中華料理

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

特典対象

特典内容

甲府市
1

中華料理 蓮

甲府市 相生1-14-7

055-236-8780

2

中華料理 順和

甲府市 国母八丁目28-14

055-225-4858

3

中華料理 万福楼

甲府市 武田3-7-7

055-253-8578

4

香港飯店

甲府市 朝気1-3-23

055-237-0997

5

中国料理 福禄寿

甲府市 丸の内1-21-15 岡島百貨店 7階

055-231-0500

6

中華レストラン さんぷく

甲府市 中央1丁目4-9

055-232-3946

7

孫家荘

甲府市 中央1-9-1

055-268-3009

8

中華料理 真華

甲府市 富士見一丁目3-34

055-252-9921

9

中国料理 天星苑

甲府市 貢川1-6-25

055-228-8922

10

中華レストラン 蘭園

甲府市 中央1-7-15

055-235-1122

11

自慢屋

甲府市 丸の内1-7-7

090-8639-3496

12

台湾夜市 小吃店

甲府市 朝日5丁目13-26

055-267-6725 貸切

13

中華飯店 ジャン

甲府市 徳行1丁目2-23

055-228-0613

14

台湾料理 聚福龍

甲府市 千塚1-2-9

080-4915-1785

15

中華

甲府市 中央1-12-5 五光ビル1F

070-4491-1508

16

中華ごはん かんざし

甲府市 上石田1-8-1

055-288-0288

17

天華

甲府市 相生2丁目16-2

055-233-4803

18

台湾料理 昇龍

甲府市 川田町502-1

055-227-0189

19

樺中華 伊勢店

甲府市 伊勢1丁目2-15

055-233-1550

20

中華料理 華中華

甲府市 丸の内2丁目19-4

055-288-9922

21

台湾料理 吉祥（甲府店）

甲府市 下石田2丁目20-21

080-6979-0389

22

バーミヤン 甲府下飯田

甲府市 下飯田3丁目8-9

055-221-8657

23

バーミヤン 甲府住吉

甲府市 住吉4丁目24-7

055-220-6134

24

だいこく飯店

甲府市 上町2215

055-241-6565

25

甲府記念日ホテル 桃華楼

甲府市 湯村3-2-30

055-253-8111

26

中国酒家 川久保

甲府市 丸の内2-3-8 1F

055-209-2402

27

中華料理 華宴 （下飯田）

甲府市 下飯田1-4-37

055-222-9665

28

中国料理 四川亭

甲府市 大里町4162-9

055-243-8758

29

中国家庭料理 桃 住吉店

甲府市 住吉5-1-21

055-235-4330

30

中華Ｄｉｎｉｎｇ桃李

甲府市 東下条町63-1

055-287-6027

31

中華飯店 味吉

甲府市 富竹3丁目5-44

055-222-6715

32

華風

甲府市 小瀬町1326-8

055-241-6695

33

桂林

甲府市 丸の内2-25-12

055-226-6323
富士吉田市

34

おかよ

富士吉田市 下吉田3-36-15

0555-25-7663

35

中華食堂 豫園

富士吉田市 上暮地4614-1

080-8477-1991

36

中国料理 大黒天

富士吉田市 新西原4-11-11

0555-23-6120

37

ハイランドリゾートホテル＆スパ 上海菜館

富士吉田市 新西原5-6-1

0555-22-1181

38

小長井屋（餃子屋）

富士吉田市 上吉田6-2-2

090-6519-2828

39

青龍飯店

富士吉田市 下吉田３－７－１３

0555-23-5001

40

中国料理 チャイナ いっき

富士吉田市 緑ヶ丘2-7-15

0555-22-8576

41

台湾料理 福福 上吉田店

富士吉田市 上吉田東5丁目10-18

0555-72-8981

42

台湾料理 百味鮮

富士吉田市 上暮地1-2-5

0555-23-7567

43

台湾料理福福（市役所前）富士吉田店

富士吉田市 下吉田5丁目27-21

0555-73-8188

44

中華料理 天祥

富士吉田市 上暮地1-15-9

0555-22-6266

45

チャイニーズレストラン 蓮

富士吉田市 松山1418-4

0555-22-2634

貸切の利用で、お客様１名様ごとにラーメンと餃子セットをプレゼント！

46

エリッソン

富士吉田市 緑ヶ丘2丁目4-27 田幸ビル102 0555-75-1505

47

中国料理 八龍

富士吉田市 下吉田2-17-1

0555-24-0051

48

中華菜館慶雅

富士吉田市 下吉田東4-1-18

0555-23-4224
都留市

49

NAKAYAN

都留市 田原3-4-2

0554-23-7480

50

松鶴

都留市 中央1-2-17

0554-43-6008

51

中国風家庭料理 じゅーり

都留市 上谷5-9-18

0554-45-7680

52

バーミヤン 都留

都留市 桂町1185-1

0554-20-8055

53

蘭月

都留市 中央1-7-15

0554-43-4711

54

(有)菊翠

都留市 上谷1-3-14

0554-43-4521

55

八起

都留市 法能949

0554-45-0267
山梨市

56

本格家庭料理 食の源

山梨市 上神内川307-11

0553-39-9828

57

白楽天

山梨市 小原西969-1

0553-22-9730

58

チャイナキッチン 彩華

山梨市 小原東112-1 イーストヴィレッジ106 0553-39-9209

59

中国家庭料理 来々

山梨市 上神内川724-5

0553-22-1385

60

中華料理 花苑

山梨市 上石森132-1

0553-23-3353

61

大衆料理 上海

山梨市 上石森552-4

0553-22-9571

62

中華味平

山梨市 東59-1

0553-23-1821

63

中華料理 大連

山梨市 上栗原839

0553-23-0301

64

バーミヤン 山梨落合

山梨市 落合407-1

0553-23-5581

65

珍山

山梨市 下井尻7-1

0553-23-3711

66

中華 李白

山梨市 小原西86

0553-22-2046
大月市

67

中国料理 南京

大月市 大月2-13-27

0554-22-0818

68

中華料理 八仙

大月市 大月1-11-18

0554-22-8538

69

遊点心

大月市 大月町花咲1677-14

0554-23-0009

70

お食事処 うづき

大月市 御太刀1-1-1

0554-23-1510
韮崎市

71

バーミヤン 韮崎

韮崎市 富士見1丁目9-28

0551-30-0017
南アルプス市

72

食事処 ひので

南アルプス市 小笠原486-7

055-282-0651

73

割烹 ひので

南アルプス市 小笠原486-7

055-282-0651

74

チャイナレストラン 揚子江

南アルプス市 小笠原376-5

090-1439-9082

75

台湾料理 福の園

南アルプス市 六科464-1

055-285-3386

76

福源

南アルプス市 野牛島2334-24

090-3902-6767

77

中華 丸福

南アルプス市 小笠原331

055-282-0111

78

中華料理 翔龍

南アルプス市 東南湖887-1

055-244-5970 個室

79

バーミヤン 山梨櫛形

南アルプス市 小笠原1247

055-280-1008
北杜市

80

中華料理 ファミリーチャイナ

北杜市 高根町清里3545-178

0551-48-4366

81

中国家庭料理 安晏

北杜市 高根町東井出4986-1115

0551-47-5099

82

照坊ず

北杜市 長坂町小荒間1913-25

0551-32-2676

83

スパティオ小淵沢 山水樓 龍淵

北杜市 小淵沢町2968番地1

0551-36-6111

84

バーミヤン 須玉インター

北杜市 須玉町若神子字小林3124-1

0551-20-6177

85

Royal Hotel 八ヶ岳 「桃源」

北杜市 大泉町西井出8240-1039

0551-38-4455

86

HUKU笑i

北杜市 大泉町西井出8240-3559

070-4381-0016

甲斐市
87

チャイナハウス龍健

甲斐市 龍地4319-1

0551-28-1020

88

中華飯 竜平

甲斐市 篠原880-1 井上店舗1階

055-287-8804

89

中華菜苑 裕裕

甲斐市 島上条2139-3

055-277-8900

90

中華飯店 響

甲斐市 龍地3579-12

0551-28-7725

91

中華料理 柳苑

甲斐市 中下条861-1

055-277-7781

10名様以上の個室利用で、【1名様餃子2個】【唐揚げ大皿盛り】【お会計より5％割引】の3つから1つを選べます。

92

れすとらん 大清

甲斐市 龍地6657-3

0551-28-4129

93

紅福酒家ラザウォーク甲斐店

甲斐市 志田柿木645-1

0551-45-8030

94

中国家庭料理 桃 敷島店

甲斐市 中下条994

055-267-8058
笛吹市

95

大衆食堂 桑楽

笛吹市 春日居町桑戸384

0553-26-2104

96

中国料理 北京

笛吹市 春日居町下岩下599-1

0553-26-4190

97

中国料理 英華飯店

笛吹市 御坂町井之上1106

055-262-6614

98

中国料理 満堂紅

笛吹市 春日居町小松1112-1

0553-26-6887

99

中国料理 蘇州

笛吹市 御坂町上黒駒663-1

055-264-2105

100 ホテル春日居 レストランちよだ

笛吹市 春日居町小松855

0553-20-2000

101 一宮蘇州

笛吹市 一宮町東原909-1

0553-47-1354

102 石和健康ランド 中国料理 宝華

笛吹市 石和町松本868

055-263-7111

103 台湾料理華龍

笛吹市 石和町井戸181-1

055-269-8886

104 バーミヤン 甲斐一宮

笛吹市 一宮町東原12

0553-20-5310

105 新中国料理

笛吹市 石和町市部789-98

055-262-6534

大三元

上野原市
106 天龍

上野原市 上野原1684-1

0554-62-3180

107 台湾料理 真味

上野原市 上野原1654-1

0554-62-5888

108 なりたや

上野原市 上野原3586

0554-63-0275

109 中華レストラン 魯美雲

上野原市 上野原1705-37

0554-63-2781

110 Lovingデリカ食べチャイナ

上野原市 上野原2085 フレンドリーシティヤマトヤビル103

0554-67-9460
甲州市

111 勝沼飯店

甲州市 勝沼町勝沼981

0553-44-1500

112 御食事 あまの

甲州市 大和町初鹿野1714-29

0553-48-2945

113 中華料理 鑫源

甲州市 塩山西広門田7-1

055-333-8458

114 中華料理 菊亭

甲州市 塩山上於曽1645-3

0553-32-1154

115 桃光

甲州市 塩山下於曽1380

0553-32-1808
中央市

116 有限会社 四川菜館

中央市 西花輪3525-8

055-273-3874

117 バーミヤン 山梨豊富

中央市 浅利3555-1

055-269-3788

118 中国料理 安順

中央市 布施2120-2

055-269-6089

119 台湾料理 吉祥

中央市 西花輪4455-6

055-298-4935
西八代郡 市川三郷町

120 台湾料理 昇龍

市川三郷町 市川大門425-10

055-207-3092
南巨摩郡 身延町

121 中国料理 香苑

身延町 角打3092

0556-62-2866
中巨摩郡 昭和町

122 大勝軒

昭和町 清水新居1133-1

090-3243-8452

123 錦記飯店

昭和町 河西1167-8

055-275-5591

124 中華食堂 かかし

昭和町 押越1072

055-275-5218

125 中華料理 藪

昭和町 清水新居59-1 ヒライワ店舗101

055-209-0405
南都留郡 西桂町

126 中華菜館 八龍

西桂町 小沼1589

0555-25-2036
南都留郡 山中湖村

127 エクシブ山中湖 中国料理 翆陽

山中湖村 平野562-12

0555-65-9000

128 異彩中国菜館 湖宮

富士河口湖町 小立5407

0555-83-3340

129 観富𠅘

富士河口湖町 船津3995-1

0555-72-3950

130 バーミヤン 河口湖

富士河口湖町 船津字西上ノ段392-5

0555-83-3320

131 バーミヤン 富士急ハイランド駅前

富士河口湖町 船津6663-11

0555-20-1247

132 台湾料理 聚鑫楼

富士河口湖町 小立8017-1 フォレストモール河口湖

0555-72-3022

南都留郡 富士河口湖町

