各国料理

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
※一部の店舗では素敵な特典をご用意しております。（食事券以外での支払いも対象です。特典を受けたい旨を該当店舗に申告してください。申告のない場合、特典は適応されません。）
※下記に記載の特典内容は抜粋です。特典が適応となる詳細な条件は各店舗にお問い合わせください。
No.

店舗名

住所

電話番号
甲府市

1

サランチェ

甲府市 上石田3-8-8

055-236-1101

2

フィリピンレストランBICOL

甲府市 中央一丁目4-5

090-2744-9368

3

レストラン ショークディー

甲府市 国母1-17-27

055-287-8002

4

サイアム カフェ

甲府市 北口 2-9-12

055-244-8355

5

タイ国ストアー

甲府市 徳行4丁目5-12

055-226-8897

6

サガルラトナ

甲府市 善光寺1-12-5

055-236-6688

7

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

8

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

9

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

10

タイ・ジャスミン

甲府市 貢川2丁目2-18

055-244-7080

11

韓国料理 韓豚

甲府市 丸の内1-7-5

055-227-1500

12

HIMALAYA

甲府市 酒折2-2-7 ワールドプラザ105

055-226-5151

13

インド料理 マサラアート

甲府市 中小河原町575-1

055-241-3311

14

39チーズトッポギ

甲府市 武田3-2-26

080-4465-5535

15

パッポン食堂

甲府市 相生2-6-1

090-1730-1111

16

ソムタム

甲府市 国母7-10-11

055-227-8650

17

韓国料理 スック

甲府市 城東3-13-19

055-225-1234

18

無双 甲府駅南口店

甲府市 丸の内1丁目2-8 1階

080-4089-1498

19

インドレストラン＆バー ミラン

甲府市 中央4-3-25

055-269-8177

20

世界食堂

甲府市 住吉5-3-6

055-244-8780

21

Sam’s Bar ChaiChai

甲府市 中央1-5-8

055-228-0501

22

タイ料理店 パノムルン

甲府市 中央1-1-21

055-226-5875

23

豚菜

甲府市 上石田4-8-28 ゆうきタウン102号

055-233-1139
富士吉田市

24

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

25

インドキッチン富士吉田店

富士吉田市 下吉田5-35-9

0555-72-8487
韮崎市

26

ナンハウス

韮崎市 富士見1-6-31

0551-22-7299
北杜市

27

麺とカレーのお店 かるみれんげ

北杜市 白州町上教来石23-8

0551-30-9189

28

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

29

アウル

北杜市 長坂町富岡1-1

090-1842-9317

30

Irish Pub BULL&BEAR

北杜市 大泉町谷戸5729-34

0551-38-3450

31

mountain＊mountain w/cafe flat

北杜市 長坂町日野491-7

0551-45-6797
甲斐市

32

SPICEKITCHEN BIN-DU

甲斐市 西八幡2355 スタータウンビル104

055-288-0422

33

SPICEKITCHEN BIN-DU 響ヶ丘店

甲斐市 龍地3296-3

0551-45-8381

34

食卓 Labo 88

甲斐市 下今井2707-1 スコール赤坂D号

0551-45-8871

35

無双タピオカ ラザウォーク店

甲斐市 志田字柿木645-1 ラザウォーク甲斐双葉1階

080-4089-1498

南巨摩郡 富士川町
36

サパナインド・ネパールカレー

富士川町 鰍沢1550-1

0556-22-4677
中巨摩郡 昭和町

37

スーリヤ

昭和町 清水新居258-1

055-267-6979

38

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

39

天蜜

昭和町 西条4311-1

055-287-8157

40

韓国料理 ジャーメⅡ

昭和町 清水新居258-1

055-288-9984

特典対象

特典内容

41

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

42

Himalaya 昭和店

昭和町 河東中島719-12

43

カフェ ジルジャン

昭和町 西条松ノ木5219-2 STKビル102

055-275-1034
055-275-2907
南都留郡 山中湖村

44

富士ゴルフコース レストラン

山中湖村 山中262-1

0555-22-1181

45

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
南都留郡 富士河口湖町

46

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

47

DINO DINER

富士河口湖町 小立1167東1号

0555-73-8242

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

