定食・食堂

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

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

2
3

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

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

4

アートアーカイブス

甲府市 貢川1-4-27

055-232-3855

5

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

6

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

7

とんかつ天山 甲府駅前店

甲府市 丸の内1-7-5

055-242-7258

8

奥湯村温泉 紅椿の湯

甲府市 羽黒町1520

055-254-4500

9

菊水

甲府市 北口1-6-6

055-253-8961

10

華膳

甲府市 蓬沢1-10-12

055-227-5450

11

びっくりとんかつ川

甲府市 里吉1丁目1692-1

055-298-6778

12

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

13

とんかつ とん甲

甲府市 若松町6-43

055-237-7755

14

有限会社 若奴食堂

甲府市 城東3-9-12

055-233-4713

15

はまのもん

甲府市 伊勢3-7-7

080-7884-1170

16

御食事処 宮古

甲府市 下曽根町740-1

055-266-5210

17

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

18

nohonoho

甲府市 中央3-4-13

055-233-3636

19

食処 盆地

甲府市 蓬沢町1044

055-233-9722

20

花仙両

甲府市 高成町１０３５－２

055-287-2511

21

キッチン れお

甲府市 湯田2-15-2 後藤ビル1F

055-244-3883

22

風土記の丘農産物直売所

甲府市 下曽根町1070-3

055-266-3858

23

源泉湯 燈屋

甲府市 上阿原町590-3

055-236-3515

24

おさかな食堂 こばさん

甲府市 住吉3丁目1-24

055-288-9770

25

まるさん亭

甲府市 国玉町294-1 城東ビルB102

055-226-8855

26

から好し 甲府中央

甲府市 飯田１丁目2-4

055-236-6207

27

から好し 甲府住吉

甲府市 住吉４丁目24-17

055-236-6321

28

季節味彩 飛車角

甲府市 上阿原町769-2

055-223-4777

29

伝説のすた丼屋 甲府店

甲府市 住吉本町1238－1

055-244-5325

30

さわらび

甲府市 平瀬町3221

055-251-8181

31

キムっち

甲府市 上町504-2

055-241-7002

32

とんかつ とん季

甲府市 徳行5-13-22

055-227-8229

33

食事処 とりいち

甲府市 善光寺1-6-9

055-227-0011

34

DELIS

甲府市 相生 2-3-11

055-235-2800

35

銀座富士アイス

甲府市 中央1-14-12

055-233-4634

36

たちばなやドライブイン

甲府市 梯町7

0555-88-2020

37

黒猫亭

甲府市 丸の内2丁目13-15

055-226-5313

38

家庭料理 キッチンそら

甲府市 善光寺1-22-1

090-7550-7202

39

田中屋

甲府市 上石田3-11-7

055-228-0582

40

亀

甲府市 太田町9-3

080-3408-9832

41

ひなた食堂

甲府市 相生1-2-14

055-226-7771

42

食堂こばやし

甲府市 丸の内2-27-13

070-8494-8978

富士吉田市
43

菓々茶寮 富士吉田店

富士吉田市 松山5-8-14

0555-21-1500

44

あらくら食堂

富士吉田市 新町⼆丁目6-10

080-2655-4447

45

こうちゃん食堂

富士吉田市 上吉田東2-1-48

0555-22-5531

特典対象

特典内容

46

くいものや 鉄ん家

富士吉田市 竜ヶ丘3-12-13

0555-72-9156

47

ふじやま温泉

富士吉田市 新西原4丁目17-1

0555-22-1126

48

キッチン喰らう

富士吉田市 下吉田5-21-5

0555-22-7188

49

有限会社 やぶ

富士吉田市 下吉田5-33-27

0555-23-0580

50

いづみや

富士吉田市 下吉田4丁目14-7

0555-23-0270

51

食事処 いこい

富士吉田市 下吉田8-19-25

0555-23-4191
都留市

52

菓々茶寮 都留店

都留市 田原2-641

0554-45-6581

53

ファミリー食堂 宝来

都留市 大幡1517-9

0554-43-7151

54

ことぶき

都留市 中央2-4-7

0554-43-3111

55

うおいち はいから亭

都留市 下谷3-8-11

0554-43-0015

56

鹿留ドライブイン

都留市 桂町1051

0554-43-3911

57

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

58

道の駅つる レストラン

都留市 大原88番地

0554-43-1110

59

和風レストラン 高野

都留市 上谷6-11-18

0554-43-3517

60

食堂 くろき

都留市 下谷3-2-5

0554-43-3640

61

より道の湯 レストラン

都留市 都留1-13-31

0554-56-8600

62

食彩酒房 きく屋

都留市 田野倉650

0554-45-8800
山梨市

63

道の駅みとみ 軽食コーナー

山梨市 三富川浦1822-1

0553-39-2580

64

食祭亭 みかど

山梨市 小原東767-1

0553-22-3304

65

はやぶさ温泉 お食事処

山梨市 牧丘町隼818-1

0553-35-2611

66

富士見茶屋 いろり

山梨市 牧丘町室伏2361-3

0553-35-2176

67

一力

山梨市 大野398番地

0553-22-2864

68

麺飯点 酔湖伝

山梨市 上神内川1130-1

0553-23-5322

69

有）鮨みはらし・食事処みはらし

山梨市 万力1830-21

0553-22-5757

70

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

71

キッチンどんぐり

山梨市 落合808-3

0553-23-5101
大月市

72

信玄 大月店

大月市 大月1-2-1

0554-23-2011

73

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

74

やながわ亭

大月市 梁川町新倉427

0554-68-9477

75

かどや食堂

大月市 大月1-5-21

0554-22-3124

76

一松食堂

大月市 猿橋町猿橋150

0554-22-3451

77

お食事処 みやじま

大月市 大月2丁目5-4

0554-22-0285

78

きんかん

大月市 大月1-4-9

0554-22-3225

79

浜田屋食堂

大月市 富浜町鳥沢1959

0554-26-5358

80

いなだや

大月市 大月町真木2823

0554-22-0187
韮崎市

81

菓々茶寮 韮崎店

韮崎市 藤井町南下條159-1

0551-23-1110

82

とんかつ一力

韮崎市 旭町上條南割3314-244

0551-22-6002

83

清水屋旅館 おまかせ食堂

韮崎市 本町 1―6―5

0551-22-0024
南アルプス市

84

富士見屋 支店

南アルプス市 下宮地493-1

090-2409-9953

85

南ぷす食堂

南アルプス市 有野3266

055-287-9061

86

とんかつ柳

南アルプス市 東南瑚798-1

055-282-3932

87

つくし食堂

南アルプス市 小笠原271

055-282-5283

88

民宿旅館 なとり屋

南アルプス市 芦安芦倉726

055-288-2025

89

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

90

恵月

南アルプス市 十日市場25

055-284-2529

91

御食事処 マロニエ亭

南アルプス市 清水467

055-284-3713

92

食事処 ととろ

南アルプス市 荊沢268-1

055-284-5601
北杜市

93

くいしん坊倶楽部 くう

北杜市 小淵沢町上笹尾3332-1651

0551-30-4103

94

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

95

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

96

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

97

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

98

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

99

成駒屋

北杜市 長坂町長坂上条2575-118

0551-32-2459

100 ポレポレ

北杜市 大泉町西井出8240-5006

0551-38-0553

101 ダイニングカフェ DERRA

北杜市 大泉町西井出8240-4910

0551-35-9000

102 観音坂 食堂

北杜市 高根町村山東割2359-2

0551-47-3098

103 峯の茶屋

北杜市 高根町清里3545-312

0551-48-2028

104 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

105 味藤

北杜市 長坂町大八田6200-7

0551-32-2948

106 ニュー あづま

北杜市 須玉町比志6476

0551-45-0611

107 村松物産展

北杜市 須玉町比志6498

0551-45-0027

108 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

109 食堂 かつ味

北杜市 高根町村山北割3089-1

0551-47-4564

110 高原食堂

北杜市 高根町清里3545-6001

0551-48-4489

111 霧 亭

北杜市 大泉町西井出8240-5078

0551-38-2567

112

北杜市 小淵沢町2976

0551-45-9333

113 お食事処やまよし

北杜市 小淵沢町7393-5

0551-36-2263

114 レストハウス八ガ岳

北杜市 高根町清里3545-208

0551-48-2917

115 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

116 家庭の味 おもに

北杜市 大泉町西井出8240-3376

0551-45-8433

117 自然屋

北杜市 大泉町谷戸5471

080-5387-6350

118 Bench

北杜市 長坂町長坂上条2533-24

0551-45-8875

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）

甲斐市
119 味処ほさか

甲斐市 竜王新町４６４－１

055-276-2527

120 とんかつ とん平

甲斐市 篠原2011-6

055-279-0079

121 ひょうきん亭

甲斐市 篠原4098

055-276-7515

122 ふくや食堂

甲斐市 西八幡4100-2

055-276-2216

123 大衆食堂 風来坊

甲斐市 玉川1404-4

055-276-4951

124 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

125 孫悟空

甲斐市 中下条918-3

055-277-5919

126 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

127 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

128 食彩 ぐう

甲斐市 龍地3296-3

0551-28-7855

129 まいどおおきに竜王食堂

甲斐市 竜王1238

055-278-0032

130 れもん亭

甲斐市 篠原2746-12

055-276-1501

131 食事処 藤弥

甲斐市 西八幡312

055-276-8943
笛吹市

132 長寿村 権六

笛吹市 石和町上平井819

055-261-1133

133 水琴茶堂 一宮店

笛吹市 一宮町坪井1928

0553-47-5500

134 ITALIAN TOMATOCLUB

笛吹市 石和町上平井451-4

0555-28-5228

135 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

136 味馬車

笛吹市 御坂町下野原1152-1

055-262-7215

137 カフェナナカラ

笛吹市 一宮町狐新居 123-1

0553-37-4744

138 食事処 やまき

笛吹市 八代町南3857

055-265-3537

139 食事＆CAFE とみー

笛吹市 御坂町栗合72

055-262-4818

140 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

141 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

142 元禄

笛吹市 御坂町金川原255の3

055-263-5122

143 こくぶ亭

笛吹市 一宮町国分482

0553-47-2951

144 有）三心亭おいがた

笛吹市 春日居町鎮目747-1

0553-26-2255

145 石和温泉

笛吹市 石和町市部1091-2

055-262-3441

146 からやま山梨石和店

笛吹市 石和町四日市場1745

055-267-7276

147 里の駅いちのみや

笛吹市 一宮町東原65

0553-39-8000

148 石和健康ランド 大広間

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

149 天ぷら とんかつ みしな

笛吹市 一宮町坪井204-12

0553-47-3074

150 食事処 かなめ

笛吹市 石和町河内182-2

055-263-2233

151 大和食堂

笛吹市 御坂町下野原1154

055-262-4540

152 ひさご食堂

笛吹市 御坂町下野原1192

055-262-5289

153 味処 みや川

笛吹市 御坂町成田805

055-262-3807

154 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

155 御食事処 竹春

笛吹市 一宮町市之蔵613-1

0553-47-3552

156 きっちん 成田

笛吹市 御坂町成田1127-1

055-262-4698

157 男の厨房

笛吹市 一宮町末木628-1

0553-47-3327

158 あたりや食堂

笛吹市 御坂町栗合178-1

055-262-3027

159 天ぷらとんかつ ほさか

笛吹市 石和町市部1182-7

055-263-8592
上野原市

160 菓々茶寮 上野原店

上野原市 上野原1613

0554-63-5240

161 珈琲屋 佐藤

上野原市 上野原1770

0554-63-2610

162 御食事処 あき山

上野原市 秋山3944-1

0554-56-2500

163 一福食堂

上野原市 新田1053

0554-63-0636

164 お食事処 おがわ

上野原市 上野原3241

0554-63-0016

165 季節料理 王の入園

上野原市 秋山8190

0554-56-2951
甲州市

166 銀月食堂

甲州市 勝沼町菱山2609

0553-44-2740

167 コロボックル

甲州市 塩山上於曾1585

0553-33-7988
中央市

168 和食 花祥

中央市 若宮46-7

055-274-0015

169 蚕室カフェ かみず

中央市 木原236-1

090-1798-6903

170 花輪食堂

中央市 西花輪3692

055-273-0843

171 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

172 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
西八代郡 市川三郷町

173 竹田屋

市川三郷町 市川大門1727

055-272-3990

174 あめ家食堂

市川三郷町 岩間1991

0556-32-3158

175 お食事処 かわち

市川三郷町 岩間2021

0556-32-2333
南巨摩郡 早川町

176 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

177 あっぷる

身延町 角打3019

0556-62-1266

178 玉川楼

身延町 身延3800

0556-62-0026

179 身延庵

身延町 身延字上の山4226

0556-62-3226
南巨摩郡 南部町

180 お食事処 南部路

南部町 中野4821-1

181 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
182 (株)みいと市場 道の駅とみざわ

南部町 福士28507-1

0556-64-2402 個室
0556-64-8552
0556-66-2260
南巨摩郡 富士川町

183 レストハウス 富士川

富士川町 鰍沢4861

0556-27-0128

184 食彩房 悟空

富士川町 天神中条1004

0556-55-0264

185 甲州鰍沢温泉 かじかの湯

富士川町 鳥屋137-1

0556-27-0002

186 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
中巨摩郡 昭和町

187 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

5名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとに南部茶ペットボトル1本サービス！

188 五穀 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

055-269-5148

189 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

190 甲府昭和温泉ビジネスホテル

昭和町 押越2223

055-275-7755
南都留郡 道志村

191 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

192 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

193

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 山中湖村

194 シーホース（郷土料理 海馬）

山中湖村 山中86

0555-62-1616

195 山中湖花の都公園「お食事処 花庵」

山中湖村 山中1721

0555-62-0187

196 OYADO＆私風ｋｉｔｃｈｅｎ ききょう

山中湖村 山中865-97

0555-62-1735

197 カフェ アンジェ

山中湖村 平野506-700

0555-62-0027

198 食事処 味里

山中湖村 山中306-11

0555-62-1483
南都留郡 鳴沢村

199 ふる里のけむり

鳴沢村 3547

0555-28-4887

200 五合園レストハウス

鳴沢村 富士山8545-1

0555-72-1251
南都留郡 富士河口湖町

201 Hanacafe Kikyou

富士河口湖町 大石1477-1

0555-28-5228

202 食事処 湖波

富士河口湖町 浅川367-1

0555-72-0349

203 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

204 なべ家

富士河口湖町 勝山693

0555-83-2964

205 お食事喫茶 岬

富士河口湖町 西湖701-3

0555-82-2490

206 みはらし亭

富士河口湖町 船津4041

0555-72-2277

207 ごはん亭 まえふじ

富士河口湖町 船津4961-1

0555-72-0678

208 ひふみ食堂

富士河口湖町 大嵐936-1

0555-82-2258

209 和花

富士河口湖町 船津289-1

0555-75-0432

210 司食堂

富士河口湖町 小立2100-1

090-1691-8405

211

富士河口湖町 大石2585-2

0555-76-8230

212 やまぼうし

富士河口湖町 小立1106

0555-73-2022

213 お食事処 居酒屋 小麦

富士河口湖町 船津 4931-1

0555-73-8158

214 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

河口湖自然生活館 2F KITCHEN FUJIYAMA VIEW

北都留郡 小菅村
215 小菅の湯

小菅村 3445

0428-87-0888

