和店 ミール

笛吹市 石和町駅前16-1

055-263-9191

1686

石和健康ランド THE キッチン

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

中華料理
1687

大衆食堂 桑楽

笛吹市 春日居町桑戸384

0553-26-2104

1688

中国料理 北京

笛吹市 春日居町下岩下599-1

0553-26-4190

1689

中国料理 英華飯店

笛吹市 御坂町井之上1106

055-262-6614

1690

中国料理 満堂紅

笛吹市 春日居町小松1112-1

0553-26-6887

1691

中国料理 蘇州

笛吹市 御坂町上黒駒663-1

055-264-2105

1692

一宮蘇州

笛吹市 一宮町東原909-1

0553-47-1354

1693

石和健康ランド 中国料理 宝華

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

1694

台湾料理華龍

笛吹市 石和町井戸181-1

055-269-8886

1695

バーミヤン 甲斐一宮

笛吹市 一宮町東原12

0553-20-5310

1696

新中国料理

笛吹市 石和町市部789-98

055-262-6534

1697

ラーメン ユタカ

笛吹市 八代町南2892-1

055-265-3592

1698

ラーメン専科 御坂店

笛吹市 御坂町夏目原1140-1

055-263-0106

1699

らぁめん風神

笛吹市 石和町広瀬1374-28

055-263-3481

1700

めんや なないろ

笛吹市 春日居町桑戸632-1

090-1612-7716

1701

ラーメンどころ 燈 ともしび

笛吹市 石和町川中島498-4

055-263-2030

1702

ラーメン甲斐路

笛吹市 石和町広瀬1515-23

055-262-8622

1703

お好み焼き 一丁

笛吹市 石和町下平井105-5

055-262-0320

大三元

ラーメン・餃子

1704

らーめん食堂れんげ 石和店

笛吹市 石和町久保587番地5

055-261-1121

1705

麵屋かばちたれ

笛吹市 石和町川中島465

055-287-8009

1706

一丁ラーメン

笛吹市 石和町川中島79

055-263-2698

1707

ラーメン九州

笛吹市 一宮町末木604-45

0553-47-3565

1708

ラーメン専科 石和店

笛吹市 石和町松本788-1

055-262-0962

うどん・そば
1709

新宿甲州屋そば店

笛吹市 春日居町別田180-3

0553-26-5331

1710

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

1711

石和健康ランド そば処 和心

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

1712

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

1713

そば切り いしやま

笛吹市 石和町八田330-177

055-263-5381

カフェ・スイーツ
1714

cafe&dining ルフレ

笛吹市 石和町下平井126-3

055-209-0237

1715

ローズファーム

笛吹市 御坂町下黒駒1839-1

055-264-2271

1716

キッチン・カフェ そら

笛吹市 石和町下平井59-1

055-262-8887

1717

ヴァルトハイム

笛吹市 石和町唐柏388-2

055-263-7676

1718

Peach café なかにし

笛吹市 一宮町末木544-1

0553-47-1948

1719

ケルンコーヒーいちのみや店

笛吹市 一宮町塩田443-1

0553-47-0316

1720

marimo cafe&dining

笛吹市 石和町松本829-3

055-298-6458

1721

icci KAWARA COFFEE LABO

笛吹市 石和町松本829-4

055-262-2771

1722

マルサマルシェ 笛吹店

笛吹市 一宮町末木238

0553-47-4447

1723

石和健康ランド THE カフェ

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

1724

QUE PASA CAFFE

笛吹市 石和町唐柏586-2

055-263-8700

1725

サーティワンアイスクリーム MEGA・ドンキ・ホーテUNY石和店

笛吹市 石和町窪中島154

055-261-1631

1726

CAFE LA PAIX

笛吹市 石和町四日市場1728

055-209-2286

1727

農カフェ Couleur クルール

笛吹市 一宮町金田1223

0553-47-5899

1728

石わ しらと屋

笛吹市 石和町駅前8-13

080-4935-0707

1729

Carpe diem

笛吹市 石和町下平井581-1 本澤店舗3号

090-6046-1215

1730

山の焙煎所

笛吹市 一宮町末木677

0553-34-5305

1731

葡萄の里

笛吹市 石和町市部977-26

055-263-4866

1732

まるいわぶどう園 まるいわカフェ

笛吹市 八代町南4218

055-265-3998

ファストフード
1733

Yショップ 御坂有野店

笛吹市 御坂町栗合186-6

055-262-8865

1734

マクドナルド石和店

笛吹市 石和町四日市場1825

055-263-7645

1735

マクドナルドMEGAドン・キホーテUNY店

笛吹市 石和町窪中島154

055-261-2075

1736

イオン石和店 ロッテリア

笛吹市 石和町駅前16-1

055-263-9025

フレンチ・イタリアン
1737

トラットリアポルト

笛吹市 石和町井戸197

055-234-5256

1738

ワイナリーレストラン ゼルコバ

笛吹市 一宮町南野呂624番地

0553-47-4624

1739

レストラン・ザ・シャンブルズ

笛吹市 石和町東高橋252 ネオス・ミラベル内

055-207-2445

1740

フレンチ＆イタリアン RocKs

笛吹市 石和町駅前5-10

055-263-6993

1741

M.a.n.

笛吹市 石和町市部1059

055-207-3330

居酒屋
1742

食彩酒房 月のうさぎ

笛吹市 石和町駅前7-4

055-262-3730

1743

旬彩酒房 みつむら

笛吹市 石和町八田1-2

055-262-5333

1744

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

1745

炭火串焼 花いち

笛吹市 石和町唐柏135-2

055-262-0871

1746

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

1747

お食事処 まさる

笛吹市 石和町唐柏206-4

055-263-5338

1748

定食酒場 にばんや

笛吹市 石和町川中島1607-201

055-263-6575

1749

呑喰処 花翠蓮

笛吹市 石和町川中島1607-81

055-263-0013

1750

居酒屋 味祭

笛吹市 一宮町本都塚204-1

0553-39-9775

1751

さらしな

笛吹市 石和町市部789-67

055-262-6676

1752

やきとり かごめ

笛吹市 石和町四日市場1613

055-263-3905

1753

居酒屋 ちーふ

笛吹市 御坂町成田1370

055-262-8158

1754

Isa和バル

笛吹市 石和町四日市場1751

055-288-8575

1755

田舎料理 古今亭

笛吹市 石和町川中島78-1

055-262-2627

1756

魚民 石和店

笛吹市 石和町四日市場1655 1階

055-262-4388

1757

居酒屋 勝っちゃん

笛吹市 御坂町栗合157-11

055-263-3958

1758

居酒屋 みなみ

笛吹市 八代町南378-7

055-265-4964

1759

居酒屋 庵～いおり～

笛吹市 石和町四日市場1728-1

055-262-8235

1760

石和健康ランド 居酒屋 河童

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

1761

尽屋

笛吹市 御坂町井之上1432

055-225-6288

1762

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

1763

炭火焼き鳥 DARUMA

笛吹市 一宮町竹原田1824-6

0553-47-4194

1764

居酒屋 お多福

笛吹市 石和町四日市場1731-1

055-262-3786

1765

居酒屋 政

笛吹市 石和町川中島92-2

055-262-5074

1766

居酒屋 仙吉

笛吹市 石和町四日市場569-1

055-262-8919

1767

酒処 しゃれ

笛吹市 御坂町成田1403-2

055-242-6822

1768

Casual Dinig 美彩

笛吹市 石和町川中島438-1

090-3241-4870

1769

居酒屋 いちさんはち

笛吹市 一宮町国分1096-2

0553-47-3138

1770

味市場 「一心」

笛吹市 石和町川中島91-1

055-262-8115

1771

居酒屋 和楽

笛吹市 石和町松本917-2 磯ビル

080-3699-7666

1772

カラオケBOX 居酒屋 潤

笛吹市 石和町川中島57-1

055-287-6432

1773

居酒屋 えきまえ

笛吹市 石和町駅前13-1

055-262-3898

1774

食いもの処 欅

笛吹市 御坂町下野原1172

055-263-5514

1775

居酒屋 扇

笛吹市 石和町四日市場1810

090-4953-5886

1776

居酒屋 白川

笛吹市 石和町川中島481-3

055-263-1336

1777

和風居酒屋 魯山～ROZAN～

笛吹市 石和町四日市場1687-1

055-288-1422

バー・スナック
1778

いさわマルシェ

笛吹市 石和町八田330-94

055-225-4460

1779

エスポワール

笛吹市 石和町川中島90-1

055-262-0445

1780

ナイト＆デイ

笛吹市 石和町川中島92-3

090-5331-7665

1781

サパークラブ 朱里

笛吹市 石和町川中島28-1

055-263-0992

1782

ホテル春日居 ワインバーイタリアン

笛吹市 春日居町小松855

0553-20-2000

1783

ゆかいなばー Bestie

笛吹市 春日居町国府402

0553-34-8224

1784

スナック めだか

笛吹市 石和町川中島1607-81

055-263-4208

1785

キララ

笛吹市 石和町川中島1037

055-263-2464

1786

Bar de Ojar

笛吹市 一宮町金田1152

0553-47-4708

1787

Maret

笛吹市 石和町川中島91-1

090-9829-0890

1788

ロック酒場 飛行亭

笛吹市 石和町八田4-3

電話なし

1789

詩季彩

笛吹市 石和町川中島74

055-263-2403

1790

スナック クール

笛吹市 石和町川中島42-1

055-262-7027

1791

Shot bar 宴 ～Utage～

笛吹市 石和町川中島465-1

080-3362-5992

1792

スナック美幸

笛吹市 石和町川中島481-3

080-1264-8207

1793

スナック JASMINE

笛吹市 石和町松本917-2 磯ビル

055-263-9777

1794

きらきら星

笛吹市 一宮町田中1263-1

080-6505-3000

1795

はんなり

笛吹市 石和町川中島465-1

090-7214-1129

1796

すなっく ニューホワイト

笛吹市 石和町川中島91-1

055-263-8990

1797

ニュークラブ マドンナ

笛吹市 石和町川中島74-1

055-242-9090

1798

すなっく 薔薇の木

笛吹市 石和町川中島79-1

055-263-5033

焼肉
1799

焼肉 いっとう家

笛吹市 春日居町熊野堂291

0553-26-5529

1800

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

1801

ぼくり石和店

笛吹市 石和町四日市場2031-33

055-263-4129

1802

炭火焼肉 野・野

笛吹市 春日居町小松855-81

0553-26-2178

1803

牛角 石和店

笛吹市 石和町広瀬1195-62

055-230-5129

1804

大東園 石和店

笛吹市 石和町窪中島109-1

055-263-5800

1805

焼肉ハウス新羅

笛吹市 石和町四日市場1853－1

055-228-1111

1806

新世館 石和店

笛吹市 石和町窪中島86-4

055-263-2989

1807

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

1808

焼肉紫雲

笛吹市 御坂町井之上840-2

055-287-7818

各国料理
1809

タージマハル

笛吹市 石和町四日市場1814

055-215-6976

1810

ガスト 石和駅前通

笛吹市 石和町窪中島101

055-261-5012

1811

ジョナサン 石和

笛吹市 石和町四日市場1746-1

055-261-5046

1812

ココス石和店

笛吹市 石和町窪中島 113-1

055-234-5204

ファミリーレストラン

定食・食堂
1813

長寿村 権六

笛吹市 石和町上平井819

055-261-1133

1814

水琴茶堂 一宮店

笛吹市 一宮町坪井1928

0553-47-5500/0553-47-3700

1815

ITALIAN TOMATOCLUB

笛吹市 石和町上平井451-4

0555-28-5228

1816

定食屋さん 千

笛吹市 御坂町井ノ上832-1 ピュアコート101

055-263-6343

1817

味馬車

笛吹市 御坂町下野原1152-1

055-262-7215

1818

カフェナナカラ

笛吹市 一宮町狐新居 123-1

0553-37-4744

1819

食事処 やまき

笛吹市 八代町南3857

055-265-3537

1820

食事＆CAFE とみー

笛吹市 御坂町栗合72

055-262-4818

1821

境川PA（上り線）スナックコーナー

笛吹市 境川町藤垈3556-2

055-266-3411

1822

釈迦堂PA（下り線）フードコート

笛吹市 一宮町千米寺739

0553-47-1017

1823

元禄

笛吹市 御坂町金川原255の3

055-263-5122

1824

こくぶ亭

笛吹市 一宮町国分482

0553-47-2951

1825

有）三心亭おいがた

笛吹市 春日居町鎮目747-1

0553-26-2255

1826

石和温泉

笛吹市 石和町市部1091-2

055-262-3441

1827

からやま山梨石和店

笛吹市 石和町四日市場1745

055-267-7276

1828

里の駅いちのみや

笛吹市 一宮町東原65

0553-39-8000

1829

石和健康ランド 大広間

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

1830

天ぷら とんかつ みしな

笛吹市 一宮町坪井204-12

0553-47-3074

1831

食事処 かなめ

笛吹市 石和町河内182-2

055-263-2233

1832

大和食堂

笛吹市 御坂町下野原1154

055-262-4540

1833

ひさご食堂

笛吹市 御坂町下野原1192

055-262-5289

1834

味処 みや川

笛吹市 御坂町成田805

055-262-3807

1835

スパランドホテル内藤 大広間 レストラン

笛吹市 石和町四日市場1690

055-262-7001

1836

御食事処 竹春

笛吹市 一宮町市之蔵613-1

0553-47-3552

1837

きっちん 成田

笛吹市 御坂町成田1127-1

055-262-4698

1838

男の厨房

笛吹市 一宮町末木628-1

0553-47-3327

1839

あたりや食堂

笛吹市 御坂町栗合178-1

055-262-3027

1840

天ぷらとんかつ ほさか

笛吹市 石和町市部1182-7

055-263-8592

宴会場
1841

ホテル春日居

笛吹市 春日居町小松855

0553-20-2000

1842

ホテル 花京

笛吹市 石和町川中島116

055-263-4455

1843

華やぎの章甲斐路

笛吹市 石和町川中島1607番地40

055-262-7373

1844

華やぎの章慶山

笛吹市 石和町市部 822

055-262-2161

1845

石和びゅーほてる

笛吹市 石和町川中島1607

055-262-4425

1846

ホテル花いさわ

笛吹市 石和町松本1409

055-262-4166

1847

春日居びゅーほてる

笛吹市 春日居町鎮目178

0553-26-3811

1848

石和名湯館 糸柳

笛吹市 石和町駅前13-8

055-262-3141

1849

くつろぎの邸 くにたち

笛吹市 石和町川中島410

055-263-2311

1850

旅館 深雪温泉

笛吹市 石和町市部822

055-262-4126

1851

ホテルうかい

笛吹市 石和町市部307

055-263-1010

1852

銘庭の宿 ホテル甲子園

笛吹市 石和町市部977-7

055-263-3211

1853

木創りの宿きこり竹林庭瑞穂 お食事処五葉

笛吹市 石和町川中島325

055-262-3794

1854

ホテル石庭

笛吹市 石和町窪中島587

055-262-4155

1855

ホテル八田 お食事処

笛吹市 石和町川中島1607

055-262-3101

1856

銘石の宿 かげつ

笛吹市 石和町川中島385

055-262-4526

1857

ホテル古柏園

笛吹市 石和町市部822

055-262-5890

その他
1858

福寿

笛吹市 御坂町井之上845-4

055-261-2910

1859

浅間園

笛吹市 一宮町東新居600

0553-47-1240

1860

（株）見晴し園

笛吹市 一宮町土塚240

0553-47-2111

1861

山梨FUJIフルーツパーク

笛吹市 御坂町金川原888

055-262-7211

1862

アピオセレモニーホール 八代

笛吹市 八代町北3192

055-233-6111

1863

御坂農園グレープハウス

笛吹市 御坂町夏目原656-1

055-263-3111

1864

ガラシィインドレストラン

笛吹市 石和町川中島136-14

055-270-1322

1865

酒処家庭料理 ここ

笛吹市 八代町南3813-5

055-265-4437

1866

シャトレーゼホテル石和

笛吹市 石和町松本348-1

055-262-3755

上野原市
和食・寿司
1867

お食事処 あやの上野原本店

上野原市 上野原1709-1

0554-62-6262

1868

味処 桜扇

上野原市 コモアしおつ2-9-3

0554-66-4000

1869

藤寿司

上野原市 四方津2290

0554-66-2378

1870

上野原 江戸銀

上野原市 上野原4666

0554-63-3852

1871

十五夜本店

上野原市 上野原2004

0554-63-0062

1872

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

洋食
1873

合同会社 スローライフ

上野原市 上野原4006-8

0554-56-8058

1874

お好焼レストラン 紙ふうせん

上野原市 上野原4596

0554-63-4497

1875

ビストロ・ラント

上野原市 秋山7463

0554-56-2339

1876

ボンシェタカ

上野原市 松留293-5

0554-63-5005

1877

天龍

上野原市 上野原1684-1

0554-62-3180

1878

台湾料理 真味

上野原市 上野原1654-1

0554-62-5888

1879

なりたや

上野原市 上野原3586

0554-63-0275

1880

中華レストラン 魯美雲

上野原市 上野原1705-37

0554-63-2781

1881

Lovingデリカ食べチャイナ

上野原市 上野原2085 フレンドリーシティヤマトヤビル103

0554-67-9460

中華料理

ラーメン・餃子
1882

らーめん やまさん

上野原市 松留254-5

0554-63-2260

1883

来々軒

上野原市 上野原1154

0554-62-5898

1884

一徹ラーメン

上野原市 上野原2045-1

0554-63-2490

うどん・そば
1885

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

1886

羽置の里 びりゅう館

上野原市 西原 6931

0554-68-2100

1887

ふるさと長寿館

上野原市 棡原2374-9

0554-67-2910

カフェ・スイーツ
1888

H's CREAM

上野原市 野田尻710

0554-66-5000

1889

株式会社キャニー 談合坂レストラン（スイーツ）

上野原市 大野4943

0554-66-2111

ファストフード
1890

株式会社キャニー 談合坂レストラン（テイクアウト）

上野原市 大野4943

0554-66-2111

フレンチ・イタリアン
1891

Pizza Pino

上野原市 新田1000番地1

0554-63-2292

1892

あうん

上野原市 上野原1700 杉本ビル1F

090-8504-5045

1893

魚道

上野原市 上野原668

0554-63-0612

居酒屋

1894

izakaya いっちょ

上野原市 上野原1769-1

0554-63-2960

1895

酒食屋 しゃるまん

上野原市 上野原2076

0554-62-5981

1896

ひょうたん

上野原市 上野原2091

0554-63-2604

1897

海菜

上野原市 上野原1609

0554-63-3299

バー・スナック
1898

鼓和

上野原市 四方津1896-1

0554-66-2313

1899

ホタル

上野原市 上野原1705-21

080-7729-5050

焼肉
1900

上野原焼肉道場いっちょ

上野原市 松留288

0554-62-1512

1901

焼肉 佐藤

上野原市 上野原1769-1

0554-67-8080

ファミリーレストラン
1902

Cafe&Restaurant SIEG

上野原市 上野原3632

0554-63-2882

定食・食堂
1903

菓々茶寮 上野原店

上野原市 上野原1613

0554-63-5240

1904

珈琲屋 佐藤

上野原市 上野原1770

0554-63-2610

1905

御食事処 あき山

上野原市 秋山3944-1

0554-56-2500

1906

一福食堂

上野原市 新田1053

0554-63-0636

1907

お食事処 おがわ

上野原市 上野原3241

0554-63-0016

1908

季節料理 王の入園

上野原市 秋山8190

0554-56-2951

宴会場
1909

民宿 三頭山荘

上野原市 西原５０６７

0554-68-2248

1910

合資会社 大西商店

上野原市 上野原2009

0554-63-0039

その他
1911

風林亭

上野原市 八ツ沢1380-1

0554-63-5585

1912

伊勢屋

上野原市 上野原3239

0554-63-0256

1913

株式会社キャニー 談合坂レストラン（デリカ）

上野原市 大野4943

0554-66-2111

1914

株式会社キャニー 談合坂レストラン（ベーカリー）

上野原市 大野4943

0554-66-2111

甲州市
和食・寿司
1915

おさかな屋きたいさん

甲州市 塩山下於曽1615

0553-33-7225

1916

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

1917

割烹 山清

甲州市 塩山上井尻511-1

0553-33-2138

1918

御食事処 居酒屋 味里

甲州市 塩山下於曽1345-4

0553-32-1618

1919

旬彩和創 清水亭

甲州市 勝沼町山128-2

0553-44-5354

1920

あし川 分店

甲州市 勝沼町勝沼3021

0553-44-0177

1921

お好み焼き 美芳

甲州市 塩山下塩後523-3

0553-32-0319

1922

手作り料理 かざま

甲州市 勝沼町小佐手1121

0553-44-3358

1923

大衆割烹 すゞ菜

甲州市 塩山下於曽1504-1

0553-33-8233

1924

お食事処 おの屋

甲州市 塩山上萩原591

0553-33-4303

1925

釣魚料理 海

甲州市 塩山上於曾870-1

0553-33-8182

1926

とん作

甲州市 塩山上於曾1119

0553-33-4240

1927

料亭 ぶどうの章

甲州市 勝沼町藤井 280-3

055-262-2210

1928

夢庵 塩山

甲州市 塩山上塩後297-1

0553-33-7261

1929

Washoku 大澤

甲州市 塩山上於曽1729

090-5215-2996

1930

割烹 あし川

甲州市 塩山上於曾1094

0553-33-4455

1931

かど柳

甲州市 塩山三日市場2294

0553-33-4264

1932

寿司・割烹 魚活

甲州市 塩山上於曽1748-9

0553-33-4638

1933

一休庵

甲州市 塩山小屋敷2289-2

0553-32-1919

洋食
1934

ナチュラルカフェ

甲州市 塩山上萩 原 3127

0553-34-8334

1935

甲州市勝沼ぶどうの丘（展望ワインレストラン）

甲州市 勝沼町菱山5093

0553-44-2111

1936

レストラン シャンモリ

甲州市 勝沼町下岩崎1453

055-344-5556

1937

ラストパラダイス

甲州市 塩山熊野１４１３－４

0553-32-1941

1938

グリル＆ワイン

甲州市 塩山上於曽1761－4

0553-32-4122

中華料理
1939

勝沼飯店

甲州市 勝沼町勝沼981

0553-44-1500

1940

御食事 あまの

甲州市 大和町初鹿野1714-29

0553-48-2945

1941

中華料理 鑫源

甲州市 塩山西広門田7-1

055-333-8458

1942

中華料理 菊亭

甲州市 塩山上於曽1645-3

0553-32-1154

1943

桃光

甲州市 塩山下於曽1380

0553-32-1808

ラーメン・餃子
1944

お食事処 花藤

甲州市 塩山上栗生野1101

0553-33-6867

1945

甲州市やまと天目山温泉（飲食コーナー）

甲州市 大和町木賊517

0553-48-2000

1946

ラーメンガキ大将 塩山店

甲州市 塩山下於曽1541

0553-33-8851

1947

中華 鳳龍

甲州市 塩山上於曽870-1

0553-32-0435

1948

焼豚食道

甲州市 塩山下於曽1541-1

080-9346-0031

1949

美㐂松

甲州市 塩山上於曽1139

0553-33-2642

1950

中華一平

甲州市 塩山下於曾1340-1

090-3094-8846

1951

平和園

甲州市 塩山上於曾1107-8

0553-33-2174

うどん・そば
1952

ほうとう処 慶千庵

甲州市 勝沼町勝沼2893

0553-44-3535

1953

そば丸

甲州市 塩山藤木1756

0553-33-7337

1954

信玄館

甲州市 塩山小屋敷2311-1

0553-33-3619

1955

手打ちうどん さぬき

甲州市 塩山下於曽1382-1

0553-32-1405

1956

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

1957

手打ちうどん 信玄

甲州市 勝沼町綿塚600-1

0553-44-3368

1958

味処そばの実

甲州市 大和町初鹿野2248

0553-48-2227

1959

夢乃家

甲州市 塩山上於曽1869

0553-32-2871

1960

皆吉

甲州市 勝沼町等々力1372

0553-44-0004

カフェ・スイーツ
1961

SUNKING Cafe

甲州市 勝沼町休息１３０５―２

090-6500-0097

1962

つぐら舎

甲州市 勝沼町勝沼2997

0553-39-8915

1963

甘草屋敷売店

甲州市 塩山上於曽１６５１

0553-33-5917

1964

レストラン ラ・リーヴ

甲州市 勝沼町勝沼2561-11 勝沼ワイン村2階

0553-34-5183

1965

184の珈琲

甲州市 塩山上於曽1508

090-6157-1186

1966

寺カフェ いちょうの樹

甲州市 勝沼町山1539 真光寺内

0553-44-0802

1967

茶房 あらい

甲州市 塩山西野原108

090-8680-1937

ファストフード
1968

マクドナルド 塩山店

甲州市 塩山下於曽1573-1

0553-32-1557

フレンチ・イタリアン
1969

エリソン・ダン・ジュール

甲州市 勝沼町中原5288-3

0553-39-8830

1970

BISTRO Mille Printemps

甲州市 勝沼町下岩埼2097-1

0553-39-8245

1971

レストラン 鳥居平

甲州市 勝沼町菱山 4729

0553-44-3080

1972

かざはな

甲州市 塩山藤木2309-1

0553-33-7551

1973

レストランテ風 アルガ葡萄園直営

甲州市 勝沼町下岩崎2171

0553-44-3325

1974

フレンチダイニング 竜

甲州市 塩山赤尾595-1

0553-39-8668

1975

勝沼食堂パパソロッテ

甲州市 勝沼町菱山3577-6

0553-39-8763

1976

茶屋 Pas Mal

甲州市 勝沼町休息1325-3

0553-37-1925

1977

有限会社 しおかわ

甲州市 塩山上於曽26

0553-32-3824

1978

居酒屋 いろは

甲州市 塩山上於曽60

0553-32-3678

1979

食の房 うさぎ

甲州市 塩山下於曾1716-2

0553-33-2992

1980

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

1981

雅

甲州市 大和町初鹿野1715-3

0553-48-2019

1982

ちょんまげ

甲州市 塩山下於曽1389-2

0553-20-6066

1983

すずめ

甲州市 塩山上於曽１０１６－１

0553-33-9697

居酒屋

1984

赤ちょうちん

甲州市 塩山上於曾1226

0553-33-4634

1985

村屋

甲州市 塩山藤木89

090-4070-0783

1986

茶々茶

甲州市 塩山上井尻1393-1

0553-33-7845

1987

居酒屋 呑気

甲州市 塩山下於曽1382-1

080-5051-3830

1988

居酒屋 まんま

甲州市 塩山赤尾613

0553-32-0211

1989

酒処・定食 呑

甲州市 塩山上於曽322-1 内田店舗1F6

0553-39-9874

1990

串焼 とりいち

甲州市 塩山下於曾1614-3

0553-33-9194

焼肉
1991

お食事処 はやし

甲州市 塩山小屋敷1577

0553-33-6004

1992

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

1993

牛角 塩山店

甲州市 塩山下塩後899-1

0553-32-6229

ファミリーレストラン
1994

ガスト 塩山

甲州市 塩山西広門田330-1

0553-20-2513

1995

ココス甲州塩山店

甲州市 塩山下塩後536-1

0553-32-6281

定食・食堂
1996

銀月食堂

甲州市 勝沼町菱山2609

0553-44-2740

1997

コロボックル

甲州市 塩山上於曾1585

0553-33-7988

宴会場
1998

大和旅館

甲州市 塩山上於曾2番地

0553-33-2276

その他
1999

モンマーロ

甲州市 塩山下於曽1567

0553-20-6338

2000

パンテーブル

甲州市 勝沼町休息1360

0553-44-5488

2001

ワイントン直営店晦日

甲州市 勝沼町休息1625-3

0553-34-8429

2002

STAY366（98BEERs）

甲州市 塩山福生里462-1

0553-32-6598

中央市
和食・寿司
2003

蕎麦遊膳 初花

中央市 布施2300-2

055-273-5292

2004

福音鮨

中央市 若宮36-6

055-274-2339

2005

湯殿館

中央市 若宮33-1

055-274-2626

2006

お食事処 串焼きかめや

中央市 若宮29-1

055-273-0177

2007

割烹四季

中央市 中楯1536

055-273-1384

2008

末広

中央市 西新居1-83

055-273-0696

2009

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

2010

えびずし

中央市 木原843-2

055-269-2625

2011

お刺身・牛タンの店 若竹

中央市 山之神2183-59

055-298-6986

2012

evameva yamanashi 味

中央市 関原885

055-267-8342

洋食
2013

発酵ふしきゆうゆうと

中央市 西花輪3544-1 レストタウン立川I-1

090-2245-8585

2014

French Bulldog

中央市 若宮25-2 NeoCity F 1F-2

055-274-6262

2015

れんが亭

中央市 成島1657-2

055-278-5507

中華料理
2016

有限会社 四川菜館

中央市 西花輪3525-8

055-273-3874

2017

バーミヤン 山梨豊富

中央市 浅利3555-1

055-269-3788

2018

中国料理 安順

中央市 布施2120-2

055-269-6089

2019

台湾料理 吉祥

中央市 西花輪4455-6

055-298-4935

2020

中国福建料理 ニーハオ

中央市 山之神3388-3

055-273-6577

ラーメン・餃子
2021

紋次郎

中央市 若宮29-5-103

090-1497-0445

うどん・そば
2022

甚六

中央市 臼井阿原794-2

055-273-9180

2023

十割蕎麦 きはち

中央市 中楯1312-1

055-273-5554

2024

千寿庵

中央市 井之口909-7

055-273-1999

2025

手打ちそば 美俊

中央市 山之神1529-2

055-273-3180

カフェ・スイーツ
2026

珈琲茶屋

中央市 成島1837-2

055-273-0858

2027

鈴茶 タピオカ専門店（中央店）

中央市 下河東3053-1 イオンタウン山梨中央 119号

055-215-7590

2028

サーティワンアイスクリーム 甲府リバーサイド店

中央市 山之神1122

055-273-8615

ファストフード
2029

ミスタードーナツオギノリバーシティショップ

中央市 山之神1122-657

055-230-7531

フレンチ・イタリアン
2030

メゾン ド サトウ ミラベル

中央市 井之口51-1

055-287-7477

2031

山梨グランドホテル レストラン

中央市 山之神3616-4

055-274-2210

2032

Venite

中央市 若宮13-13

055-244-2733

2033

トラットリア ロズマリーノ

中央市 若宮29-5 T-EAST102

055-273-1196

2034

Pizza Bistro Peu a Peu

中央市 山之神1888-7

055-242-7620

2035

un par un

中央市 若宮46-1 ともやプレイスB・2 3号館

055-209-2269

2036

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

2037

酒彩 縁屋

中央市 布施2459

055-273-8882

2038

味厨庵

中央市 成島1843-3

055-273-7787

2039

おいで屋

中央市 西花輪2724-1

055-273-0118

2040

食事処 ふじみ

中央市 井之口130-1

055-273-5837

2041

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

2042

せりざわ

中央市 西花輪3486-1

055-273-5699

2043

居酒屋 チャコ

中央市 布施2237-2

055-273-0857

2044

鳥料理 網網

中央市 山之神3615-2

055-273-8181

2045

野菜巻き 青空 大衆酒場

中央市 山之神2196-1

055-273-8777

居酒屋

バー・スナック
2046

Movien Cave

中央市 若宮30-4中沢貸店舗３号

055-273-2328

2047

珈琲とお酒のお店 fortune

中央市 西花輪3544-1 レストタウン立川G

090-1504-7151

2048

さくら

中央市 西花輪3544-1 レストタウン立川M号

055-287-6674

焼肉
2049

ぼくりリバーサイド店

中央市 山之神2738

055-274-4129

2050

新世館 田富店

中央市 西花輪3544-1

055-273-2958

2051

焼肉 希夢知

中央市 布施2300-9

055-273-1489

ファミリーレストラン
2052

カジュアルレストラン 竹林亭

中央市 山之神3370-2

055-273-5443

2053

ガスト 山梨田富町

中央市 西花輪3482

055-220-4004

定食・食堂
2054

和食 花祥

中央市 若宮46-7

055-274-0015

2055

蚕室カフェ かみず

中央市 木原236-1

090-1798-6903

2056

花輪食堂

中央市 西花輪3692

055-273-0843

2057

大戸屋ごはん処 イオンタウン山梨中央店

中央市 下河東400 イオンタウン山梨中央

055-268-2023

2058

ふるさとカフェレストラン シルク

中央市 浅利1010-1

055-269-3423

宴会場
2059

いちかわや

中央市 下河東237

055-273-2005

その他
2060

アピオセレモニーホール 田富

中央市 山之神2956-5

055-233-6111

西八代郡 市川三郷町
和食・寿司
2061

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

2062

割烹 とりしん

市川三郷町 市川大門177-1

055-272-0293

2063

割烹 ほそだ

市川三郷町 岩間1754-3

0556-32-1147

2064

凪

市川三郷町 下大鳥居93-6

055-272-6020

2065

魚幸

市川三郷町 市川大門2787

055-272-0055

2066

花みずき

市川三郷町 市川大門2979

055-272-6001

2067

魚善

市川三郷町 市川大門953

055-272-0050

2068

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

洋食
2069

レストラン ニューポート

市川三郷町 市川大門1729－2

055-272-5051

2070

IL POGGIO

市川三郷町 大塚4461-4

055-269-9433

中華料理
2071

台湾料理 昇龍

市川三郷町 市川大門425-10

055-207-3092

ラーメン・餃子
2072

明朗軒

市川三郷町 市川大門1179

055-272-3741

カフェ・スイーツ
2073

NATIVE GARDEN+

市川三郷町 山保3353

055-223-4655

居酒屋
2074

久保屋

市川三郷町 市川大門841

090-3140-3403

2075

居酒屋 ことぶき

市川三郷町 市川大門1004

055-272-0116

2076

一丁

市川三郷町 大塚4514-1

055-272-8400

バー・スナック
2077

スナック此処

市川三郷町 市川大門1373-6

090-3337-2564

定食・食堂
2078

竹田屋

市川三郷町 市川大門1727

055-272-3990

2079

あめ家食堂

市川三郷町 岩間1991

0556-32-3158

2080

お食事処 かわち

市川三郷町 岩間2021

0556-32-2333

宴会場
2081

農泊「ちかはぎ空の家」

市川三郷町 山保8400

090-1810-1564

2082

有限会社ホテルニューオオギ

市川三郷町 黒沢762

055-272-1755

南巨摩郡 早川町
洋食
2083

ジビエミニレストランやまと

早川町 草塩503

0556-48-8086

うどん・そば
2084

手打ち蕎麦と山の食 おすくに

早川町 西之宮1094

2085

古民家カフェ 鍵屋

早川町 奈良田1064-43

0556-45-2021

カフェ・スイーツ
0556-20-5556

定食・食堂
2086

奈良田の里 「こんぼうす」

早川町 奈良田486

0556-48-2552

南巨摩郡 身延町
和食・寿司
2087

食事処 味菜庵

身延町 西嶋380

0556-42-2585

洋食
2088

峠のレストラン ル クオン

身延町 角打2635-2

0556-64-8690

中華料理
2089

中国料理 香苑

身延町 角打3092

0556-62-2866

ラーメン・餃子
2090

麺や 響

身延町 飯富2058

0556-42-2607

2091

花梨

身延町 下山237-1

0556-62-1397

うどん・そば
2092

手打そば処 あずみの

身延町 梅平1114

0556-62-3401

2093

そば・うどんの店さくら

身延町 身延4252

0556-64-8408

カフェ・スイーツ
2094

旅館 山田屋

身延町 身延3722

0556-62-0046

2095

迎賓館えびす屋

身延町 身延3963

0556-62-0014

フレンチ・イタリアン
2096

富士川クラフトパーク エントランス棟

身延町 下山1597

055-266-5353

居酒屋
2097

いと克

身延町 上八木沢５２２

0556-62-2394

2098

居酒屋 若大将

身延町 下田原2100-1

0556-42-4520

定食・食堂
2099

あっぷる

身延町 角打3019

0556-62-1266

2100

玉川楼

身延町 身延3800

0556-62-0026

2101

身延庵

身延町 身延字上の山4226

0556-62-3226

宴会場
2102

いさごや旅館

身延町 身延3696

0556-62-0028

その他
2103

カフェ＆鉄板レストラン 藤川

身延町 常葉7052-14

0556-36-0029

2104

アピオセレモニーホール身延

身延町 下山231-228

055-233-6111

2105

覚林坊

身延町 身延3510

0556-62-0014

南巨摩郡 南部町
和食・寿司
2106

食堂 やがわ

南部町 内船8181-5

0556-64-4283

洋食
2107

カフェ ケリーの店

南部町 本郷858-1

090-1887-6565

うどん・そば
2108

山水徳間の里 そば処 ひのき

南部町 福士18080

0556-66-2333

カフェ・スイーツ
2109

森のなかの温泉なんぶの湯

南部町 内船8106-1

0556-64-2434

居酒屋
2110

JO-JOE

南部町 南部6626-1

0556-64-8246

2111

寿限無

南部町 南部9172-166

0556-64-3613

2112

天狗

南部町 南部8454-4

0556-64-3041

定食・食堂
2113

お食事処 南部路

南部町 中野4821-1

0556-64-2402

2114

道の駅なんぶ なんぶ村の駅 南部よろこび茶食堂

南部町 中野3034-1

0556-64-8552

2115

(株)みいと市場 道の駅とみざわ

南部町 福士28507-1

0556-66-2260

宴会場
2116

民宿 先祖

南部町 福士16530

0556-66-2263

2117

民宿 山下荘

南部町 成島2775

0556-64-2481

2118

魚澄

南部町 南部8444-8

0556-64-2074

南巨摩郡 富士川町
和食・寿司
2119

食彩 しん坊

富士川町 駅前通り2丁目3678-22

0556-48-8773

2120

海幸寿司

富士川町 青柳町1017-2

0556-22-5800

2121

寿司・和食 おかめ

富士川町 大椚248-1

0556-22-1746

2122

国本屋旅館

富士川町 鰍沢1723

0556-22-3128

2123

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

洋食
2124

グラタン&ピザ アンク

富士川町 青柳町856-1

0556-22-7707

2125

レストラン ノアの箱舟

富士川町 青柳町315

0556-22-0299

ラーメン・餃子
2126

みやこいち 富士川店

富士川町 青柳町973-1

0556-22-1300

うどん・そば
2127

平林交流の里 みさき耕舎

富士川町 平林2335-1

0556-22-0168

ファストフード
2128

マクドナルド増穂店

富士川町 大椚287

0556-20-6121

フレンチ・イタリアン
2129

inondo

富士川町 青柳町872-1

0556-55-1104

2130

カフェ・レストラン ピカソ

富士川町 青柳町1073

0556-22-0510

居酒屋
2131

ひょっとこ

富士川町 大椚273-2

0556-22-5241

2132

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

2133

食彩組合 阿屋

富士川町 天神中条1049-1

0556-22-7487

2134

炭火焼鳥 とり長

富士川町 青柳町305-8

0556-20-1085

各国料理
2135

サパナインド・ネパールカレー

富士川町 鰍沢1550-1

0556-22-4677

ファミリーレストラン
2136

カフェレストラン 茶居夢

富士川町 長澤1912-2

0556-22-1451

2137

ガスト 山梨増穂

富士川町 青柳町665-2

0556-20-1002

2138

レストハウス 富士川

富士川町 鰍沢4861

0556-27-0128

2139

食彩房 悟空

富士川町 天神中条1004

0556-55-0264

2140

甲州鰍沢温泉 かじかの湯

富士川町 鳥屋137-1

0556-27-0002

2141

富士川町 まほらの湯 食事処「まほら亭」

富士川町 長澤 1757-2

0556-22-7227

2142

いち柳ホテル

富士川町 青柳町293

定食・食堂

宴会場
0556-22-0008

その他
2143

アピオセレモニーホール 南西

富士川町 大椚237-1

055-233-6111

中巨摩郡 昭和町
和食・寿司
2144

蕎麦 初花

昭和町 清水新居1636

055-268-2549

2145

とんかつ 甲州直治朗

昭和町 飯喰415

055-275-9907

2146

つばめ寿司

昭和町 築地新居2097

055-275-3734

2147

お食事処 川 昭和本店

昭和町 西条4339-3

055-275-8117

2148

山野

昭和町 西条2512

055-275-5911

2149

日本料理 遊

昭和町 西条5299

055-268-7737

2150

桂寿し店

昭和町 河西634-16

055-268-0611

2151

お食事処 楽 昭和店

昭和町 飯喰1261-1

055-267-7051

2152

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

2153

仙場

昭和町 清水新居1664

055-226-5750

2154

郷土料理 棡原

昭和町 河東中島1152-1

055-275-6633

2155

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

2156

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

2157

旬彩庵 自遊人

昭和町 清水新居1570

055-225-2340

2158

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

2159

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

2160

海鮮問屋 鮮然

昭和町 西条1683-4

055-242-7677

2161

旬彩酒房 たわら

昭和町 西条155-5

055-275-2282

2162

鮨 よし秀

昭和町 西条5219-2 エスティケイ昭和103号

055-269-6820

2163

新寿し

昭和町 西条507-2

055-265-4964

2164

株式会社はま寿司 昭和町飯喰店

昭和町 飯喰1281-1

055-268-5505

洋食
2165

ステーキ宮 甲府昭和店

昭和町 河東中島花鳥968-3

055-275-8501

2166

カレーハウスココ壱番屋 中巨摩昭和通り店

昭和町 河東中島715-3

055-275-0525

2167

キッチンパンチョ 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

055-244-8311

2168

豚屋とん一 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

055-268-0006

2169

いきなりステーキ 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

055-231-5229

2170

PENGUIN CAFE

昭和町 河西637-7

055-275-5040

2171

Hungry Gate

昭和町 西条5219-2-203

055-275-1766

2172

BAR食堂 CORAZON

昭和町 清水新居1502 OBIビル102

055-288-8483

中華料理
2173

大勝軒

昭和町 清水新居1133-1

090-3243-8452

2174

錦記飯店

昭和町 河西1167-8

055-275-5591

2175

中華食堂 かかし

昭和町 押越1072

055-275-5218

2176

中華料理 藪

昭和町 清水新居59-1 ヒライワ店舗101

055-209-0405

ラーメン・餃子
2177

こばやし 食堂

昭和町 押越3

055-275-2158

2178

無尽蔵 昭和家 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

055-269-5153

2179

王記厨房 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

055-269-5333

2180

麺屋博多弁天堂 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

055-242-6562

2181

リンガーハット 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

055-268-6238

2182

みやこいち 昭和南店

昭和町 河東中島1830-1

055-275-5734

2183

みやこいち 本店

昭和町 清水新居1553

055-222-8898

2184

ラーメン専門店 山さんラーメン

昭和町 押越 1633

080-2037-0873

2185

らあめん なが楽

昭和町 上河東1324-11

080-3004-3938

2186

つけそばさんぷく

昭和町 西条5051

055-268-0329

うどん・そば
2187

そばうどん なか澤

昭和町 西条新田707-1

055-275-4801

2188

うどん 麺吉

昭和町 西条2268-1

090-2645-9970

2189

やまだ亭

昭和町 上河東543-5

055-275-2136

2190

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

2191

奧京甲府昭和店

昭和町 西条2271-1

055-268-5755

カフェ・スイーツ
2192

FUKASAWA COFFEE ROASTERY

昭和町 河東中島439

055-225-4616

2193

Assiette Dessert CELES

昭和町 西条3600

055-233-6111

2194

高倉町珈琲甲府昭和店

昭和町 河西1600-1

055-244-7447

2195

TEA＆RESTAURANT SPOON

昭和町 清水新居1227-1

055-235-9008

2196

マリーエ

昭和町 西条3549

055-228-0916

2197

果汁工房 果琳 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

055-269-5134

2198

デザート王国 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

055-269-5336

2199

ミスタードーナツ 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

055-269-5160

2200

ヴィ・ド・フランス 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

055-242-6887

2201

サーティワンアイスクリーム 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

055-269-5335

2202

スターバックスコーヒー 1階店 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

055-269-5147

2203

サンマルクカフェ 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

055-225-3092

2204

MANGOSTAR 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

070-1323-9009

2205

スターバックスコーヒー 3階店 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

055-231-5806

2206

ソレイユ

昭和町 西条5233

055-268-0777

2207

サーティワンアイスクリーム 甲府昭和イトーヨーカドー店

昭和町 西条13-1

055-275-6931

2208

cafe FRAME

昭和町 西条5047

055-288-1125

2209

タノカンダ珈琲

昭和町 上河東1302-1

055-244-3329

2210

BEAUTIFULDAY CAFE

昭和町 清水新居1548

055-209-0513

2211

niko and... kitchen イオンモール甲府昭和

昭和町 飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1F

055-269-5104

ファストフード
2212

マクドナルド昭和通り飯喰店

昭和町 飯喰1343

055-230-8428

2213

マクドナルド甲府昭和イトーヨーカドー店

昭和町 西条13-1

055-240-7188

2214

モスバーガー甲府昭和通り店

昭和町 河西1082-1

055-268-0373

2215

サブウェイ 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

055-269-5159

2216

銀だこ 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

055-225-3775

2217

ミスタードーナツ IY甲府昭和

昭和町 西条13-1 イトーヨーカドー1Fフードコート

055-240-7215

フレンチ・イタリアン
2218

ル・ビストロ・オー・ランデヴー

昭和町 紙漉阿原2411 森田ビル103

055-275-1199

2219

レストラン モリエール

昭和町 飯喰1353-1

055-275-7109

2220

オステリア デッラ カパンナ

昭和町 清水新居1543 太田ビル101

055-269-8541

2221

レストラン シェヒガシ

昭和町 清水新居1133-5

055-237-0192

2222

リストランテ カントゥ

昭和町 西条5154 ニューライフビル2F

055-275-8160

2223

ベーカリーレストランサンマルク 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

055-225-5309

2224

鎌倉パスタ 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

055-269-5156

2225

サイゼリヤ 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

055-269-5212

2226

レストラン ラクール

昭和町 飯喰413-1

055-268-0660

2227

石窯ダイニング コンガリータ ラッポルティ

昭和町 清水新居1503 NKビル101

080-7800-8470

2228

フェリーチェ

昭和町 西条5219-2 ＳＴＫビル101

055-275-1039

2229

イルキャンティ 甲府店

昭和町 西条103

055-275-0076

居酒屋
2230

月ノ和

昭和町 西条1998-3

055-242-9360

2231

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

2232

居酒屋 となり

昭和町 河西621-16

055-275-3877

2233

季節料理 えん

昭和町 西条3804-1 S＆Eビル102

055-275-1530

2234

串とも

昭和町 清水新居1541-2

055-233-9410

2235

ヤキトンともちゃん

昭和町 西条５００５

055-268-1175

2236

居酒屋 こばちゃん

昭和町 清水新居59-1

055-227-6974

2237

くいものやあん

昭和町 河西174-2

055-268-1599

2238

Spicy Rocca

昭和町 清水新居239-1 ホサカタウン106

055-269-7043

2239

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

2240

酒場 あっち

昭和町 築地新居2243-2

055-234-5161

2241

肉ビストロ KAGURA

昭和町 西条664-1

055-269-8236

2242

じとっこ組合 甲府昭和店

昭和町 押越1114-1

055-269-9291

2243

居酒屋 開

昭和町 西条705-2

055-275-2998

2244

ゆう樹

昭和町 築地新居2224-3

055-275-3399

2245

旬の食道 はる菜

昭和町 西条5040 花形ビル1F

055-268-0811

2246

居酒屋 彩′ｓ

昭和町 清水新居1502 小尾ビル101

055-233-3122

2247

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

2248

ぐらがら 甲府昭和店

昭和町 西条3971-1 YKビル1F

055-268-7535

2249

居食だいにんぐ季楽

昭和町 西条2307-10

055-275-9177

2250

vit

昭和町 河西621-1

055-275-4114

2251

品定めのGINJI

昭和町 西条4311-1

055-225-6680

2252

呑み食い処 へいへい！

昭和町 河西1631-4

055-269-9400

2253

海鮮居酒屋 いそ勘

昭和町 西条830-2

055-268-0174

2254

居酒屋 やみつき屋

昭和町 西条5261

055-268-1850

2255

Cu-suke 昭和店

昭和町 西条5195 昭和タウン202

055-275-7700

2256

たぎりの九すけ

昭和町 清水新居1502 OBIビル201

055-242-9220

2257

Kitchen Tarooo's

昭和町 清水新居1502-103

080-8395-5961

2258

居酒屋都

昭和町 上河東540-2

090-3699-9457

2259

まんぷく屋 利

昭和町 西条5118

055-275-1444

2260

居酒屋 海山

昭和町 清水新居1650

055-232-8952

2261

赤坂小町（あかさかこまち）

昭和町 清水新居1603

055-223-3034

2262

赤から 甲府昭和店

昭和町 清水新居191-1

055-236-3477

2263

うまいもん屋 ふじまき

昭和町 飯喰1219

055-287-7227

2264

時代屋

昭和町 紙漉阿原2621

055-268-1233

2265

炭火串焼さくらんNEXT

昭和町 西条5050

055-242-7447

バー・スナック
2266

フィフティーズダイナー

昭和町 西条5050

055-268-1951

2267

ラウンジ夜間飛行

昭和町 西条874号 昭和銀座PartⅡ 1-D号室

055-275-9909

2268

BAR SPY

昭和町 清水新居292ダイタ昭和モール新館102

055-226-0765

2269

スナック しゃれ猫

昭和町 西条3804-1

055-275-0090

2270

クラブ不夜城

昭和町 西条874 小宮山ビル1-F-B

055-268-1188

2271

嵯峨野

昭和町 清水新居1503 NKビル102号

055-223-3838

2272

溶岩焼 肉の匠

昭和町 西条5198 MKビル104号

055-244-6554

2273

ダイニング 玉屋

昭和町 清水新居1133-3

055-234-5929

焼肉

2274

焼肉 たまや 本店

昭和町 河西1107

055-275-6630

2275

ホルモン問屋 肉番長

昭和町 西条877

055-268-1929

2276

ホルモン組合 甲州精肉酒臓

昭和町 西条4163

055-275-8866

2277

牛角 田富リバーサイド店

昭和町 河西1233-3

055-269-9129

2278

我や我や 昭和店

昭和町 押越1095-1

055-275-2958

2279

肉処 寅竜

昭和町 清水新居239-1-103

055-226-9981

2280

鶏焼の幸修

昭和町 西条5156 向山ビル103

055-288-8031

2281

焼肉 こくぼ苑

昭和町 西条110-2

055-226-6409

2282

和風焼肉 和志牛 昭和店

昭和町 清水新居1340

055-244-8929

各国料理
2283

スーリヤ

昭和町 清水新居258-1

055-267-6979

2284

コリアンキッチン ３匹の子ぶた

昭和町 清水新居1101-1

055-225-4744

2285

天蜜

昭和町 西条4311-1

055-287-8157

2286

韓国料理 ジャーメⅡ

昭和町 清水新居258-1

055-288-9984

2287

韓国料理 ジャーメ

昭和町 清水新居258-1 バロー昭和モールA館

055-288-9984

2288

Himalaya 昭和店

昭和町 河東中島719-12

055-275-1034

2289

カフェ ジルジャン

昭和町 西条松ノ木5219-2 STKビル102

055-275-2907

ファミリーレストラン
2290

Ｓｔｅａｋ Ｃｅｎｔ ｅｒ昭和店

昭和町 西条 5036

055-242-8576

2291

デニーズ 甲府昭和通り

昭和町 河西字村西1054-1

055-268-0081

2292

ビッグボーイ甲府昭和店

昭和町 飯喰189-02

055-230-8580

2293

ココス甲府昭和店

昭和町 飯喰 415-1

055-268-5325

定食・食堂
2294

和幸 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

055-244-8650

2295

五穀

昭和町 飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和

055-269-5148

2296

大戸屋 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

055-269-5158

2297

甲府昭和温泉ビジネスホテル

昭和町 押越2223

055-275-7755

2298

い志川

昭和町 西条3804-2

055-275-5930

イオンモール甲府昭和店

宴会場
2299

(株)GEN ブライダルヴィレッジティンカーベル

昭和町 西条2432

055-268-1115

その他
2300

伊駒

昭和町 上河東422

055-275-3110

2301

日野原

昭和町 清水新居1052-5

055-235-5546

2302

ステーキ六村

昭和町 西条3803-1

055-268-0065

2303

やりすぎコッペパン

昭和町 西条1961-1

055-244-5775

2304

イトーヨーカ堂 甲府昭和店（ポッポ・TEAVA）

昭和町 西条13-1

055-268-1311

2305

アピオセレモニーホール 甲府

昭和町 清水新居1020

055-233-6111

2306

アピオ甲府

昭和町 西条3600

055-233-6111

2307

ペッパーランチ 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

055-244-3829

2308

カラオケ古都

昭和町 上河東540-2

090-3699-9457

2309

アピオ甲府 （アピオグランドステージ）

昭和町 西条3600

055-233-6111

南都留郡 道志村
うどん・そば
2310

観光農園

道志村 9240

0554-52-2365

定食・食堂
2311

株式会社どうし 道の駅どうし 手づくりきっちん

道志村 9745 道の駅どうし 内

0554-52-1811

2312

株式会社どうし 道志の湯

道志村 7501

0554-52-2384

南都留郡 西桂町
和食・寿司
2313

観山荘

西桂町 小沼1634

2314

中華菜館 八龍

西桂町 小沼1589

0555-25-2611

中華料理

うどん・そば

0555-25-2036

2315

うどんの駅 西桂店

西桂町 小沼1112-1

0555-25-3688

居酒屋
2316

酒BAR CORE

西桂町 小沼2365-1

080-8459-1224

定食・食堂
2317

静岡ビル保善株式会社 三ッ峠グリーンセンター（三ッ峠食堂）

西桂町 下暮地1900

0555-25-3000

南都留郡 忍野村
和食・寿司
2318

和食処 車や

忍野村 忍草1481

0555-84-3455

2319

和風 仁泉

忍野村 忍草1000-56

0555-84-3777

2320

有限会社 忍野八洲

忍野村 内野4667

0555-84-7330

2321

忍野しのびの里

忍野村 忍草2845

0555-84-1122

2322

丸天さかな屋

忍野村 忍草114

0555-84-2109

洋食
2323

風詩

忍野村 内野4588

0555-84-1150

2324

レストラン INEYA

忍野村 忍草2905

0555-84-1178

2325

gladly

忍野村 忍草3333

0555-20-5200

うどん・そば
2326

ひのでや

忍野村 忍草246-1

0555-84-3114

2327

天祥庵

忍野村 忍草2848-2

0555-84-4119

フレンチ・イタリアン
2328

レストラン シェ ガロ

忍野村 忍草3257

0555-84-2447

居酒屋
2329

日本料理 八豊

忍野村 忍草1188-4

0555-84-3838

2330

陣太鼓

忍野村 忍草1202-8

0555-84-2434

2331

居酒屋 いろり

忍野村 忍草200-1

0555-84-3741

2332

食事処 ゆう

忍野村 忍草1501-2

090-2457-7295

2333

山海居

忍野村 忍草2834-3

0555-73-8933

焼肉
2334

有限会社 牛舎

忍野村 忍草3233-4

2335

一櫟亭

忍野村 内野1974-1

0555-84-7556

宴会場
0555-84-4048

南都留郡 山中湖村
和食・寿司
2336

ホテルマウント富士 和彩 旬華

山中湖村 山中1360-83

0555-22-1181

2337

山中湖 和食 和み

山中湖村 山中21

0555-28-4151

2338

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

2339

割烹旅館 芳野

山中湖村 山中856－338

0555-62-0823

2340

笑月

山中湖村 山中324-8

0555-63-2345

2341

菜庭料理 尚起

山中湖村 平野914-3

0555-65-8154

洋食
2342

古志路

山中湖村 平野508-375

0555-62-3187

2343

Kitchen 燕

山中湖村 山中148

0555-25-7383

2344

カフェ＆オーベルジュ 里休

山中湖村 平野2408-1

0555-65-7870

2345

フジヤマ キッチン

山中湖村 平野506-296

0555-62-4155

2346

クラフトの里 ダラスヴィレッジ

山中湖村 平野479

0555-62-2774

2347

エクシブ山中湖 中国料理 翆陽

山中湖村 平野562-12

中華料理
0555-65-9000

ラーメン・餃子
2348

どさん娘

山中湖村 平野387-1

0555-65-8102

2349

ごくめん

山中湖村 山中865-296

0555-62-2885

2350

浅間茶屋 山中湖畔店

山中湖村 山中224

0555-73-8066

2351

甲州ほうとう小作 山中湖店

山中湖村 山中234-15

0555-62-5391

うどん・そば

2352

手打ちそば やまさと

山中湖村 平野115

0555-73-9351

2353

お食事処 清流庵

山中湖村 山中1650

0555-62-5587

2354

郷土料理 庄ヤ

山中湖村 山中134

0555-62-5154

カフェ・スイーツ
2355

シュガーメイプル

山中湖村 山中865-137

0555-62-2743

2356

森の駅 旭日丘

山中湖村 平野506-296

0555-62-4155

2357

ハンモックカフェ

山中湖村 平野506-296

0555-62-4155

2358

森のアルム

山中湖村 平野508-697

0555-62-9677

2359

エクシブ山中湖 ラウンジ ドルチェ

山中湖村 平野562-12

0555-65-9000

2360

天野屋 山中湖 三号店

山中湖村 平野3213

0555-73-8384

フレンチ・イタリアン
2361

RESTAURANT & GALLERY SOLA

山中湖村 山中110

0555-73-8511

2362

ホテルマウント富士 ザ・メインダイニング

山中湖村 山中1360-83

0555-22-1181

2363

リストランテ パルコ・デル・チェロ

山中湖村 平野２４６８－１

0555-62-0603

2364

キャンティ・コモ

山中湖村 山中213-7

0555-62-9010

2365

レイクサイド キャビン

山中湖村 山中226

0555-62-2028

2366

エクシブ山中湖 イタリア料理 ルッチコーレ

山中湖村 平野562-12

0555-65-9000／65-9120

山中湖村 平野562-12

0555-65-9000／65-9120

2367 エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ イタリア料理リストランテ イル・コローレ

居酒屋
2368

お食事処 幸房

山中湖村 平野326

0555-65-6562

2369

遊食厨房 TomDog

山中湖村 平野570-28

0555-65-8500

2370

居酒屋北海

山中湖村 山中226

0555-62-6389

2371

すし久

山中湖村 山中1460-1

0555-62-0770

焼肉
2372

焼肉 まるよし

山中湖村 山中387

0555-62-0101

2373

焼肉ハウス ラフィージ

山中湖村 山中996

0555-62-0764

各国料理
2374

富士ゴルフコース レストラン

山中湖村 山中262-1

0555-22-1181

2375

ホテルマウント富士 ザ・ガーデンカフェ

山中湖村 山中1360-83

0555-22-1181

2376

山中湖畔のステーキ酒場

山中湖村 山中 226

080-4371-0620

2377

デニーズ 山中湖

山中湖村 山中151-7

0555-62-1416

2378

ガスト 山中湖

山中湖村 山中藪木212-28

0555-20-2501

ファミリーレストラン

定食・食堂
2379

シーホース（郷土料理 海馬）

山中湖村 山中86

0555-62-1616

2380

山中湖花の都公園「お食事処 花庵」

山中湖村 山中1721

0555-62-0187

2381

OYADO＆私風ｋｉｔｃｈｅｎ ききょう

山中湖村 山中865-97

0555-62-1735

2382

カフェ アンジェ

山中湖村 平野506-700

0555-62-0027

2383

食事処 味里

山中湖村 山中306-11

0555-62-1483

宴会場
2384

ホテルマウント富士

山中湖村 山中1360-83

0555-22-1181

2385

エクシブ山中湖 コンベンションホール富士

山中湖村 平野562-12

0555-65-9000

その他
2386

鉄板焼き＆ワインの旬宿 夢野樹

山中湖村 平野548-47

0555-65-7255

2387

フジヤマ ガーデンワークス

山中湖村 平野506-296

0555-62-4155

南都留郡 鳴沢村
うどん・そば
2388

あづま

鳴沢村 4406-1

0555-85-3833

カフェ・スイーツ
2389

鳴沢氷穴売店 「氷穴カフェ」

鳴沢村 8533

2390

富士山麓スモーク工房

鳴沢村 10442-844

0555-85-3089

フレンチ・イタリアン

居酒屋

0555-86-2732

2391

ここ。

鳴沢村 5807-1

080-5456-1178

ファミリーレストラン
2392

ガスト 富士鳴沢

鳴沢村 鳴沢8531-2

0555-20-5631

定食・食堂
2393

五合園レストハウス

鳴沢村 富士山8545-1

0555-72-1251

宴会場
2394

森の家久野屋

鳴沢村 7216

0555-85-3155

南都留郡 富士河口湖町
和食・寿司
2395

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

2396

食事処 寿司善

富士河口湖町 船津2466-9

0555-73-1402

2397

Shaw’ｓ sushi Bar&Dining

富士河口湖町 船津3632-7

0555-72-8271

2398

海鮮栄正

富士河口湖町 船津2196さくら横町A-4

0555-72-4868

2399

しゃぶしゃぶ はやし

富士河口湖町 船津6816-1

0555-73-3606

2400

福禄寿

富士河口湖町 船津1763

0555-72-5875

2401

鱗

富士河口湖町 船津3410-2

0555-72-0498

2402

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

2403

きじ亭

富士河口湖町 船津1525-1

0555-72-0610

2404

割烹 天野

富士河口湖町 船津3595-1

0555-73-1131

2405

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

2406

彩食 美くり

富士河口湖町 船津6713-69

0555-73-3332

2407

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

2408

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

2409

うなぎ割烹 力

富士河口湖町 小立3010-3

0555-72-5443

2410

（有）平井売店

富士河口湖町 船津3639-2

090-2564-8401

2411

河口湖荘

富士河口湖町 浅川1174-1

0555-72-1237

2412

フレッシュウォーター

富士河口湖町 船津1868-9

0555-72-6263

2413

割烹 源泉

富士河口湖町 船津7397

0555-72-3412

2414

割烹 七草

富士河口湖町 船津1667-1

0555-73-2877

2415

廻転寿司 すし兵衛

富士河口湖町 船津6800

0555-72-6788

2416

宴庵ふるや

富士河口湖町 船津2770-2

0555-83-2261

2417

足和田ホテルレストラン

富士河口湖町 長浜395

0555-82-2321

2418

味処まんぷく

富士河口湖町 河口517-4

0555-76-7424

2419

大衆割烹 宮森

富士河口湖町 船津6877

0555-72-5151

2420

味わいの蔵 手ざわ

富士河口湖町 木立3603-30

0555-73-1055

2421

西乃家

富士河口湖町 小立2225-1

0555-72-2828

2422

サンきよすみ

富士河口湖町 浅川1124

0555-72-1133

2423

肴彩庵 きた見

富士河口湖町 船津7203-1

0555-72-0947

洋食
2424

佐藤観光ステーキハウスさとう

富士河口湖町 船津4014

0555-72-0254

2425

38KAWAGUCHIKO

富士河口湖町 船津1201-1

0555-72-0167

2426

レストラン ルッコラ

富士河口湖町 船津1666-2

0555-72-3937

2427

リロンデル

富士河口湖町 船津7599-2

0555-72-8620

2428

DINO DINER

富士河口湖町 小立1167東1号

0555-73-8242

2429

Sarasvati

富士河口湖町 船津1476-1

0555-28-7282

2430

いこい

富士河口湖町 小立4540-3

0555-73-1928

2431

PICA Fujiyama

富士河口湖町 船津6662-10

0555-28-6303

2432

レストラン ポワル

富士河口湖町 船津2558

0555-72-3753

2433

レストラン イエスタディ

富士河口湖町 勝山3739

0555-83-2481

2434

カフェ バディーズ

富士河口湖町 小立８０１８－２

0555-73-8477

2435

ハーブガーデン 四季の香り

富士河口湖町 船津1200-1

0555-73-3338

2436

ENGAWA1441

富士河口湖町 船津3371

0555-68-9050

2437

CALIN CHOWDER

富士河口湖町 西湖1030番地

080-2382-9579

2438

サン・レイク

富士河口湖町 西湖２２０４

0555-82-2933

2439

55STEAK

富士河口湖町 勝山3367-1

0555-72-8855

中華料理
2440

異彩中国菜館 湖宮

富士河口湖町 小立5407

0555-83-3340

2441

観富𠅘

富士河口湖町 船津3995-1

0555-72-3950

2442

バーミヤン 河口湖

富士河口湖町 船津字西上ノ段392-5

0555-83-3320

2443

バーミヤン 富士急ハイランド駅前

富士河口湖町 船津6663-11

0555-20-1247

2444

台湾料理 聚鑫楼

富士河口湖町 小立8017-1 フォレストモール河口湖

0555-72-3022

2445

中国料理 一品軒

富士河口湖町 船津3371

0555-28-7068

ラーメン・餃子
2446

どさん子ラーメン

富士河口湖町 小立3968-4

0555-73-3096

2447

らーめん食堂れんげ 河口湖店

富士河口湖町 船津1328-4

0555-72-8329

2448

つわ野

富士河口湖町 船津3353-3

0555-73-1819

2449

はちまんうどん

富士河口湖町 船津2011

0555-72-0934

2450

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

2451

かぎかけ 茶屋

富士河口湖町 西湖2811

080-6689-5543

2452

おふくろうどん

富士河口湖町 長浜799-1

0555-82-2380

2453

ももや売店

富士河口湖町 西湖字根場2824-7

0555-82-2206

2454

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

2455

吉田のうどん 蔵ノ介

富士河口湖町 船津2492-10

0555-72-2736

2456

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

2457

みずの風

富士河口湖町 大石１４６１

0555-76-5151

2458

もみじ亭

富士河口湖町 河口3067-1

0555-76-8200

2459

本陣つかさ

富士河口湖町 本栖120-9

0555-87-2038

2460

手打ちそば みずも

富士河口湖町 西湖根場2710

080-2378-0008

2461

山久

富士河口湖町 西湖277

0555-82-2011

うどん・そば

カフェ・スイーツ
2462

割烹長濱旅館 （Café & Dining さくら）

富士河口湖町 長浜 795-1

0555-82-2128

2463

たちばな喫茶店

富士河口湖町 船津932

0555-72-0255

2464

観音山フルーツパーラー河口湖店

富士河口湖町 河口3118

0555-25-6266

2465

Lake Side Cafe ku

富士河口湖町 船津4014-5

0555-25-6210

2466

ハーブ庭園旅日記富士河口湖庭園 コノハナサクヤカフェ

富士河口湖町 船津1996

0555-83-3715

2467

T’s cafe

富士河口湖町 大石1477-1E棟

0555-25-7055

2468

Cafe & Dining MONO

富士河口湖町 船津3915

0555-75-0295

2469

富士レークホテル ラウンジ

富士河口湖町 船津1番地

0555-72-2209

2470

プティ・ポワール

富士河口湖町 河口3086

080-6689-9046

2471

miu's cafe

富士河口湖町 船津6607-2

0555-73-3986

2472

フィトンチッド

富士河口湖町 船津字沼7186-1

0555-75-0181

2473

QUEEN’S PEARL

富士河口湖町 船津2986

090-5773-3773

2474

富士山パンケーキ

富士河口湖町 船津6832

0555-28-5310

2475

Gateway Fujiyama 河口湖駅店

富士河口湖町 船津3641

0555-72-2214

2476

山梨県立富士山世界遺産センター

富士河口湖町 船津6663-1

0555-72-0259

2477

富士山フルーツサンド金藏

富士河口湖町 船津3103 ハイタウン1F

070-2190-8929

2478

カフェ・ドリーム

富士河口湖町 勝山4822

0555-83-2040

2479

河口湖ハーブ館 Cafe GREEN HOUSE

富士河口湖町 船津6713-18

0555-72-3082

2480

喫茶 河口湖ビュー

富士河口湖町 河口3170 河口湖美術館

0555-73-8666

2481

河口湖自然生活館 OISHI PARK CAFE

富士河口湖町 大石2585-2

0555-76-8230

2482

喫茶 どーるかふぇ

富士河口湖町 小立923 河口湖ミューズ館・与勇輝館

0555-72-5258

2483

カフェプラド

富士河口湖町 船津7424-1

0555-72-2424

2484

カフェティーノ マウントフジコーヒーショップ

富士河口湖町 小立1167-1

0555-73-8539

2485

ギャラリー＆カフェ クルール

富士河口湖町 船津7475-1

0555-72-6333

2486

TOCORO. CAFE＆BAR

富士河口湖町 船津3371-13

0555-75-0457

2487

カフェ．ミミ

富士河口湖町 河口3033

0555-76-6669

2488

ドトールコーヒーショップ河口湖ベル店

富士河口湖町 船津2986

0555-73-8131

2489

Troisieme marche

富士河口湖町 河口682

0555-73-8910

ファストフード
2490

サーティーワン 河口湖BELL店

富士河口湖町 船津2986

0555-73-4500

フレンチ・イタリアン
2491

Cafe de Boulogne

富士河口湖町 船津5521-2

0555-73-3236

2492

RICETTA

富士河口湖町 勝山2861-1

0555-72-3541

2493

イタリア食堂 ラルーチェ

富士河口湖町 船津3317

0555-28-5778

2494

TOYOSHIMA

富士河口湖町 船津3681-2 相和B館1F TOYOSHIMA

0555-75-0850

2495

オーベルジュ マーメイド

富士河口湖町 大石1165番地

0555-76-6920

2496

リストランテ プロヴァンス

富士河口湖町 長浜146-3

0555-82-2780

2497

オステリア ドラマティコ

富士河口湖町 船津5516-2

0555-25-7655

2498

富士レークホテル プルミエ

富士河口湖町 船津1番地

0555-72-2209

2499

Pizzeria onda

富士河口湖町 船津3916-1

0555-83-5505

2500

河口湖 音楽と森の美術館

富士河口湖町 河口3077-20

0555-20-4111

2501

リヨン（LYON)

富士河口湖町 船津7578-9

0555-72-2762

2502

レストランyamanakatei

富士河口湖町 船津1759-1

0555-73-2575

2503

Louga

富士河口湖町 船津7819

0555-28-7367

2504

Miura料理店

富士河口湖町 船津7822-1

0555-73-2918

2505

イルバッコビス

富士河口湖町 小立3820-1

0555-73-3599

2506

レストラン ロマラン

富士河口湖町 船津6713-73

0555-73-3717

2507

イルキャンティ 河口湖店

富士河口湖町 小立8017-1

0555-28-5144

2508

TOCORO. BAR＆DINING

富士河口湖町 船津3639-27

0555-75-0457

居酒屋
2509

海鮮料理 赤坂

富士河口湖町 船津4756-1

0555-73-2099

2510

酒処 さつま

富士河口湖町 船津6873

0555-73-4277

2511

侍SAMURAI

富士河口湖町 勝山4163-1

0555-73-9407

2512

酒処 和ん

富士河口湖町 小立８００５－１２

0555-75-2534

2513

村さ来 ハイランド店

富士河口湖町 船津6663-11

0555-23-6030

2514

赤から 河口湖店

富士河口湖町 船津6854

0555-73-8629

2515

居酒屋 都呂松

富士河口湖町 船津1650-3

0555-73-3916

2516

山彦亭

富士河口湖町 小立3921-6

0555-72-4652

2517

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

2518

大衆酒場 よってけし

富士河口湖町 船津4224-4

0555-28-6258

2519

恵比寿 夜ノ森 -河口湖-

富士河口湖町 船津1196-1

0555-72-9937

2520

酉まさ

富士河口湖町 船津4642-1

0555-72-1675

2521

お食事処 五郎八

富士河口湖町 船津996-21

0555-72-0568

2522

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

2523

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

2524

酒処 赤井

富士河口湖町 船津1322-7

0555-72-5259

2525

Cooliya

富士河口湖町 船津3978-1

0555-72-2590

2526

塩梅

富士河口湖町 小立3984-3

0555-72-3607

2527

酔処 光亭

富士河口湖町 船津2196

0555-72-4421

2528

酔けん

富士河口湖町 船津6819-1

0555-83-2615

2529

居酒屋 桜坂

富士河口湖町 船津2985-6

0555-73-9236

2530

おでんや なべちゃん

富士河口湖町 船津953-1

090-2632-4948

2531

キャンバス

富士河口湖町 船津2547-4

0555-72-4181

2532

居酒屋 みなみ

富士河口湖町 船津6825-3

0555-72-5056

2533

居酒屋 笑顔

富士河口湖町 船津2485-1

0555-28-5213

2534

アジアン居酒屋 Kokua

富士河口湖町 船津4776-1 1階

090-2209-3939

2535

焼鳥ダイニング 空

富士河口湖町 船津4776-1 2階

090-2209-3939

バー・スナック

2536

My Crib

富士河口湖町 船津6713-120-2F

0555-75-1027

2537

カクテルラウンジ ニューヨーク

富士河口湖町 船津4733-1

0555-73-1887

2538

ありす

富士河口湖町 河口湖町船津2196

0555-73-4444

焼肉
2539

鶏っこ

富士河口湖町 船津3265-2

0555-72-1771

2540

炭火焼肉 牛角 河口湖店

富士河口湖町 船津 6818-1

0555-73-2941

2541

旅館 熔岩温泉 食事処「巻狩」

富士河口湖町 船津5219

0555-72-2260

2542

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

2543

七輪焼 ホルモンヌ

富士河口湖町 船津2196-A-3

0555-73-2613

2544

焼肉 カルビハウス

富士河口湖町 船津7289の3

0555-72-3012

2545

焼肉 ひまわり亭

富士河口湖町 船津7364-2

0555-83-2989

2546

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

2547

笑福

富士河口湖町 小立2479-1

0555-25-7299

2548

炭火焼肉 鉄庵

富士河口湖町 船津6799

0555-72-2929

2549

有限会社 韓陽苑

富士河口湖町 船津3371

0555-73-2989

2550

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

2551

焼肉ハウス スタミナDON

富士河口湖町 船津2553-1

0555-72-3701

各国料理
2552

メキシカン酒場タコドール

富士河口湖町 船津7578-10

090-6197-7011

2553

アラジン インドレストラン2号店

富士河口湖町 船津4035

0555-73-3331

2554

アラジン インドレストラン

富士河口湖町 船津288番地1

0555-72-6755

2555

ザ スパイスハット カフェ＆レストラン

富士河口湖町 船津4224-4

0555-25-7544

2556

タイキッチン キンカオコン

富士河口湖町 船津288-1 大橋通りテナント2階

0555-72-9757

2557

インド料理ガンジス川 河口湖店

富士河口湖町 船津6897

0555-73-3633

定食・食堂
2558

Hanacafe Kikyou

富士河口湖町 大石1477-1

0555-28-5228

2559

食事処 湖波

富士河口湖町 浅川367-1

0555-72-0349

2560

道の駅かつやま・レストラン

富士河口湖町 勝山3758-1

0555-72-5633

2561

なべ家

富士河口湖町 勝山693

0555-83-2964

2562

お食事喫茶 岬

富士河口湖町 西湖701-3

0555-82-2490

2563

みはらし亭

富士河口湖町 船津4041

0555-72-2277

2564

ごはん亭 まえふじ

富士河口湖町 船津4961-1

0555-72-0678

2565

ひふみ食堂

富士河口湖町 大嵐936-1

0555-82-2258

2566

和花

富士河口湖町 船津289-1

0555-75-0432

2567

司食堂

富士河口湖町 小立2100-1

0555-72-2037

2568

河口湖自然生活館 2F KITCHEN FUJIYAMA VIEW

富士河口湖町 大石2585-2

0555-76-8230

2569

やまぼうし

富士河口湖町 小立1106

0555-73-2022

2570

お食事処 居酒屋 小麦

富士河口湖町 船津 4931-1

0555-73-8158

2571

菓々茶寮 桔梗屋河口湖フラワーガーデン

富士河口湖町 船津211

0555-73-8288

2572

マウント・フジ

富士河口湖町 勝山3851

080-1069-6979

宴会場
2573

ヒューマンビレッジ

富士河口湖町 勝山1823-2

0555-83-2377

2574

花水庭おおや

富士河口湖町 船津4025

0555-72-1212

その他
2575

Choice Kitchen

富士河口湖町 船津6832 登坂ホテル西館1F

0555-72-8569

2576

ほうとう蔵 歩成 河口湖店

富士河口湖町 船津6931

0555-25-6180

2577

お好みハウス ZOO

富士河口湖町 船津3606-11

0555-72-6688

2578

トーイン弁当

富士河口湖町 河口851-1

0800-800-8603

2579

キャメロット（LIVE MUSIC & DINING BAR OLEO）

富士河口湖町 船津 1659

0555-73-1830

2580

カラオケハウスいろえんぴつ

富士河口湖町 船津6713-12

0555-72-2611

2581

台湾料理 永旺

富士河口湖町 船津1383-2

0555-83-2160

2582

パン・ダニエル

富士河口湖町 船津3991

0555-72-2213

2583

レストランニューあかいけ

富士河口湖町 精進550-111

0555-87-2351

