
グループ利用キャンペーン　利用可能店舗一覧

特典内容

10名様以上の個室利用で、当日、お会計より5％割引！他の特典やクーポンとの併用不可！

貸切の利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス

居酒屋
BearBonito

貸切 貸切の利用で、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、日本酒4合瓶又は焼酎１本サービス！

居酒屋
わら焼き熊鰹　甲府本店

貸切

洋食
CORAGGIO MARKET

貸切 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！

055-225-5665

居酒屋
くいもの屋わん 甲府店

個室 10名様以上の個室利用で、料理10品2時間飲み放題付4500円【舞コース】を4200円でご用意致します。

居酒屋
千の庭 甲府店

個室 10名様以上の個室利用で、宴会コースご利用で【プレミアム飲み放題】サービス致します。※他サービス併用不可

055-221-6633

055-236-3555

うどん・そば
奥京　甲府駅前店

個室 10名様以上の個室利用で、お客様お一人様ごとにオリジナルデザートをサービス！

居酒屋
拍手

個室 5名様以上の個室利用で、1グループにつきおまかせ1品サービス！

055-253-0807

055-228-8250

ファミリーレス

トラン

ヘルシーレストランパセリ

個室 10名様以上の個室利用で、お客様１名様ごとに豆乳入りミニソフトクリームorコスタコーヒー１杯サービス！

居酒屋
やきとり　とんぼ

個室 10名様以上の個室利用で、1グループにつき焼酎またはウイスキーのボトル1本サービス！

バー・スナック
Your Room

貸切 貸切利用で、焼酎（麦・芋選べます）またはウイスキーのボトルを1本サービス！！（要予約）

中華料理
台湾夜市　小吃店

貸切 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！

焼肉
塩ホルモン・焼肉　チェゴランド

貸切 貸切の利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス

和食・寿司

居酒屋
大衆酒場　熊鰹

貸切

割烹三井

個室

055-244-8629

貸切の利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス

和食・寿司
治作鮨

個室

業態分類
店舗名

特典対象

住所

甲府市丸の内1-21-22

甲府市丸の内3-20-9　和光ビル2F

甲府市塩部4丁目16-1

甲府市丸の内2-15-7

甲府市丸の内1-17-17 ＮＩＳ甲府ビル 3F/4F

甲府市丸の内1-17-17 ＮＩＳ甲府ビル 1F/2F

甲府市大里町4411-2

電話番号

甲府市中央4-8-19 055-235-1238

甲府市寿町2-11 055-222-4370

甲府市中央1-1-11 055-249-8388

甲府市丸の内2-16-11 055-287-7458

055-222-8739

甲府市西高橋町17-1 055-270-0058

甲府市後屋429 055-288-1433

甲府市朝日5丁目13-26 055-267-6725

甲府市丸の内2-1-10　アルカディアビル1F 055-233-9633



グループ利用キャンペーン　利用可能店舗一覧

特典内容
業態分類

店舗名

特典対象

住所 電話番号

居酒屋

和食・寿司

ラーメン・餃子

もつ鍋　燦久

貸切 15名様以上の貸切利用で、お客様全員フリードリンク30分時間延長プレゼント！

日本料理　いなせ

個室 10名様以上の個室利用で、1グループにつき、焼酎4合ボトル（麦）1本サービス！！

ホームラン軒

貸切 10名様以上の貸切利用で、なんとチャーハンサービス！！

090-8581-6082

0555-22-7353

富士吉田市上吉田東4-15-24 0555-24-3955

ラーメン・餃子
5名様以上の個室利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービスします

5～8名様の貸切利用で、Aiカラオケ高得点、ラッキー特典賞（77.777又は88.888）の方はプレゼント！

吉田のら～めんや

個室

貸切の利用で、ボトル1本につき５００円引きにて御提供させて頂きます。

居酒屋

お好み焼き　みずほ

個室

5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

富士吉田市松山1423-2 0555-23-4817

富士吉田市下吉田9-26-5 0555-24-3480

その他
5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！１グループつき、つまみを１品サービス！

バー・スナック

居酒屋

カラオケみづき

貸切

貸切での利用で、ご来店の方ソフトドリンク無料

居酒屋

石蹄

貸切

10名様以上の個室利用で、宴会コースお一人様通常2500円を2000円にて提供

はなの舞　富士吉田店

個室

ほうとう　あまの

貸切

まるごと北海道

個室

0555-22-0818

富士吉田市新西原4-9-2 0555-24-3477

バー・スナック

富士吉田市中曽根2-4-30 090-5201-3677

富士吉田市新西原4丁目11-8 0555-75-1078

富士吉田市上吉田4261 0555-24-4441

中華料理
中国料理　大黒天

個室 5名様以上の個室利用で、お客様１名様ごとに杏仁豆腐１つサービス！

居酒屋

BACCHUS KOFU

GUESTHOUSE １F BAR

貸切 貸切の利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス

055-298-4747

0555-23-6120

バー・スナック
和風スナック　千や

貸切 貸切の利用で、お客様全員の方にお通し無料サービスをさせて頂きます！

バー・スナック
からおけBARきまぐれ

貸切 貸切の利用で、お客様1名様ごとにドリンク１杯サービス！

070-8566-7481

090-4427-8686

中華料理
中華Ｄｉｎｉｎｇ桃李

個室 5名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとに生ビール（小）又はソフトドリンク1杯サービス！

055-287-6027甲府市東下条町63-1

甲府市高畑1-4-1　グランシェーヌ甲府103

甲府市青沼1-2-9

甲府市丸の内3-33-12

富士吉田市新西原4-11-11

富士吉田市上吉田4249-1

富士吉田市竜ケ丘1-8-25

富士吉田市富士見5丁目5-34



グループ利用キャンペーン　利用可能店舗一覧

特典内容
業態分類

店舗名

特典対象

住所 電話番号

中華料理
貸切の利用で、お客様1名様ごとに１ドリンクサービス！

和食・寿司
5名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとに生ビール（小）又はソフトドリンク１杯サービス！

その他

居酒屋
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

居酒屋
貸切の利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス

居酒屋
貸切の利用で、1グループにつきメニューの内で、どれか一品サービスします！

居酒屋

中華料理
中華料理　翔龍

個室

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！

和食・寿司

福源

貸切

5名様以上の個室利用で、夜の営業の予約（コース料理３８５０円）限定。お客様１名様ごとに１ドンリンクサービス！

割烹料理　勝花

個室

桃源閣

個室

勝の家

個室

韮崎市上ノ上3803 0551-23-6323

南アルプス市飯野2971桃源文化会館内 055-284-3220

南アルプス市徳永1638-4 055-285-4443

南アルプス市野牛島2334-24 090-3902-6767

南アルプス市東南湖887-1 055-244-5970

沖縄酒場　じゃや

個室

貸切の利用で、宴会コースのデザート2種類に増量（要予約）

わら焼き熊鰹　韮崎店

貸切

韮崎市中央町1-11 0551-45-8230

韮崎市中央町1-11 070-4482-0631

さんちゃん

貸切

ツイステッドホイール

貸切

都留市田原3-3-26 0554-45-4060

山梨市万力86-1 0553-23-4188

ラーメン・餃子

うどん・そば

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。

喫茶　草布絵 北杜市大泉町西井出8240-394 080-9048-2134

貸切 貸切の利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス！他の特典やサービスとの併用不可。

ことぶき　日本そば 甲斐市富竹新田2241-10 055-276-1020

個室 10名様以上のグループで個室又は貸切利用での、2階宴会席ご利用で焼酎ボトル1本サービス！駐車15台可能！

焼肉
えがお屋　竜王店 甲斐市玉川1519-2 055-260-6522

個室 10名様以上の個室利用でファーストドリンク人数分サービス（一部メニューを除く）当店他のサービスとの併用不可

和食・寿司
季節Dining　SIN 甲斐市玉川1587-6 055-288-0102

貸切 貸切利用で、ファーストドリンクサービス

和食・寿司
弥助鮨　分店 甲斐市西八幡719-1 055-276-4401

個室 5～15名様での個室利用で、当日のお会計より5％割引します！

居酒屋
酒処　肴 甲斐市竜王新町1272-2 055-279-2633

個室 貸切または5名様以上の個室利用で、当日お会計より10％割引
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特典内容
業態分類

店舗名

特典対象

住所 電話番号

和食・寿司
升亭 甲斐市竜王1044-1 055-276-8961

個室 5名様以上の個室利用で、1グループにつき、とり皮ポン酢1皿サービス！

ラーメン・餃子
カラオケ喫茶鬼タロー 甲斐市篠原880-1 055-234-5220

貸切 貸切の利用で、お客様1名様ごとに1ドリンク（ソフトドリンク）サービス！

ラーメン・餃子
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

貸切 前もっての貸切の予約にて、当日お会計より5％割引させて頂きます

宴会場
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

宴会場
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

和食・寿司
石和健康ランド 和食処 さくら 笛吹市石和町松本868 055-263-7111

個室 5名様以上の個室利用の上、①飲み放題ご利用で料理代金10％割引　② ①以外のお客様は焼酎等サービス！※他特典との併用不可

居酒屋
石和健康ランド 居酒屋 河童 笛吹市石和町松本868 055-263-7111

個室 5名様以上の個室利用の上、①飲み放題ご利用で料理代金10％割引　② ①以外のお客様は焼酎等サービス！※他特典との併用不可

中華料理
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

個室 5名様以上の個室利用の上、①飲み放題ご利用で料理代金10％割引　② ①以外のお客様は焼酎等サービス！※他特典との併用不可

うどん・そば
石和健康ランド そば処 和心 笛吹市石和町松本868 055-263-7111

個室 5名様以上の個室利用の上、①飲み放題ご利用で料理代金10％割引　② ①以外のお客様は焼酎等サービス！※他特典との併用不可

洋食
石和健康ランド THE キッチン 笛吹市石和町松本868 055-263-7111

個室 5名様以上の個室利用の上、①飲み放題ご利用で料理代金10％割引　② ①以外のお客様は焼酎等サービス！※他特典との併用不可

宴会場
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！

和食・寿司
旅館　㐂仙 笛吹市石和町川中島482 055-262-2404

個室 10名様以上の個室利用で、ボトルワイン１本プレゼント！

宴会場
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！

居酒屋
庄や　石和駅前店 笛吹市石和町駅前3-2　ニューバリー館2階 055-261-7408

個室 8名様以上の個室利用で、1名様ごとにファーストドリンク1杯をサービス！

和食・寿司
寿し料理　花田

貸切

笛吹市石和町八田41-1 055-262-0202

貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします
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特典内容
業態分類

店舗名

特典対象

住所 電話番号

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

むさし亭 笛吹市石和町八田267-30 080-1307-3936

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

和風旅館　峯 笛吹市石和町川中島495-2 055-262-2677

個室 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（酒又はソフトドリンク）サービス！

カラオケ喫茶AI 笛吹市石和町市部478 080-8886-8913

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

割烹　小春 笛吹市石和町川中島110-208 055-262-5200

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

串焼　まるいち 笛吹市春日居町小松1170-3 090-5767-1005

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

螢 笛吹市石和町市部1099-1 055-262-3008

宴会場

バー・スナック

和食・寿司

居酒屋

居酒屋

居酒屋

笛吹市石和町川中島385 055-262-4526

個室 10名様以上の個室利用で、お客様１名様ごとにグラスワイン又はソフトドリンクを１杯ずつサービス！

ホテル古柏園 笛吹市石和町市部822 055-262-5890

個室 10名様以上の個室利用で、1升瓶ワインを１本プレゼントいたします。

笛吹市石和町川中島538 055-263-5811

個室 10名様以上の個室利用で、お客様１名様ごとに日本酒（お銚子）又はソフトドリンクをサービス！

ホテル八田　お食事処 笛吹市石和町川中島1607 055-262-3101

個室 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！

笛吹市石和町市部977-7 055-263-3211

個室 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

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

貸切 貸切のご利用で、お客様１名様ごとに１ドリンクサービス！※他の特典やクーポンとの併用は出来ません。

笛吹市石和町四日市場569-1 055-262-8919

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

カラオケBOX　居酒屋　潤 笛吹市石和町川中島57-1 055-287-6432

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

居酒屋

居酒屋

宴会場

宴会場

和食・寿司

宴会場

宴会場

宴会場

居酒屋　仙吉

銘庭の宿　ホテル甲子園

ホテル平安

銘石の宿　かげつ

宴会場
旅館　深雪温泉

個室

笛吹市石和町市部822 055-262-4126

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
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特典内容
業態分類

店舗名

特典対象

住所 電話番号

各国料理
インド料理ガンジス川　河口湖店 南都留郡 富士河口湖町船津6897 0555-73-3633

貸切 貸切のご利用で、単品15％割引！※他クーポンとの併用不可。飲み食べ放題も除く。

洋食
佐藤観光ステーキハウスさとう 南都留郡 富士河口湖町船津4014 0555-72-0254

貸切 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！

フレンチ・イタ

リアン

レストラン　シェ　ガロ 南都留郡 忍野村忍草3257 0555-84-2447

貸切 10名様以上の貸切利用で、お一人様2000円以上の予約にてお客様1名様ごとに1ドリンクサービス！

居酒屋
居酒屋北海 南都留郡 山中湖村山中226 0555-62-6389

個室 5名様以上の個室利用で、当日お会計より５％割引！※特典利用時、現金のみでのお支払いとなります

居酒屋
時代屋 中巨摩郡 昭和町紙漉阿原2621 055-268-1233

個室 6名様以上の個室利用又は貸切の利用で、1グループにつき、お会計より5％割引！

居酒屋
酒BAR　CORE 南都留郡 西桂町小沼2365-1 080-8459-1224

貸切 平日8名様、週末10名様より貸切可能！貸切の利用で、ステーキ２皿サービス！

和食・寿司
郷土料理　棡原 中巨摩郡 昭和町河東中島1152-1 055-275-6633

個室 ５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！

フレンチ・イタ

リアン

レストラン　ラクール 中巨摩郡 昭和町飯喰413-1 055-268-0660

個室 10名様以上の個室利用又は貸切利用で、お客様１名様ごとに1ドリンクプレゼント！

うどん・そば
そばうどん　なか澤 中巨摩郡 昭和町西条新田707-1 055-275-4801

個室 10名様以上の個室利用で、当日、お会計より5％割引！

和食・寿司
つばめ寿司 中巨摩郡 昭和町築地新居2097 055-275-3734

個室 10名様以上の個室利用で、季節のくだものサービス有り

宴会場
農泊「ちかはぎ空の家」 西八代郡 市川三郷町山保8400 090-1810-1564

貸切 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！

定食・食堂
お食事処 南部路 南巨摩郡 南部町中野4821-1 0556-64-2402

個室 5名様以上の個室利用で、お客様1名様ごとに南部茶ペットボトル1本サービス！

貸切 貸切の利用で最大10杯分のソフトドリンク（200円以下限定）をサービス！（要予約）

せりざわ 中央市西花輪3486-1 055-273-5699

個室 5名様以上の個室利用で、料理１品（1000円位）をサービスします！

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

PUB JOY 笛吹市石和町川中島481-3 070-4075-7845

貸切 貸切のお客様で、ハンドルキーパーの方にドリンクサービスします

旬彩和創　清水亭 甲州市勝沼町山128-2 0553-44-5354

Snack bar L 笛吹市石和町広瀬761-1 080-5425-4550

居酒屋

バー・スナック

バー・スナック

和食・寿司


