宴会場

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

特典対象

特典内容

甲府市
1

ホテル 談露館

甲府市 丸の内1-19-16

055-237-1331

2

古名屋ホテル

甲府市 中央 1 丁目 7₋15

055-235-1122

3

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

4

甲府記念日ホテル

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

5

柳屋

甲府市 湯村3-16-2

055-253-2416

6

ベルクラシック甲府

甲府市 丸の内1-1-17

055-254-1000

7

常磐ホテル

甲府市 湯村2-5-21

055-254-3111

8

岡島ローヤル会館

甲府市 丸の内1丁目21-5

055-231-0680
富士吉田市

9

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

10

ホテル 鐘山苑

富士吉田市 上吉田東9-1-18

0555-22-2330

11

有限会社 魚吉会館

富士吉田市 旭4-5-13

0555-23-3221

12

(有)美加佐

富士吉田市 上吉田東9-6-13

0555-22-0338
都留市

13

山一 yamaichi

都留市 上谷3-3-17

0554-43-5544
山梨市

14

フルーツパーク富士屋ホテル

山梨市 江曽原1388

0553-22-8811
南アルプス市

15

ブライダルホール 魚覚

南アルプス市 小笠原307

055-282-0247
笛吹市

16

ホテル春日居

笛吹市 春日居町小松855

0553-20-2000

17

ホテル 花京

笛吹市 石和町川中島116

055-263-4455

18

華やぎの章甲斐路

笛吹市 石和町川中島1607番地40

055-262-7373 個室

10名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとにオリジナル湯の素1袋プレゼント

19

華やぎの章慶山

笛吹市 石和町市部 822

055-262-2161 個室

10名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとにオリジナル湯の素1袋プレゼント

20

石和びゅーほてる

笛吹市 石和町川中島1607

055-262-4425 個室

15名様以上の個室利用で、宴会時に一升瓶ワインを1本プレゼント！

21

ホテル花いさわ

笛吹市 石和町松本1409

055-262-4166 個室

15名様以上の個室利用で、宴会時に一升瓶ワインを1本プレゼント！

22

春日居びゅーほてる

笛吹市 春日居町鎮目178

0553-26-3811

23

石和名湯館 糸柳

笛吹市 石和町駅前13-8

055-262-3141

24

くつろぎの邸 くにたち

笛吹市 石和町川中島410

055-263-2311

25

旅館 深雪温泉

笛吹市 石和町市部822

055-262-4126 個室

26

ホテルうかい

笛吹市 石和町市部307

055-263-1010

27

銘庭の宿 ホテル甲子園

笛吹市 石和町市部977-7

055-263-3211 個室

28

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

29

ホテル石庭

笛吹市 石和町窪中島587

055-262-4155

30

ホテル八田 お食事処

笛吹市 石和町川中島1607

055-262-3101 個室

31

銘石の宿 かげつ

笛吹市 石和町川中島385

055-262-4526

10名様以上の個室利用で、当社指定のフルボトルワイン1本プレゼント

10名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとに1ドリンクサービス

10名様以上の個室利用で、1グループにつき、一升瓶ワイン1本サービス！

上野原市
32

民宿 三頭山荘

上野原市 西原５０６７

0554-68-2248

33

合資会社 大西商店

上野原市 上野原2009

0554-63-0039
中央市

34

いちかわや

中央市 下河東237

055-273-2005
西八代郡 市川三郷町

35

農泊「ちかはぎ空の家」

市川三郷町 山保8400

36

有限会社ホテルニューオオギ

市川三郷町 黒沢762

090-1810-1564 貸切

055-272-1755
南巨摩郡 身延町

37

いさごや旅館

身延町 身延3696

0556-62-0028

貸切の利用で、クラフト生ビール又はノンアルコールビールを1杯サービス！

南巨摩郡 南部町
38

民宿 先祖

南部町 福士16530

0556-66-2263

39

民宿 山下荘

南部町 成島2775

0556-64-2481

40

魚澄

南部町 南部8444-8

0556-64-2074
南巨摩郡 富士川町

41

いち柳ホテル

富士川町 青柳町293

0556-22-0008
中巨摩郡 昭和町

42

(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

43

一櫟亭

忍野村 内野1974-1

055-268-1115
南都留郡 忍野村
0555-84-4048
南都留郡 山中湖村

44

ホテルマウント富士

山中湖村 山中1360-83

0555-22-1181

45

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

46

森の家久野屋

鳴沢村 7216

南都留郡 鳴沢村
0555-85-3155
南都留郡 富士河口湖町
47

ヒューマンビレッジ

富士河口湖町 勝山1823-2

0555-83-2377

