
▼上野原市 ▼中央市 ▼中巨摩郡昭和町

▼北杜市 ▼南アルプス市 ▼南巨摩郡富士川町

▼南巨摩郡身延町 ▼南都留郡富士河口湖町 ▼南都留郡山中湖村

▼南都留郡忍野村 ▼大月市 ▼富士吉田市

▼山梨市 ▼甲州市 ▼甲府市

▼甲斐市 ▼笛吹市 ▼都留市

▼韮崎市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

株式会社公正屋 コモアプラザ店 上野原市 コモアしおつ３－２０－１２ ショッピング

株式会社公正屋 上野原店 上野原市 上野原４０６０ ショッピング

アップガレージ山梨中央店 中央市 山之神３３２９－１ ショッピング

和イタリー厨房れんが亭 中央市 成島１６５７－２ 飲食店

めん丸豊富店 中央市 浅利１６４２－１ 飲食店

evam eva yamanashi 中央市 関原８８５ ショッピング

evamevayamanashi味 中央市 関原８８５ 飲食店

evamevayamanashi色 中央市 関原８８５ ショッピング

すてないで 昭和店 中巨摩郡昭和町 押越８２５ ショッピング

肉匠 雪月花 昭和店 中巨摩郡昭和町 河東中島１２８７－２ 飲食店

FUKASAWA COFFEE R 中巨摩郡昭和町 河東中島４３９ ショッピング

高倉町珈琲 甲府昭和店 中巨摩郡昭和町 河西１６００－１ 飲食店

WORLD CAFE 甲府昭和店 中巨摩郡昭和町 河西３－１ 飲食店

コリアンキッチン3匹の子ぶた 中巨摩郡昭和町 清水新居１１０１－１ 飲食店

和志牛昭和店 中巨摩郡昭和町 清水新居１３４０ 飲食店

みやこいち本店 中巨摩郡昭和町 清水新居１５５３ 飲食店

鮨処　仙場 中巨摩郡昭和町 清水新居１６６４ 飲食店

スーパーTAC 甲府店 中巨摩郡昭和町 清水新居４６６ ショッピング

柳正堂書店甲府昭和イトーヨーカドー店 中巨摩郡昭和町 西条１３－１　イトーヨーカドー甲府昭和店　
２Ｆ ショッピング

お食事処 川 昭和本店 中巨摩郡昭和町 西条４３３９－３ 飲食店

Steak Center 昭和町西条店 中巨摩郡昭和町 西条５０３６ 飲食店

インクポット 昭和店 中巨摩郡昭和町 西条５０４４ ショッピング

とことん871 中巨摩郡昭和町 飯喰１０９９ ショッピング

ブランドショップハピネス甲府昭和店 中巨摩郡昭和町 飯喰１５０５－１ ショッピング

いーなとうぶ昭和 中巨摩郡昭和町 飯喰９６０－１ ショッピング

藤乃家 北杜市 大泉町西井出２１１２ 飲食店

まきばレストラン 北杜市 大泉町西井出８２４０－１ 飲食店

ヴィラアフガン 北杜市 大泉町西井出８２４０－３５１０ 飲食店

レストラン ル ピオニエ 北杜市 大泉町西井出８２４０－８３０６ 飲食店

ひまわり市場 北杜市 大泉町谷戸２００８ ショッピング

ロトンド 小淵沢 北杜市 小淵沢町２９６８－１ 飲食店

ハ－ベストテラス八ヶ岳 北杜市 小淵沢町４８６９－１ 飲食店

MASAICHI 北杜市 小淵沢町９９６ ショッピング

スーパーおの 北杜市 武川町三吹２１５７－１ ショッピング
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台ヶ原金精軒 北杜市 白州町台ヶ原２２１１ 飲食店

山梨銘醸 七賢 北杜市 白州町台ヶ原２２８３ ショッピング

清春　旅と空想の美術館 北杜市 長坂町中丸１４５３－５８　 ショッピング

よってけし八ヶ岳店 北杜市 長坂町夏秋３５－１ ショッピング

Yショップ 長坂大井ヶ森店 北杜市 長坂町大井ヶ森５０８ ショッピング

寿司処菊富士 北杜市 長坂町大八田１６０ 飲食店

ピクニック 北杜市 長坂町大八田１６０ ショッピング

地酒の八峰 北杜市 長坂町大八田１６０ ショッピング

マルキン本舗きららシティ店 北杜市 長坂町大八田１６０ 飲食店

コレットミユ 北杜市 長坂町大八田１６０　きららシティ１Ｆ ショッピング

綿半ホームエイド 長坂店 北杜市 長坂町大八田１６９ ショッピング

肉と魚と惣菜のお店わたなべ 北杜市 長坂町大八田１９６ ショッピング

ビハインド ドア－ズ 北杜市 高根町五町田１６８６ サービス

カントリーキッチン ロビン 北杜市 高根町清里３５４５ 飲食店

ロック 北杜市 高根町清里３５４５ ショッピング

萌木の村 ホールオブホールズ 北杜市 高根町清里３５４５ ショッピング

エッセンガルテン 北杜市 高根町清里３５４５ ショッピング

小作 清里高原 北杜市 高根町清里３５４５ 飲食店

メリーゴーラウンドカフェ 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村 飲食店

萌木の村メイフェア 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村ブル－ベルヒル
内１階 ショッピング

萌木の村メイフェア　ドゥ 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村ブル－ベルヒル
内２階 ショッピング

萌木の村メイフェア食品館 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村ブル－ベルヒル
内３階 ショッピング

焼肉ハウスかわせみ亭 北杜市 高根町清里３５４５－１４３７ 飲食店

アルチザン パレ ド オール 北杜市 高根町清里朝日ヶ丘３５４５－９３１ 飲食店

綿半ホームエイド 八田店 南アルプス市 六科４９３ ショッピング

JA南アルプス市 Aコープ白根店 南アルプス市 在家塚１２７１－１ ショッピング

JA南アルプス市道の駅しらね農産物直売所 南アルプス市 在家塚５８７－１ ショッピング

農家の店大地 南アルプス店 南アルプス市 在家塚竹之花３７－１ ショッピング

牛繁南アルプス店 南アルプス市 小笠原１４３４－１ 飲食店

田舎カフェ オーチャード 南アルプス市 徳永４１０ 飲食店

JA南アルプス市 Aコープ甲西店 南アルプス市 戸田５５－１ ショッピング

ナカゴミ 南アルプス市 桃園６００－３ ショッピング

お食事処 川 甲西本店 南アルプス市 西南湖３６８ 飲食店

ワークエス南アルプス店 南アルプス市 西野２３４３－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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（株）フードパークスサンマルシェ富士川 南巨摩郡富士川町 天神中條１０４０ ショッピング

カフェ＆鉄板レストラン 藤川 南巨摩郡身延町 常葉７０５２－１４ 飲食店

Ricetta 南都留郡富士河口
湖町 勝山２８６１－１ 飲食店

55steak 南都留郡富士河口
湖町 勝山３３６７ー１ 飲食店

HanaCafe　kikyou 南都留郡富士河口
湖町 大石１４７７－１ 飲食店

壱の蔵 南都留郡富士河口
湖町 大石１４７７－１ ショッピング

富士桜工房 南都留郡富士河口
湖町 大石１４７７－１　ハナテラス内 ショッピング

パワーマーケットTAC 河口湖店 南都留郡富士河口
湖町 小立３８８８ ショッピング

湖宮 南都留郡富士河口
湖町 小立５４０７ 飲食店

ミヤマ 河口湖店 南都留郡富士河口
湖町

小立８０１７－１　フォレストモール富士河口
湖内 ショッピング

FUJIYAMA COOKIE 本店 南都留郡富士河口
湖町 浅川１１６５－１ 飲食店

食事処湖波 南都留郡富士河口
湖町 浅川３６７－１ 飲食店

恵比寿夜ノ森河口湖 南都留郡富士河口
湖町 船津１１９６－１ 飲食店

甲州ほうとう小作 河口湖店 南都留郡富士河口
湖町 船津１６３８－１ 飲食店

ハーブ庭園旅日記河口湖庭園 南都留郡富士河口
湖町 船津１９９６ ショッピング

赤富士ワインセラー 南都留郡富士河口
湖町 船津２０２０－１ ショッピング

冨士天ぷら いだ天 南都留郡富士河口
湖町 船津３４８６ー４ 飲食店

Shaw’s Sushi 南都留郡富士河口
湖町 船津３６３２ー７ 飲食店

高田屋 南都留郡富士河口
湖町 船津３８６０ ショッピング

綿半スーパーセンター富士河口湖店 南都留郡富士河口
湖町 船津４９１０ ショッピング

フランスの食堂キャフェドゥブローニュ 南都留郡富士河口
湖町 船津５５２１－２ 飲食店

山梨宝石博物館 南都留郡富士河口
湖町 船津６７１３ ショッピング

炭火焼肉鉄庵 南都留郡富士河口
湖町 船津６７９９ 飲食店

しゃぶしゃぶ はやし 南都留郡富士河口
湖町 船津６８１６ー１ 飲食店

居酒屋みなみ 南都留郡富士河口
湖町 船津６８２５－３ 飲食店

ガンジス川富士河口湖店 南都留郡富士河口
湖町 船津６８９７ 飲食店

ほうとう蔵 歩成 河口湖店 南都留郡富士河口
湖町 船津６９３１ 飲食店

炭火焼肉 ひまわり亭 南都留郡富士河口
湖町 船津７３６４ー２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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金多留満 本店 南都留郡富士河口
湖町 船津７４０７ 飲食店

庄ヤ 南都留郡山中湖村 山中１３４ 飲食店

キャンティコモ 南都留郡山中湖村 山中２１３－７ 飲食店

山中湖畔のステーキ酒場 南都留郡山中湖村 山中２２６　山中湖畔のステーキ酒場 飲食店

郷土料理 和十郎 南都留郡山中湖村 山中２３２－７ 飲食店

甲州ほうとう小作山中湖店 南都留郡山中湖村 山中２３４ 飲食店

有限会社 丸一高村本店 山中湖ハム 南都留郡山中湖村 山中７０８ ショッピング

ワインショップ ふじたや山中店 南都留郡山中湖村 山中９９ ショッピング

手打そばやまさと 南都留郡山中湖村 平野１１５ 飲食店

DALLAS VILLAGE 南都留郡山中湖村 平野４７９－２９ 飲食店

天祥庵 南都留郡忍野村 忍草２８４８－２ 飲食店

hairsalonMorris 南都留郡忍野村 忍草２８９０－１ サービス

株式会社公正屋 大月東店 大月市 七保町葛野２１０ ショッピング

徳々市場 大月市 初狩町下初狩５６２ ショッピング

ウツワ陶房 大月市 大月町真木６１９７－１ ショッピング

おかし工房エイゲツ 大月市 大月町花咲６５－２　 飲食店

焼肉 一路 大月市 御太刀１－２－２３ 飲食店

長谷部酒店 大月市 猿橋町猿橋２００ ショッピング

遠藤商店 富士吉田市 ときわ台２－１－１９ ショッピング

寿海 富士吉田市 上吉田３６４２ 飲食店

Pacem 富士吉田市 上吉田６－１２－２０　香都佐ビル　１Ｆ サービス

urban’s camp 富士吉田市 上吉田７－１４－１２ 飲食店

トミズキャンプ 富士吉田市 下吉田６－２６－５３ サービス

乃が美 はなれ 富士吉田販売店 富士吉田市 下吉田９－１－１４ 飲食店

スーパーTAC 富士吉田店 富士吉田市 中曽根２－１３－２０ ショッピング

二葉屋 富士吉田市 大明見５－１２－１ ショッピング

ふじやまビール 富士吉田市 新屋１９３６ ショッピング

富士山海の家本店 富士吉田市 松山５丁目１４－２２　 飲食店

綿半ホームエイド 万力店 山梨市 万力１９２１ ショッピング

にく屋 燦火肉 山梨市 万力２０５７－４ 飲食店

寿司割烹いづ屋 山梨市 上神内川２－１ 飲食店

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 山梨市 北２３９ ショッピング

See：n N 山梨市 小原西１０５６－２ サービス

シャトー・メルシャン ワインギャラリー 甲州市 勝沼町下岩崎１１０６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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レストラン　シャンモリ 甲州市 勝沼町下岩崎１４５３　 飲食店

蒼龍ワイナリー 甲州市 勝沼町下岩崎１８４１ ショッピング

レストランテ風　アルガ葡萄園直営 甲州市 勝沼町下岩崎２１７１ 飲食店

勝沼醸造 甲州市 勝沼町下岩崎３７１ ショッピング

くらむぼんワイン 甲州市 勝沼町下岩崎８３５ ショッピング

エリソン・ダン・ジュ－ル 甲州市 勝沼町中原５２８８－３　 飲食店

原茂ワイン 甲州市 勝沼町勝沼３１８１ ショッピング

グディーズナカヤ勝沼店 甲州市 勝沼町小佐手４７５ ショッピング

マンズワイン 勝沼ワイナリー 甲州市 勝沼町山４００ ショッピング

皆吉 甲州市 勝沼町等々力１３７２ 飲食店

グレイス・ワインサロン 甲州市 勝沼町等々力１７３ ショッピング

ハーブ庭園旅日記 甲州市 勝沼町等々力１７３６ ショッピング

白百合醸造 甲州市 勝沼町等々力８７８－２ ショッピング

レストラン　鳥居平 甲州市 勝沼町菱山４７２９ 飲食店

シャトー勝沼 甲州市 勝沼町菱山４７２９ ショッピング

ぶどうの丘 フロント 甲州市 勝沼町菱山５０９３ ショッピング

フルーツ直売所 勝沼店 甲州市 勝沼町藤井２８０－３ ショッピング

丸藤葡萄酒工業（株） 甲州市 勝沼町藤井７８０ ショッピング

グディーズナカヤ三日市場 甲州市 塩山三日市場３２１１－３ ショッピング

機山洋酒工業 甲州市 塩山三日市場３３１３ ショッピング

天真堂書店 塩山店 甲州市 塩山熊野８８－１ ショッピング

めん丸塩山店 甲州市 塩山藤木１９００－１ 飲食店

(有)アールエスケイ 甲州市 塩山赤尾３４１－１ サービス

なんたって！！ビフテキ甲府上今井店 甲府市 上今井町８０２－１ 飲食店

和風焼肉 和志牛 甲府市 上小河原町１２３６－１ 飲食店

OGIオートグラス 甲府市 上曽根町１７４７－１ サービス

めん丸小瀬店 甲府市 上町２３７６ 飲食店

ビジュ 甲府市 上石田１－８－８ サービス

Naturalgraceケータリング 甲府市 上石田２－２３－２０ ショッピング

LILY 甲府市 上石田２－３－１０ サービス

銀しゃり処 米右衛門 甲府市 上石田４－９－３　ソンドメ－ルＡ　１０１ 飲食店

初めの一歩 地どりのうえ田 甲府市 上石田４－９－３　ハイツ岡　１０２ 飲食店

風土記の丘農産物直売所 甲府市 下曽根町１０７０－３ ショッピング

steakhouse WATAYOSHI 甲府市 下石田２－１７－２２　ボヌール石田　１０１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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乃が美 はなれ 山梨店 甲府市 下石田２－１７－２２　ボヌール石田　１Ｆ 飲食店

OEUF Feria店 甲府市 下石田２－２９－４　フェリアビル１Ｆ ショッピング

華宴 甲府市 下飯田１－４－３７ 飲食店

ふぐ海鮮さんせん甲府店 甲府市 中央１－１－１１　第２ＦＰビル１Ｆ 飲食店

大衆割烹　友四郎 甲府市 中央１－１３－５ 飲食店

濃厚水炊きかぐら 甲府市 中央１－２０－１７ 飲食店

地鶏やきとり三四郎 甲府市 中央１－４－８　ＫＡＧビル　１Ｆ　北 飲食店

中華レストランさんぷく 甲府市 中央１－４－９　さんぷくビル　２Ｆ 飲食店

甲州焼肉奏 甲府市 中央１－６－１８ 飲食店

魚屋ちから 甲府市 中央１－６－８　完幸ビル１Ｆ 飲食店

レストランバーSAIKI 甲府市 中央１丁目７－７　 飲食店

印伝屋 甲府市 中央３－１１－１５ ショッピング

澤田屋 中央店 甲府市 中央４－３－２４ 飲食店

手打そば奥村本店 甲府市 中央４－８－１６ 飲食店

甲州 ワイン蔵 甲府市 丸の内１－１－２５ ショッピング

山梨レストラン メリメロ 甲府市 丸の内１－１－２５　二ノ蔵　２Ｆ　（甲州夢
小路内） 飲食店

Trattoriapachino 甲府市 丸の内１－１－２５　甲州夢小路Ｇ棟１０１　
１０２ 飲食店

板前寿司甲府店 甲府市 丸の内１－１５－６　地球堂ビル　１Ｆ 飲食店

オブリージュ 甲府市 丸の内１－１６－１０　トラストワンビル１９
　１Ｆ ショッピング

アマノパークス 岡島店 甲府市 丸の内１－２１－１５　岡島百貨店　Ｂ１Ｆ ショッピング

甲州ほうとう小作 甲府駅前店 甲府市 丸の内１－７－２ 飲食店

奥藤本店甲府駅前店 甲府市 丸の内１－７－４ 飲食店

WOMAN 甲府市 丸の内１－８－９ ショッピング

ナポリ甲府中央 甲府市 丸の内１丁目１６－２０　 飲食店

ピザハット甲府店 甲府市 丸の内２－１０－１４ ショッピング

CILINDRO 甲府市 丸の内２－１５－１４ 飲食店

若鮨甲府駅前店 甲府市 丸の内２－１６－６　平和ストリートビル　２
Ｆ 飲食店

オブリージュ 2F 甲府市 丸の内2-29-6　2F ショッピング

VISION Atelier 甲府市 伊勢１－４－３　２Ｆ サービス

ゴーリ・インターナショナル 甲府市 伊勢２－１２－１５ ショッピング

中国家庭料理桃 住吉店 甲府市 住吉５－１－２１　中国家庭料理桃 飲食店

アーク甲府店 甲府市 北口１－２－１５ ショッピング

甲州ほうとう小作 北口店 甲府市 北口１－４－１１ 飲食店

リストランテ バローロ 甲府市 北口２－３－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サイアム カフェ 甲府市 北口２－９－１２　ニシコ－北口駅前ビル 飲食店

サドヤ 甲府市 北口３－３－２４ ショッピング

アジ－ル 甲府市 北口３丁目９－８　 飲食店

旬菜美酒シーズ 甲府市 北口３丁目９－８　２階 飲食店

PatisserieTSUBO 甲府市 古上条町１１－１　クライムマルヤマ　１０２ ショッピング

トンロー 甲府市 向町１４７－１　グリ－ンタウン甲府東内ＳＨ
ＯＰＳ向町　Ｂ－３ 飲食店

甲州ワインステーキBEL－Marin 甲府市 向町１７９－３ 飲食店

かつや 山梨甲府店 甲府市 向町３０５－１ 飲食店

トーカイ 甲府店 甲府市 向町３２７－１ ショッピング

アストロプロダクツ 甲府向町店 甲府市 向町７３７－１ ショッピング

楽　甲府東店 甲府市 和戸町１００２－４ 飲食店

ZELE向町 甲府市 和戸町５４２－１ サービス

アマノパークス 甲府東店 甲府市 和戸町８８０ ショッピング

武善 甲府市 善光寺１－３－１７ 飲食店

かつ華甲府店 甲府市 国母１－１７－１６ 飲食店

N　IssHin 甲府市 国母４－１６－１９　 飲食店

（株）フードパークス 生鮮市場店 甲府市 国母４－２１－６ ショッピング

活・粋すし長 甲府市 国母７－４－２７ 飲食店

手打そば 奥藤本店 甲府市 国母７－５－１２ 飲食店

彩量庵 たん澤 甲府市 国母８－１２－１８ 飲食店

MYA 和戸店 甲府市 国玉町３３４－４ サービス

BOOKパーク塩部店 甲府市 塩部１－１－１０　イッツモア塩部ＳＣ内 ショッピング

REGAL SHOES 甲府店 甲府市 大里町３８８ ショッピング

エテルナ 甲府店 甲府市 大里町３８８ ショッピング

天真堂書店 甲府国母店 甲府市 大里町５０００ ショッピング

美郷 甲府大里店 甲府市 大里町５２８４ ショッピング

すし処魚保 甲府市 太田町２０－６ 飲食店

和食あかざわ 甲府市 宝２－１９－４ 飲食店

寿司処ちひろ 甲府市 寿町１－４　コラニー文化ホール前 飲食店

穫れたてLand山城 甲府市 小瀬３１５－４ ショッピング

ヘルシーレストラン パセリ 甲府市 後屋町４２９ 飲食店

うなぎの竜由 甲府市 徳行２－１－３ 飲食店

かつや甲府昭和インター店 甲府市 徳行３－７－１８ 飲食店

焼肉しん 甲府市 徳行４－１２－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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依田酒店 甲府市 徳行５丁目６－１　 ショッピング

酒のディアーズ 朝気店 甲府市 朝気３－１８－２９ ショッピング

レストランボルド－ 甲府市 桜井町４７ 飲食店

クリスタルサウンド 甲府市 猪狩町３１２ ショッピング

甲州郷土料理わらじ 甲府市 猪狩町３９３ 飲食店

小島精肉店 甲府市 相生２－１６－５ 飲食店

懐石遊膳 吉寿美 甲府市 相生３－５－１５ 飲食店

キーズカフェ時夢創屋　甲府店 甲府市 蓬沢１丁目２３－８　 飲食店

山梨県立美術館ミュージアムショップ 甲府市 貢川１－４－２７ ショッピング

自然食品有機村 甲府市 貢川１－６－２３ ショッピング

朗月堂 本店 甲府市 貢川本町１３－６ ショッピング

焼肉 ばんばん 甲府市 長松寺町１３－４５ 飲食店

たべるじゃんやまなし 甲府市 青葉町１４２１－１ ショッピング

焼肉きんぐ甲府飯田店 甲府市 飯田３丁目２番４１号 飲食店

甲府 天松 甲府市 飯田４－２－４ 飲食店

有限会社磯部酒店 甲府市 高畑２－４－３ ショッピング

resy 甲斐市 中下条１８６６－２４　 サービス

Lafata 甲斐市 中下条１８９－１ サービス

ジョーカーズテーラー 甲斐市 中下条８９１－７　 飲食店

アマノパークス 敷島店 甲斐市 大下条１０６１－１ ショッピング

アマノパークス 甲府バイパス店 甲斐市 富竹新田１７１４－１ ショッピング

藤義 甲斐市 富竹新田４６０－４ 飲食店

CHARMERS 甲斐市 島上条６４９－８ サービス

甲州ほうとう 小作 竜王玉川店 甲斐市 玉川２３４ 飲食店

シェ・リー 甲斐市 玉川６００－６ 飲食店

リアルサイン 甲斐市 竜王１００２ ショッピング

家具プラザ コシイシ 甲斐市 竜王１００８ ショッピング

焼肉 四季 甲斐市 竜王１１５５－１ 飲食店

アマノパークス 竜王店 甲斐市 篠原１４３３ ショッピング

いーなとうぶ 甲斐市 篠原２６３５ ショッピング

いちやまマート竜王アルプス通り店 甲斐市 西八幡１４３６－１ ショッピング

海鮮酒房　さけくら 甲斐市 西八幡１８２８－１３　 飲食店

MYA 竜王店 甲斐市 西八幡４４４６－２ サービス

Sweets銀の糸 甲斐市 長塚１２９－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Healia 甲斐市 長塚１４７－１ サービス

MYA敷島店 甲斐市 長塚３８－１ サービス

JA梨北 農産物直売所・よってけし響が丘店 甲斐市 龍地２７８２－３ ショッピング

食彩ぐぅ 甲斐市 龍地３２９６－３ 飲食店

シベールの杜 山梨響が丘店 甲斐市 龍地３４５２ 飲食店

焼肉火焔双葉本店 甲斐市 龍地４４４２ 飲食店

山梨ルミエールワイナリー 笛吹市 一宮町南野呂６２４ ショッピング

炭火焼肉 野・野 笛吹市 春日居町小松８５５－８１ 飲食店

WORK－S 笛吹店 笛吹市 石和町井戸１７９－１ ショッピング

満足屋　石和店 笛吹市 石和町四日市場１８１６　 飲食店

マルス山梨ワイナリー 笛吹市 石和町山崎１２６ ショッピング

赤富士 山作 笛吹市 石和町川中島１１０ 飲食店

新中国料理　大三元 笛吹市 石和町市部７８９－９８　 飲食店

インクポット 石和店 笛吹市 石和町窪中島１０５－１ ショッピング

Pa・Pa・Doo 笛吹店 笛吹市 石和町窪中島１２７－１ サービス

クック－Y 石和店 笛吹市 石和町窪中島１３５ ショッピング

甲州ほうとう小作石和駅前通り店 笛吹市 石和町窪中島７３－３ 飲食店

甲州かすてら槌や 笛吹市 石和町駅前１３－８ 飲食店

綿半ホームエイド 都留店 都留市 四日市場１５５－１ ショッピング

株式会社公正屋 都留店 都留市 四日市場３７－４ ショッピング

Yショップ カツラヤ 都留市 大幡４５２９－１ ショッピング

Books KATOH 都留店 都留市 田原２－１－８ ショッピング

FETE 都留市 田原２－７－１１ サービス

ア·ラ·カルト. 都留市 田原３丁目１－３ 飲食店

満足屋　都留大月店 都留市 田野倉１６９　 飲食店

株式会社公正屋 田野倉店 都留市 田野倉１９８－１ ショッピング

よってけし韮崎店 韮崎市 中田町中條１０３１－１ ショッピング

台ヶ原金精軒韮崎店 韮崎市 中田町小田川１５４ 飲食店

居酒屋さんばん 韮崎市 富士見１－６－２６ 飲食店

マルス 穂坂ワイナリー 韮崎市 穂坂町上今井８－１ ショッピング

和こう 韮崎市 穂坂町宮久保５８９ 飲食店

牛繁韮崎店 韮崎市 若宮２－９－４１ 飲食店

焼肉苑 韮崎市 龍岡町下條南割３４０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

10 / 10

[山梨県山梨県]


	[山梨県]

