
No. 店舗名 住所 電話番号

1 麺屋 甲武信 甲府市 丸の内 1-16-1 055-227-5017

2 海賊ラーメン日吉 甲府市 荒川１－１１－１３ 055-254-3644

3 ラーメン蘇州　アルプス通り店 甲府市 徳行3-4-17 055-222-2060

4 六角亭 甲府市 中央4-3-16 055-233-0077

5 麺彩 甲府市 中央1-9-5 055-206-0188

6 無垢ーmukuーツヴァイテ 甲府市 貢川本町18-20　素美江ビル1階 055-267-8693

7 天下一品　甲府向町店 甲府市 向町719 055-244-7107

8 らぁめん膳次郎甲府南西店 甲府市 下石田2-22-2 055-228-0976

9 ちりめん亭　甲府丸の内店 甲府市 丸の内1丁目17番4号 055-237-4551

10 株式会社蓬来軒 甲府市 中央4丁目12-28 055-233-2458

11 ラーメン専科　国玉店 甲府市 国玉町887-5 055-227-8901

12 ながたラーメン 甲府市 行徳3-14-21 055-235-3070

13 らーめん　きずな 甲府市 大里町2331-3 070-4367-3841

14 麺や　コリキ 甲府市 朝気1-9-6 080-5024-4507

15 中華そば　徳栄軒 甲府市 丸の内1-1-25　甲州夢小路2F　F203 055-298-6543

16 善屋 甲府市 善光寺2-3-12 055-226-6230

17 らーめん次郎冠者 甲府市 上阿原町312-6 055-237-2626

18 ラーメンガキ大将　大里店 甲府市 大里町4524 055-243-5828

19 ラーメン青葉 甲府市 丸の内1-1-8甲府駅ビル５F 055-222-0650

20 来来亭　国母店 甲府市 国母7-10-25 055-235-5679

21 香港亭 甲府市 城東3-8-18 055-233-4366

22 えびそば金行　山梨学院大学前店 甲府市 和戸町616-3 050-6870-1658

23 雷　家 甲府市 酒折1-8-1 090-3108-5096

24 つけそば 一福・澪 甲府市 朝気2-1-23 055-244-6505

25 中華そば　三角屋　暖 甲府市 城東4-13-31 055-237-8850

26 中華そば　あんどう亭 甲府市 千塚2-1-9 055-254-2541

27 食事処 幸楽 本店 甲府市 後屋町668-2 055-241-2164

28 食事処 幸楽 大里店 甲府市 大里町2373-1 055-243-0041

29 丸源ラーメン甲府平和通り店 甲府市 伊勢2-3-5 055-226-1777

30 らぁめん屋 甲府市 湯村2-6-16 080-6686-8620

31 龍巻軒 甲府市 塩部3-13-1 055-251-4063

32 Chaina　めし　La-麺食堂 甲府市 高畑2-19-6　クレインビル1F 055-244-2752

33 がんちゃ 甲府市 上今井町191-1 055-243-0736

34 くるまやラーメン上阿原店 甲府市 上阿原419 055-224-2605

35 くるまやラーメン甲府住吉店 甲府市 住吉5-1-6 055-227-8680

36 鶏そばAkari 甲府市 丸の内2-3-7 055-268-2455

37 はまや 甲府市 上曽根町1851-1 080-5192-6277

38 マルトク　本店 甲府市 後屋町735-1 055-241-1718

39 ガキ大将ラーメン匠　雁坂みち店 甲府市 桜井町364-1 055-288-1159

40 つけ麺　一九九二 甲府市 丸の内2-29-5　たちばな屋ビル1F 055-269-5570

41 らーめん　よこはち 甲府市 国母3-4-9 090-2917-9651

42 手打ち工房　凌駕 甲府市 国母5丁目6-5 055-226-1199

43 ホームラン軒 富士吉田市 上吉田4249-1 090-8581-6082

44 麵処　寅路 富士吉田市 上吉田1-1-15 090-2253-1131

45 竜ちゃんらーめん 富士吉田市 上吉田4590-62 0555-24-3260
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46 支那そば 大喜 富士吉田市 中曽根3-11-5 0555-24-3546

47 五味八珍 富士吉田店 富士吉田市 下吉田東3丁目17番18号 0555-72-8767

48 富士急ハイランド ラーメン一楽 富士吉田市 新西原５－６－１ 0555-24-6888

49 らーめん食堂れんげ　富士吉田店 富士吉田市 下吉田9-40-3 0555-24-1121

50 らあめん　しのちゃん 富士吉田市 緑が丘2丁目5-1 0555-24-2620

51 ガキ大将匠　富士吉田店 富士吉田市 中曽根1-2-33 0555-20-0055

52 自家製麺　しゅん作 都留市 四日市場91 070-1520-9045

53 元祖札幌や 都留市 田野倉164-1 0554-46-0035

54 満北亭　都留店 都留市 下谷3-1398-1 0554-45-3911

55 ガキ大将　都留店 都留市 上谷6-9-26 0554-45-4033

56 かりさかラーメン中村屋 山梨市 三富村下萩原379-4 0553-39-2422

57 らーめんテラス　好吃 山梨市 南866-2 0553-23-1113

58 万力屋 山梨市 上神内川1336 0553-39-9240

59 志村苑 山梨市 下栗原1048 0553-22-6626

60 えのきや　山梨店 山梨市 南228-1 0553-22-4533

61 くるまやラーメン万力店 山梨市 万力1105-3 0553-23-4866

62 古民家麺処　かつら 大月市 大月1-2-7 0554-22-1080

63 ラーメン銀次 大月市 笹子町白野466-3 0554-56-7303

64 喜多方ラーメン　風 南アルプス市 上今諏訪492 055-284-6511

65 みんみん 南アルプス市 野牛島1752-6 055-285-5208

66 らーめん食堂れんげ　南アルプス店 南アルプス市 西南湖429 055-282-8329

67 どさん子　甲府若草店 南アルプス市 浅原238 055-284-4068

68 ラーメン一心 北杜市 武川町三吹1734 0551-26-2655

69 味の　なりたや 北杜市 須玉町若神子2772-1 0551-42-4217

70 ゆめの屋 北杜市 高根町清里3545 0551-48-3677

71 ラーメン　NARU-TO 甲斐市 長塚164-1　マルマンビル1-103 055-277-7662

72 らぁめん膳次郎竜王バイパス店 甲斐市 富竹新田1259-1 055-260-7017

73 ラーメン熱人　G麺 甲斐市 玉川254-2 055-267-6208

74 ラーメン専科　敷島店 甲斐市 長塚168-7 055-277-7746

75 麺屋　我流 甲斐市 中下条975-1 090-7185-9319

76 らーめん食堂れんげ　竜王店 甲斐市 竜王1284-1 055-279-8329

77 くるまやラーメン双葉店 甲斐市 龍地4405-6 0551-28-7323

78 ラーメン　ユタカ 笛吹市 八代町南2892-1 055-265-3592

79 ラーメン専科　御坂店 笛吹市 御坂町夏目原1140-1 055-263-0106

80 らぁめん風神 笛吹市 石和町広瀬1374-28 055-263-3481

81 めんや　なないろ 笛吹市 春日居町桑戸632-1 090-1612-7716

82 ラーメンどころ　燈　ともしび 笛吹市 石和町川中島498-4 055-263-2030

83 ラーメン甲斐路 笛吹市 石和町広瀬1515-23 055-262-8622

84 お好み焼き　一丁 笛吹市 石和町下平井105-5 055-262-0320

85 らーめん食堂れんげ　石和店 笛吹市 石和町窪中島587-15 055-261-1121

86 麵屋かばちたれ 笛吹市 石和町川中島465 055-287-8009

87 一丁ラーメン 笛吹市 石和町川中島79 055-263-2698

88 ラーメン九州 笛吹市 一宮町末木604-45 0553-47-3565

89 ラーメン専科　石和店 笛吹市 石和町松本788-1 055-262-0962

90 らーめん　やまさん 上野原市 松留254-5 0554-63-2260
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91 来々軒 上野原市 上野原1154 0554-62-5898

92 一徹ラーメン 上野原市 上野原2045-1 0554-63-2490

93 お食事処　花藤 甲州市 塩山上栗生野1101 0553-33-6867

94 甲州市やまと天目山温泉（飲食コーナー） 甲州市 大和町木賊517 0553-48-2000

95 ラーメンガキ大将　塩山店 甲州市 塩山下於曽1541 0553-33-8851

96 中華　鳳龍 甲州市 塩山上於曽870-1 0553-32-0435

97 焼豚食道 甲州市 塩山下於曽1541-1

98 美㐂松 甲州市 塩山上於曽1139 0553-33-2642

99 平和園 甲州市 塩山上於曾1107-8 0553-33-2174

100 紋次郎 中央市 若宮29-5-103 090-1497-0445

101 明朗軒 市川三郷町 市川大門1179 055-272-3741

102 麺や　響 身延町 飯富2058 0556-42-2607

103 花梨 身延町 下山237-1 0556-62-1397

104 みやこいち　富士川店 富士川町 青柳町973-1 0556-22-1300

105 こばやし　食堂 昭和町 押越3 055-275-2158

106 無尽蔵　昭和家　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 055-269-5153

107 王記厨房　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 055-269-5333

108 麺屋博多弁天堂　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 055-242-6562

109 リンガーハット　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 055-268-6238

110 みやこいち　本店 昭和町 清水新居1553 055-222-8898

111 ラーメン専門店 山さんラーメン 昭和町 押越 1633 080-2037-0873

112 らあめん　なが楽 昭和町 上河東1324-11 080-3004-3938

113 つけそばさんぷく 昭和町 西条5051 055-268-0329

114 どさん娘 山中湖村 平野387-1 0555-65-8102

115 ごくめん 山中湖村 山中865-296 0555-62-2885

116 どさん子ラーメン 富士河口湖町 小立3968-4 0555-73-3096

117 らーめん食堂れんげ　河口湖店 富士河口湖町 船津1328-4 0555-72-8329

118 つわ野 富士河口湖町 船津3353-3 0555-73-1819

中央市

西八代郡 市川三郷町

南巨摩郡 身延町

南巨摩郡 富士川町

南都留郡 富士河口湖町

南都留郡 山中湖村

甲州市

中巨摩郡 昭和町


