洋食

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

ステーキ宮 甲府店

甲府市 住吉本町1215-1

055-237-5831

2

NODO 二川伊料理店

甲府市 大津町1364

055-269-7736

3

レストラン パレット

甲府市 丸の内2丁目38-11

055-222-9890

4

レストランバー アルフィー

甲府市 中央4-3-19

055-233-0300

5

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

6

レストラン ベルマリン

甲府市 向町179-3

055-237-0232

7

THE RINK

甲府市 丸の内1-9-9 上田ビル2F

055-235-8894

8

STEAK HOUSE WATAYOSHI

甲府市 下石田2-17-22

055-267-5522

9

レストラン ボルドー

甲府市 桜井町47

055-233-4427

10

ナチュラルグレース

甲府市 上石田2-25-1

055-228-0625

11

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

12

DELI&MEAT GO CHEESE

甲府市 丸の内2-16-7共栄ビル１F

055-242-7477

13

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

14

ITASHI

甲府市 荒川1-8-18 豊栄ビル103

055-287-7677

15

ベンジャロン

甲府市 中央1丁目7-15

055-235-1122

16

ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ ｋｏｅｎ

甲府市 中央2丁目12-9 高善ビル1F

055-244-5511

17

甲府記念日ホテル けやき

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

18

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

19

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

20

コットンクラブ

甲府市 中央4-3-20

055-233-0008

21

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

22

CORAGGIO MARKET

甲府市 大里町4411-2

055-225-5665 貸切

23

イタリア料亭伊和桜

甲府市 北口１丁目６－２１

070-4519-3719

24

薫キッチン

甲府市 徳行2-8-15 ウェルネスゾーンA-16

055-234-5775

25

翠川

甲府市 中央1-2-4 浅草飲食店街

090-9346-1121

26

Kitchen’ｓ Bar Ku

甲府市 高畑2-15-17 大道ハイツ

055-227-7398

27

ペントハウス甲州

甲府市 湯村2-5-21 常磐ホテル

055-254-3111
富士吉田市

28

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

29

CARLOTTA

富士吉田市 中曽根3-11-36

070-4808-2806

30

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

31

イタリア料理 パスタ亭

富士吉田市 松山1275-2

0555-22-2509

32

ビストロ ボンヌ

富士吉田市 下吉田5-28-13

0555-23-9199

33

cafe Blue Blanc

富士吉田市 上吉田5551

0555-24-0705

34

浜っ子よこまち

富士吉田市 新西原4-4-15

0555-24-0043

35

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

36

ポッポ

富士吉田市 上吉田7-3-11

0555-23-1393

37

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

38

ミッシェル

都留市 法能779-7

0554-45-8344

39

チュイール

都留市 田野倉328-2

0554-45-2285

40

レストラン 鎌倉

都留市 上谷5-9-15

0554-45-1131

41

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

42

レストラン トレゾール

都留市 上谷6-9-29

0554-45-2551

都留市

山梨市
43

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

10名様以上の貸切利用ご予約で、当店の食べ飲み放題をご利用の際、幹事様は無料！

44

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

45

ガリバーハウス

山梨市 上神内川1126-4

0553-23-0083

46

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

47

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
大月市

48

レストラン 赤レンガ

大月市 大月2-5-5

0554-22-6411

49

マインドルフ

大月市 大月1-22-18

0554-22-0190

50

橋倉 by TRIPS

大月市 賑岡町奥山66-1

0554-56-9214

51

Cafe & gallery 亜徒里絵

大月市 大月1-6-5

0554-22-0346

52

月カフェ

大月市 大月1-3-20

0554-23-2323
南アルプス市

53

レストラン 花ふじ

南アルプス市 百々1822-6

055-285-5277

54

終日KIRAKU （共進食品工業（株））

南アルプス市 小笠原1829

055-288-8005

55

滝沢川の洋食屋 Contrail

南アルプス市 小笠原1140-13

055-284-0842
北杜市

56

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

57

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

58

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

59

しらゆり

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2517

60

コジシタ八ヶ岳

北杜市 大泉町西井出8353-1

0551-38-3070

61

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

62

レストランルマリアージュ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3405

63

カントリーキッチン ロビン

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3155

64

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

65

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

66

まきばレストラン

北杜市 大泉町西井出8240-1

0551-38-4600

67

Joshua Tree

北杜市 長坂町大井ヶ森1045-12

0551-30-7656

68

八ヶ岳俱楽部

北杜市 大泉町西井出8240-2594

0551-38-3395

69

萌木の村 ROCK

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2521

70

BackCountry Burgers

北杜市 小淵沢町4000 八ヶ岳リゾートアウトレット内 0551-45-6923

71

レストラン葉凪（ハナ）

北杜市 大泉町西井出8240-7550

0551-38-1587

72

清泉寮 本館レストラン

北杜市 高根町清里3545

0551-48-2114

73

暖炉レストラン ターシャ

北杜市 明野町上手11588

0551-25-4129

74

グラタン専門店 アミ

北杜市 高根町清里3545

0551-48-3388

75

Royal Hotel 八ヶ岳

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

76

こぶダイニング

北杜市 小淵沢町上笹尾3203-3

0551-30-9253

77

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

78

Ke Piatto

北杜市 高根町清里3545-241

080-4077-5930

79

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

80

三郎屋

北杜市 小淵沢町10123-3

0551-36-4372
甲斐市

81

ブレーメン

甲斐市 大下条474-4

055-277-4951

82

TheCAFE L.D.K

甲斐市 篠原274-1

055-268-3337

83

紙ひこうき

甲斐市 長塚164-1 マルマンビル201

055-277-9880

84

カフェレストラン ベルク

甲斐市 龍地3452

0551-20-3663

85

ゼフィール

甲斐市 龍地4561

0551-28-1767

86

ジャルダン アッシュ

甲斐市 島上条3070

055-267-2300

87

カフェ・ド・セラヴィ

甲斐市 西八幡1536-1

055-279-8196
笛吹市

88

レストラン カウボーイ

笛吹市 一宮町坪井161-1

055-347-1358

89

心音Kitchen

笛吹市 石和町井戸81-1

055-262-9711

90

レストラン ピーチ・ドール

笛吹市 一宮町末木357-2

0553-47-2800

91

SOLATIO

笛吹市 石和町上平井436-7

080-5480-5909

92

レストラン にしき

笛吹市 石和町駅前3-7

055-263-2452

93

イオン石和店 ミール

笛吹市 石和町駅前16-1

055-263-9191

94

石和健康ランド THE キッチン

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111
上野原市

95

合同会社 スローライフ

上野原市 上野原4006-8

0554-56-8058

96

お好焼レストラン 紙ふうせん

上野原市 上野原4596

0554-63-4497

97

ビストロ・ラント

上野原市 秋山7463

0554-56-2339

98

ボンシェタカ

上野原市 松留293-5

0554-63-5005

99

ナチュラルカフェ

甲州市 塩山上萩 原 3127

0553-34-8334

甲州市

100 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

101 レストラン シャンモリ

甲州市 勝沼町下岩崎1453

0553-44-5556

102 キッチン イノ

甲州市 下於曽1345-4

080-1239-8092

103 ラストパラダイス

甲州市 塩山熊野１４１３－４

0553-32-1941

104 グリル＆ワイン

甲州市 塩山上於曽1761－4

0553-32-4122
中央市

105 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

106 French Bulldog

中央市 若宮25-2 NeoCity F 1F-2

107 れんが亭

中央市 成島1657-2

055-274-6262
055-278-5507
西八代郡 市川三郷町

108 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

109 IL POGGIO

市川三郷町 大塚4461-4

055-269-9433
南巨摩郡 早川町

110 ジビエミニレストランやまと

早川町 草塩503

0556-48-8086
南巨摩郡 身延町

111 峠のレストラン ル クオン

身延町 角打2635-2

0556-64-8690
南巨摩郡 南部町

112 カフェ ケリーの店

南部町 本郷858-1

090-1887-6565

南巨摩郡 富士川町
113 グラタン&ピザ アンク

富士川町 青柳町856-1

0556-22-7707

114 レストラン ノアの箱舟

富士川町 青柳町315

0556-22-0299
中巨摩郡 昭和町

115 ステーキ宮 甲府昭和店

昭和町 河東中島花鳥968-3

055-275-8501

116 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

117 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

118 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

119 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

120 PENGUIN CAFE

昭和町 河西637-7

055-275-5040

121 Hungry Gate

昭和町 西条5219-2-203

055-275-1766

122 BAR食堂 CORAZON

昭和町 清水新居1502 OBIビル102

055-288-8483
南都留郡 忍野村

123 風詩

忍野村 内野4588

0555-84-1150

124 レストラン INEYA

忍野村 忍草2905

0555-84-1178

125 gladly

忍野村 忍草3333

0555-20-5200
南都留郡 山中湖村

126 古志路

山中湖村 平野508-375

0555-62-3187

127 Kitchen 燕

山中湖村 山中148

0555-25-7383

128 カフェ＆オーベルジュ 里休

山中湖村 平野2408-1

0555-65-7870

129 フジヤマ キッチン

山中湖村 平野506-296

0555-62-4155

130 クラフトの里 ダラスヴィレッジ

山中湖村 平野479

0555-62-2774

131 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 貸切

132 38KAWAGUCHIKO

富士河口湖町 船津1201-1

0555-72-0167

南都留郡 富士河口湖町
貸切の利用で、お客様1名様ごとにソフトドリンク1杯サービス！焼酎1本に付もう1本サービス！

133 レストラン ルッコラ

富士河口湖町 船津1666-2

0555-72-3937

134 リロンデル

富士河口湖町 船津7599-2

0555-72-8620

135 Sarasvati

富士河口湖町 船津1476-1

0555-28-7282

136 いこい

富士河口湖町 小立4540-3

0555-73-1928

137 ムースヒルズバーガー

富士河口湖町 勝山3290-1

0555-72-6691

138 PICA Fujiyama

富士河口湖町 船津6662-10

0555-28-6303

139 レストラン ポワル

富士河口湖町 船津2558

0555-72-3753

140 レストラン イエスタディ

富士河口湖町 勝山3739

0555-83-2481

141 カフェ バディーズ

富士河口湖町 小立８０１８－２

0555-73-8477

142 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

143 ENGAWA1441

富士河口湖町 船津3371

0555-68-9050

144 CALIN CHOWDER

富士河口湖町 西湖1030番地

080-2382-9579

145 サン・レイク

富士河口湖町 西湖２２０４

0555-82-2933

146 55STEAK

富士河口湖町 勝山3367-1

0555-72-8855
北都留郡 小菅村

147 道の駅こすげ レストラン

小菅村 3445

0428-87-0020

