その他

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

粋 甲府店

甲府市 寿町26-1 山梨県民文化ホール

055-223-4411

2
3

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

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

鉄板 genten

甲府市 北口2-4-15 タケイビル102

055-288-0203

9

Naostudio/KAZOOHALL

甲府市 上小河原町1262

055-243-7069

10

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

11

アピオ機山ホール

甲府市 宝1-6-5

055-233-6111

12

アピオセレモニーホール 天昇殿

甲府市 南口1-29

055-233-6111

13

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

14

株式会社 古名屋（ザ・シルク）

甲府市 中央1丁目7-15

055-235-1122

15

club EL Dorado

甲府市 中央1-12-5 五光ビル３F

055-227-1010

16

ステーキガスト 甲府住吉

甲府市 住吉4丁目24-7

055-220-1152

17

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

18

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

19

てっぱん 秀 本店

甲府市 中央1丁目1-14

055-227-9030

20

てっぱん 秀 S店

甲府市 中央1丁目2-1

055-226-5001

21

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
富士吉田市

22

松葉バーベキュー

富士吉田市 上吉田東７－２８－２０

0555-24-2121

23

唐揚げ専門 いがらし

富士吉田市 下吉田9-26-6

0555-28-5639

24

マルフク

富士吉田市 上吉田東1-14-31

0555-22-7848

25

ぱんじゃ

富士吉田市 上吉田東1-14-31

0555-22-8138

26

ラグジュアリー

富士吉田市 下吉田3-21-35

0555-72-8887

27

喫茶檸檬

富士吉田市 下吉田2-2-27

0555-73-9688

28

道とん堀 富士吉田店

富士吉田市 新西原4-11-16

0555-20-1573

29

フォーク酒場ジュゲム

富士吉田市 緑が丘2-6-15

0555-24-5768

30

やきとり一番

富士吉田市 上吉田1-1-12

090-4593-3359

31

母や

富士吉田市 新屋1丁目1-34

0555-22-5393
都留市

32

アピオプラザ 都留

都留市 田野倉1290

055-233-6111

33

カラオケスタジアム 都留店

都留市 上谷6-7-13

0554-43-2121
山梨市

34

のんきばぁーば

山梨市 上神内川846-1

0553-88-9151

35

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

36

ほうとう蔵 歩成 フルーツライン店

山梨市 万力1091

0553-23-1567

37

カンティーナ ヒロ

山梨市 牧丘町倉科7143

0553-35-5555
大月市

38

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
南アルプス市

39

桃源閣

南アルプス市 飯野2971桃源文化会館内

055-284-3220 個室

40

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

41

南アルプス市営温泉 樹園

南アルプス市 野牛島２７２２

055-285-4131

10名様以上の個室利用で、お客様全員に乾杯酒をサービス！

42

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

43

みっちゃん家

南アルプス市 吉田706-8

055-282-3820
北杜市

44

Organiccafeごぱん

北杜市 大泉町西井出8240-1677

0551-38-0372

45

甲斐駒カントリークラブ

北杜市 武川町黒澤2149-8

0551-26-3331

46

レストラン サンダンス

北杜市 大泉町西井出8240-1

0551-48-4111

47

清里ベーカリー

北杜市 大泉町西井出8240-1

0551-48-4111

48

レストラン どんぐり

北杜市 大泉町西井出8240-1842

0551-45-7885

49

レストラン じんぐう

北杜市 白州町鳥原2174

0551-35-2637

50

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

51

ホテル北の杜

北杜市 長坂町中丸4391

0551-32-1133

52

レストラン丘の公園

北杜市 高根町清里3545-5

0551-48-3458

53

ペンション ゴリー

北杜市 高根町浅川７６６－６

0551-48-4500

54

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

55

Teppan Dining onigawara

北杜市 大泉町西井出8240-5039

0551-38-4030
甲斐市

56

農事組合法人 ゆうのう敷島

甲斐市 牛句3294

055-267-0831

57

アピオセレモニーホール 甲府北

甲斐市 牛句88

055-233-6111

58

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

59

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

60

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

61

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

62

ステーキガスト 竜王

甲斐市 富竹新田1364-1

055-260-4557

63

道とん堀 響ヶ丘店

甲斐市 龍地3316

0551-28-8778

64

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
笛吹市

65

福寿

笛吹市 御坂町井之上845-4

055-261-2910

66

浅間園

笛吹市 一宮町東新居600

0553-47-1240

67

（株）見晴し園

笛吹市 一宮町土塚240

0553-47-2111

68

山梨FUJIフルーツパーク

笛吹市 御坂町金川原888

055-262-7211

69

アピオセレモニーホール 八代

笛吹市 八代町北3192

055-233-6111

70

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

71

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

72

酒処家庭料理 ここ

笛吹市 八代町南3813-5

055-265-4437

73

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

74

風林亭

上野原市 八ツ沢1380-1

0554-63-5585

75

伊勢屋

上野原市 上野原3239

0554-63-0256

76

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

77

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

78

モンマーロ

甲州市 塩山下於曽1567

0553-20-6338

79

パンテーブル

甲州市 勝沼町休息1360

0553-44-5488
中央市

80

アピオセレモニーホール 田富

中央市 山之神2956-5

055-233-6111

81

カフェ＆鉄板レストラン 藤川

身延町 常葉7052-14

0556-36-0029

82

アピオセレモニーホール身延

身延町 下山231-228

055-233-6111

83

覚林坊

身延町 身延3510

0556-62-0014

南巨摩郡 身延町

南巨摩郡 富士川町
84

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

85

伊駒

昭和町 上河東422

055-275-3110

86

日野原

昭和町 清水新居1052-5

055-235-5546

87

ステーキ六村

昭和町 西条3803-1

055-268-0065

88

やりすぎコッペパン

昭和町 西条1961-1

055-244-5775

89

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

90

アピオセレモニーホール 甲府

昭和町 清水新居1020

055-233-6111

91

アピオ甲府

昭和町 西条3600

055-233-6111

92

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

93

カラオケ古都

昭和町 上河東540-2

090-3699-9457

94

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 山中湖村

95

鉄板焼き＆ワインの旬宿 夢野樹

山中湖村 平野548-47

0555-65-7255

96

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 富士河口湖町

97

Choice Kitchen

富士河口湖町 船津6832 登坂ホテル西館1F 0555-72-8569

98

ほうとう蔵 歩成 河口湖店

富士河口湖町 船津6931

0555-25-6180

99

お好みハウス ZOO

富士河口湖町 船津3606-11

0555-72-6688

富士河口湖町 河口851-1

0800-800-8603

100 トーイン弁当

101 キャメロット（LIVE MUSIC & DINING BAR OLEO） 富士河口湖町 船津 1659

0555-73-1830

102 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

103 台湾料理 永旺

富士河口湖町 船津1383-2

0555-83-2160

