
※キャンペーン対象店舗は、変更する場合があります。 R4.8.15現在

カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

飲食 ファーストフード キッチンカー CORAGGIO 甲府市宮原町1392-4

飲食 ファーストフード コッコフーズ 上曽根店 甲府市上曽根町1895-1

飲食 ファーストフード シカゴピザ 甲府竜王店 甲府市池田１－３－２３

飲食 ファーストフード シカゴピザ 甲府店 甲府市住吉３－１９－９１F

飲食 ファーストフード スタブルキッチン 甲府市朝日1-5-1ノザワテンポ1F

飲食 ファーストフード タイカフェ Saamroa 甲府市下石田2-8-6

飲食 ファーストフード たぴヤ 山梨甲府店
甲府市蓬沢1-23-700スタジオビートサー
フ

飲食 ファーストフード ドイツパン職人工房ヴァルト 甲府市上石田３丁目３番１５号

飲食 ファーストフード ピザーラ 甲府店 甲府市徳行2-5-21-104

飲食 ファーストフード マルヤ水産 かつや山梨甲府店 甲府市向町３０５－１

飲食 ファーストフード マルヤ水産 かつや甲府昭和インター店 甲府市徳行３－７－１８

飲食 ファーストフード 雨三屋 甲府市丸の内2-14-4

飲食 ファーストフード 甲州弁当 甲府市国母7-2-4

飲食 飲食店・喫茶店 ・居酒屋７ 甲府市善光寺1丁目２８－２５

飲食 飲食店・喫茶店 ２２ｔａｂｌｅ＠ｋｏｏｋａｉ 甲府市貢川本町18-20素美江ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 39チーズトッポギ 甲府市武田3-2-26

飲食 飲食店・喫茶店 87cafe 甲府市丸の内2-4-20

飲食 飲食店・喫茶店 8cafe 国母店 甲府市国母7-12-43

飲食 飲食店・喫茶店 8cafe 甲府市丸の内1-1-8CELEOKOFU2F

飲食 飲食店・喫茶店 Azzurri 甲府市大里町5275

飲食 飲食店・喫茶店 BACCHUS 甲府市丸の内3-33-12

飲食 飲食店・喫茶店 Bear Cafe 甲府市朝日4-9-1

飲食 飲食店・喫茶店 Bishop 甲府市中央1-2-3浅草飲食店街G-1

飲食 飲食店・喫茶店 Blue Moon 甲府市中央4-3-20

飲食 飲食店・喫茶店 BRAND NEW DAY 甲府市国玉町174-1

飲食 飲食店・喫茶店 BUNS BURGER & CAFE 甲府市塩部4-1-19

飲食 飲食店・喫茶店 Cafe de LaLa 甲府市後屋町427

飲食 飲食店・喫茶店 CAFE　LA　PAIX 甲府店 甲府市徳行４ー１１ー２２

飲食 飲食店・喫茶店 CAFE M 甲府市横根町４８０－１A棟

飲食 飲食店・喫茶店 CAFE MOALA 甲府市丸の内１ー９ー8仁成堂ビル2階

飲食 飲食店・喫茶店 CAFE R 甲府市国玉町887-3

飲食 飲食店・喫茶店 ｃａｆｅ　Ｒｉｖａ 甲府市古上条町154-1

飲食 飲食店・喫茶店 Cafe ROSSO 甲府市貢川2-1-13

飲食 飲食店・喫茶店 Cafe Village 甲府市中村町10-22

飲食 飲食店・喫茶店 CAFE&WINE　TROLL 甲府市中央1-5-6

飲食 飲食店・喫茶店 Cafeギャラリー&雑貨　ハーモニー 甲府市中村町10-15
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飲食 飲食店・喫茶店 ChinaめしLa-麺食堂 甲府市高畑2-19-6クレインビル1F

飲食 飲食店・喫茶店 clover 甲府市丸の内1-19-21

飲食 飲食店・喫茶店 COCOA LABO 甲府市中央1-17-3

飲食 飲食店・喫茶店 Ｃｏｆｆｅｅ　ＭＵＧＩ
甲府市丸の内1-14-13オリオンイーストビ
ル３Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店 coffee華凜 甲府市城東2-25-22

飲食 飲食店・喫茶店 DELI Kitchen Ajito 甲府市徳行5丁目13−22

飲食 飲食店・喫茶店 DELI＆MEAT GO CHEESE 甲府市丸の内2-16-7共栄ビル1F

飲食 飲食店・喫茶店 DOux CAFE 甲府市朝日1-7-14

飲食 飲食店・喫茶店 East Rose 甲府市伊勢3-8-38

飲食 飲食店・喫茶店 ＥＮｃａｆｅ 甲府店 甲府市下石田2-29-14

飲食 飲食店・喫茶店 ENISHI 甲府市貢川本町13-1サンライト南西1-E

飲食 飲食店・喫茶店 Ｆｌｕｕｎｔ　ＫＯＦＵ 甲府市中央１－１－７飯田ビル１Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店 garage cafe en 甲府市大手1-4-8

飲食 飲食店・喫茶店 Jewels&Things
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
109

飲食 飲食店・喫茶店 JIRAIYA 甲府市上石田3-13-16

飲食 飲食店・喫茶店 Kazan 甲府市丸の内2-1-8駅前銀座ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 kitchen&cafe・Fix 甲府市武田3-2-26

飲食 飲食店・喫茶店 KitchenCaf‘ee NON 甲府市大里町2154-114-1-2

飲食 飲食店・喫茶店 KIWIs Kitchen 甲府市相生１－３－１６

飲食 飲食店・喫茶店 KuRu 甲府市緑が丘1-16-3

飲食 飲食店・喫茶店 La PACE 甲府昭和店
甲府市徳行2丁目8-15ウェルネスゾーンA
棟-6ラパーチェ

飲食 飲食店・喫茶店 La　Rishesse 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路J棟

飲食 飲食店・喫茶店 Lapin 甲府市山宮町５０１４－１２

飲食 飲食店・喫茶店 L'arca  -ristorante italiano- 甲府店 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路F棟202

飲食 飲食店・喫茶店 LaRishesse/ELMOISORA 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路J棟

飲食 飲食店・喫茶店 Le chateau des chats 甲府市横根町451-1KNビル2F

飲食 飲食店・喫茶店 Le Koppi 甲府市中央4-5-37

飲食 飲食店・喫茶店 LIV SPICE 甲府市城東1-11-23

飲食 飲食店・喫茶店 Lucca 甲府市相生2-3-17

飲食 飲食店・喫茶店 Mana CAFE 甲府市下石田2-20-1ポポレゴ5号室

飲食 飲食店・喫茶店 MARLU SOUP 甲府市丸の内1-15-2第5丸銀ビル2階

飲食 飲食店・喫茶店 MeL  BakeShop 本店 甲府市天神町12-20

飲食 飲食店・喫茶店 MofuMofu 甲府市住吉5-3-26

飲食 飲食店・喫茶店 MUSIC&SALON Knock
甲府市中央１－２０－２０オリンピック
通り二階

飲食 飲食店・喫茶店 MY CAT KOFU 甲府市蓬沢町字向畑７１０番１

飲食 飲食店・喫茶店 N.IssHin 甲府市国母4-16-19

飲食 飲食店・喫茶店 NAVYespresso 甲府市伊勢2−9−13F
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飲食 飲食店・喫茶店 NEW MAHAL 甲府市北口１丁目４番１２号

飲食 飲食店・喫茶店 ObinaBlueberryHill 甲府市中央3-9-8

飲食 飲食店・喫茶店 OFF COFFEE
甲府市朝気３－１－１２オギノイースト
モールショッピングセンター１階

飲食 飲食店・喫茶店 OHANA 甲府市太田町23-12

飲食 飲食店・喫茶店 OHANA‘Sキッチン 甲府市音羽町2-34

飲食 飲食店・喫茶店 Pachino
甲府市丸の内１ー１ー２５甲州夢小路Ｇ
棟１０１

飲食 飲食店・喫茶店 PHIL 甲府市川田町476-9

飲食 飲食店・喫茶店 Pizzeria RYU 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路石の蔵

飲食 飲食店・喫茶店 PORTLANDIA 甲府市朝日5-6-12サンハイツひぐち1F

飲食 飲食店・喫茶店 power eats 甲府市下石田2-10-3マルコハイツ103

飲食 飲食店・喫茶店 RINCHA 鈴茶 甲府市酒折1-4-7

飲食 飲食店・喫茶店 ripe 甲府市宝1-8-19

飲食 飲食店・喫茶店 Ristorante Barolo 甲府市北口2-3-5

飲食 飲食店・喫茶店 ristorante koen
甲府市中央２丁目１２番９号高善ビル１
Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店 RUNNER 甲府市池田１－４－１５

飲食 飲食店・喫茶店 RVくれーぷ 甲府市 下曽根町　1202-1

飲食 飲食店・喫茶店 SANTANICO 甲府市塩部1-10-10田中ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 Ｓｈｒｅｅ　Ｇａｎｅｓｈ 甲府店 甲府市丸の内2-29-6和光電機ビル２Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店 SIAM Cafe 甲府市北口2-9-12ニシコー北口駅前ビル

飲食 飲食店・喫茶店 SOLATIO 甲府市大里町2318-1功刀貸店舗104号室

飲食 飲食店・喫茶店 SPICE CORNER 甲府市上石田4-2-14

飲食 飲食店・喫茶店 SUN.DAYS.FOOD 甲府市丸の内1-16-1

飲食 飲食店・喫茶店 TANTAN COFFEE&BAKERY 本店 甲府市塩部4-4-6

飲食 飲食店・喫茶店 TREE Anthony‘s Kitchen 甲府市貢川本町12-3SORAE

飲食 飲食店・喫茶店 Waku Chu Gyu Cafe 甲府市貢川1-2-13

飲食 飲食店・喫茶店 アートアーカイブス 甲府市貢川1-4-27

飲食 飲食店・喫茶店 アオハルkitchen 甲府市美咲2-14-13

飲食 飲食店・喫茶店
アジアンレストランリオン てんま
や

甲府市下石田2-22-7サンエイビル202

飲食 飲食店・喫茶店 アジア屋台メシ SPICE 甲府市丸の内1-8-9清水店舗

飲食 飲食店・喫茶店 アズベリーパーク 甲府市緑が丘2-10-2

飲食 飲食店・喫茶店 あてやかふわふわ氷 甲府市中小河原1-12-29

飲食 飲食店・喫茶店 アメリカン BBQ ダイニング Ajito 甲府市徳行5-13-22

飲食 飲食店・喫茶店 あやの 甲府昭和店 甲府市国母7-12-3

飲食 飲食店・喫茶店 イタリアレストラン ポコセリオ 甲府店 甲府市貢川本町12-20

飲食 飲食店・喫茶店
イタリアンレストラン&バー　るび
い

甲府市高畑2-8-12

飲食 飲食店・喫茶店 イタリアン食堂 coraggio 甲府市大里町4411-2

飲食 飲食店・喫茶店 イタリアン食堂Corag 甲府市大里町４４１１ー２
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飲食 飲食店・喫茶店 イタリア料亭　伊和桜 甲府市北口1-6-21

飲食 飲食店・喫茶店 いちよし 甲府市荒川2-6-13

飲食 飲食店・喫茶店 イッセイ 甲府市丸の内2-4-21南口ビル2階

飲食 飲食店・喫茶店 いもどり 甲府市桜井町６１５－２

飲食 飲食店・喫茶店 イモの店 甲府市宝2-12-9

飲食 飲食店・喫茶店 いらっしゃい 甲府市丸の内1-8-12

飲食 飲食店・喫茶店 インド料理マサラアート 甲府市中小河原町575-1

飲食 飲食店・喫茶店 うし処正 甲府市国母5-10-31

飲食 飲食店・喫茶店 うどん屋　源さん 甲府市上石田4-5-3

飲食 飲食店・喫茶店 うなぎ 川長
甲府市丸の内1-2-12甲府ターミナルホテ
ル１Ｆ南

飲食 飲食店・喫茶店 うなぎの竜由 甲府市徳行2-1-3

飲食 飲食店・喫茶店 うなぎ割烹石水庭横内 甲府市丸の内2-9-25

飲食 飲食店・喫茶店 エッセンス 甲府市国母2-7-6

飲食 飲食店・喫茶店 えんむすび 甲府市太田町23-12

飲食 飲食店・喫茶店 おうちDEイタリコ 甲府市和戸町616-3

飲食 飲食店・喫茶店 おさじ 甲府市里吉1-7-15

飲食 飲食店・喫茶店 おにぎり　市川 甲府市千塚1-9-10

飲食 飲食店・喫茶店 おやじ亭 甲府市湯村2-6-19コーポ桐栄102

飲食 飲食店・喫茶店 お食事処　楽 甲府東店 甲府市和戸町1002-4

飲食 飲食店・喫茶店 お食事処もりやま 甲府市千塚2-4-26

飲食 飲食店・喫茶店 ガキ大将ラーメン匠 雁坂みち店 甲府市桜井町364-1

飲食 飲食店・喫茶店 かげろう珈琲 甲府市下飯田1-4-8ミキハウスⅡ101号室

飲食 飲食店・喫茶店 かつ華 甲府店 甲府市国母1-17-16

飲食 飲食店・喫茶店 カフェ＆ワインバー 葡萄酒一番館
甲府市丸の内1丁目1-8セレオ甲府２階JR
甲府駅内

飲食 飲食店・喫茶店 カフェギャラリーバーまる 甲府市上石田4-1-32南西プラザ1-A

飲食 飲食店・喫茶店
カフェごはん＆洋風酒場　シャル
ル

甲府市中小河原町５７５ー１

飲食 飲食店・喫茶店 カフェテロワール 甲府市猪狩町479

飲食 飲食店・喫茶店 カフェミロク 甲府市国母6-6-4国母ヒルズ1F

飲食 飲食店・喫茶店 カフェ司 甲府市相生１丁目４－１１

飲食 飲食店・喫茶店 カフェ杢糸 甲府市中央2-5-27サンパーラ中央1階南

飲食 飲食店・喫茶店 カルビ亭
甲府市国母１丁目１７番２７号ＡＳＴス
トリートビル１０５号

飲食 飲食店・喫茶店 カレー食堂ビリヤタ 甲府市大里町1877-1

飲食 飲食店・喫茶店
ガレットcafe すきまのじかん 
ルールヴィッド

甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
106

飲食 飲食店・喫茶店 がんちゃ 甲府市上今井町191-1

飲食 飲食店・喫茶店 キーズカフェ時夢創屋 甲府市蓬沢1-23-8

飲食 飲食店・喫茶店 キッチン　モアレ 甲府市飯田４丁目２番２３号

飲食 飲食店・喫茶店 キッチンれお 甲府市湯田2-15-2
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飲食 飲食店・喫茶店 きなこ亭 山梨県立文学館内店 甲府市貢川1-5-35

飲食 飲食店・喫茶店 きなこ亭 甲州夢小路店 甲府市丸の内1-1-25

飲食 飲食店・喫茶店 キムっち 甲府市上町５０４－２

飲食 飲食店・喫茶店 キャセロール 甲府市善光寺町2769

飲食 飲食店・喫茶店 キングラット 甲府市大里町1878-1

飲食 飲食店・喫茶店 くいもの屋わん 甲府店
甲府市丸の内1-17-17ＮＩＳ甲府ビル
1F/2F

飲食 飲食店・喫茶店 クリザンテーム　シゲトモ 甲府市伊勢2-12-18

飲食 飲食店・喫茶店
クレープとガレットのお店 気まぐ
れなMofuMofuさん

オリンピック通り店 甲府市中央1-20-23オリンピック通り

飲食 飲食店・喫茶店 クロスカフェ
甲府市富士見１丁目１−１山梨県立中央病
院内１F

飲食 飲食店・喫茶店 コーヒーキッチン古麻樹 甲府市上石田１ー２－１３

飲食 飲食店・喫茶店 コーヒーハウス　サントス 甲府市美咲2-15-18

飲食 飲食店・喫茶店 コットンクラブ 甲府市中央4-3-20

飲食 飲食店・喫茶店 ごはんBAR ちろりん村 甲府市湯村２丁目６番３３号

飲食 飲食店・喫茶店 ごはんカフェ蔵 甲府市上曽根町3946-1

飲食 飲食店・喫茶店 ごはん屋　酒処　華膳 甲府市蓬沢1-10-12

飲食 飲食店・喫茶店 ご縁結びcafe　あんずの実 甲府市上町１４８４－１

飲食 飲食店・喫茶店 サガル　ラトナ 本店 甲府市善光寺1-12-5

飲食 飲食店・喫茶店 サランチェ 甲府市上石田3-8-8

飲食 飲食店・喫茶店 シェリ。 甲府市後屋町735-1タウン後屋I号

飲食 飲食店・喫茶店 しちりんやき三叉路 甲府市住吉3-30-13

飲食 飲食店・喫茶店 ショークディー 甲府市国母1-17-27

飲食 飲食店・喫茶店 しん 甲府市山宮町６８０

飲食 飲食店・喫茶店 ジンギスカン達磨家下石田店 甲府市下石田2-10-3マルコーハイツ103

飲食 飲食店・喫茶店 すし処 魚保 甲府市太田町20番地6

飲食 飲食店・喫茶店 すし処いけや 甲府市千塚2-4-24

飲食 飲食店・喫茶店 スティルドヤナギ 甲府市住吉5-1-19

飲食 飲食店・喫茶店 スパゲティ　モリヤ 甲府市丸の内1-2-8アサヒ電機ビル2階

飲食 飲食店・喫茶店 せんねん
甲府市下飯田2-2-1ラ・モールTKSテナン
ト2

飲食 飲食店・喫茶店 そば・ほうとう　信玄 セレオ甲府店
甲府市丸の内1-1-8セレオ甲府5Fレストラ
ンフロア

飲食 飲食店・喫茶店 そば・甘味処　みつや 甲府市猪狩町３６７－１

飲食 飲食店・喫茶店 そばうどん　桂 甲府市中央1-13-9

飲食 飲食店・喫茶店 そば処そば長 甲府市下曽根町2021

飲食 飲食店・喫茶店 そば処小木曽製粉所 甲府アルプス通り店 甲府市下飯田３丁目８−２８

飲食 飲食店・喫茶店 ソルシエール 甲府市上阿原町1177

飲食 飲食店・喫茶店 だいこく飯店 甲府市上町２２１５

飲食 飲食店・喫茶店 タイジャスミン 甲府市貢川2丁目2-18

飲食 飲食店・喫茶店 ダイニングレストラン アジール 甲府市北口3-9-8
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飲食 飲食店・喫茶店 タイ料理シリパン 甲府市上石田4-18-10

飲食 飲食店・喫茶店 タイ料理ソムタム 甲府市国母7-10-11

飲食 飲食店・喫茶店 たこちゃん 甲府店 甲府市中央1-20-19

飲食 飲食店・喫茶店 たつみ亭 甲府市丸の内1-8-15

飲食 飲食店・喫茶店 だるま家 甲府市上今井町２４９８

飲食 飲食店・喫茶店 ちよだ 甲府市丸の内2丁目4-8

飲食 飲食店・喫茶店 ちりめん亭 甲府丸の内店 甲府市丸の内１丁目１７番４号

飲食 飲食店・喫茶店 てんぐらーめん 甲府市古上条町４２８－４

飲食 飲食店・喫茶店 でんでん 甲府市丸の内1-8-12白木屋ビル一階

飲食 飲食店・喫茶店 ドライブインたちばな屋 甲府市梯町7

飲食 飲食店・喫茶店 トラットリア　ジラソーレ 甲府市相生2-8-1

飲食 飲食店・喫茶店 とりすみグループ 花ごよみ 甲府市国母6-6-1

飲食 飲食店・喫茶店 とりすみグループ とりすみ南店 甲府市国母8-29-3

飲食 飲食店・喫茶店 とりすみグループ とりすみ本店 甲府市高畑１丁目２３番９号

飲食 飲食店・喫茶店 とんかつ天山 甲府駅前店 甲府市丸の内1-7-51F

飲食 飲食店・喫茶店 とんぼ 甲府市西高橋17-1

飲食 飲食店・喫茶店 トンロー
甲府市向町147-1グリーンタウン甲府東内
shops向町B3

飲食 飲食店・喫茶店 ながたラーメン 甲府市徳行3-14-21

飲食 飲食店・喫茶店 ナチュラルグレース 甲府市上石田2-25-1

飲食 飲食店・喫茶店 ナチュラルグレース 県庁食堂店 甲府市丸の内１－６－１

飲食 飲食店・喫茶店 ナチュラルフレンチ　ゼン 甲府市飯田3-10-25

飲食 飲食店・喫茶店 ナポリタンと、カレーは飲み物。 甲府店 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーンA2

飲食 飲食店・喫茶店 なんたって　ビフテキ 大里店 甲府市大里町2331−３

飲食 飲食店・喫茶店 にぎわい処 拍手 甲府市塩部4-16-1

飲食 飲食店・喫茶店 のっけ家 甲府店 甲府市長松寺町1-8

飲食 飲食店・喫茶店 のみち 甲府市北新2-12-33

飲食 飲食店・喫茶店 パスタポモドーロ 甲府市国母1-17-27

飲食 飲食店・喫茶店 はなわ家 甲府市上石田2-39-14

飲食 飲食店・喫茶店 はまのもん 甲府市伊勢3-7-7

飲食 飲食店・喫茶店 ビアンモール 甲府市富士見１－１－１３F

飲食 飲食店・喫茶店 ひかり珈琲店 甲府市国玉町８８５ー１０

飲食 飲食店・喫茶店 ビストロセボン 甲府市青沼2-25-8

飲食 飲食店・喫茶店 ビストロメゾンドルージュ 甲府市丸の内1-14-10内藤ﾋﾞﾙ1階B

飲食 飲食店・喫茶店 ひでずし 甲府市大里町1871

飲食 飲食店・喫茶店 ヒマラヤ 甲府市酒折2-2-7ワールドプラザ1階

飲食 飲食店・喫茶店 ファーストシップ 甲府市貢川本町13-1サンライト南西1E

飲食 飲食店・喫茶店 ふぐ・海鮮さんせん 山梨甲府店 甲府市中央1-1-11FPビル1階
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飲食 飲食店・喫茶店 フジヤマ55 国母店 甲府市国母5-20-22

飲食 飲食店・喫茶店 ふらいずむ
甲府市中央１ー１２－９ニュー甲府街ビ
ル１－１

飲食 飲食店・喫茶店 フリーバード 甲府市武田1-4-38

飲食 飲食店・喫茶店 プリエ
甲府市上石田２ー３７－１０山田ビル１
０１

飲食 飲食店・喫茶店 フルウント甲府 甲府市中央1-1-7飯田ビル１Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店
フレンチトースト専門店　CAFE LA 
PAIX

甲府市徳行4-11-22

飲食 飲食店・喫茶店 ヘルシーレストランパセリ 甲府市後屋町429番

飲食 飲食店・喫茶店 ベルスイーツ 甲府市下飯田3-11-11

飲食 飲食店・喫茶店 ぼくり 北口本店 甲府市武田2-7-20

飲食 飲食店・喫茶店 ボンマルシェ 甲府市中央1-5-12

飲食 飲食店・喫茶店
まいどおおきに食堂甲府下石田食
堂

甲府市下石田２丁目１１番３号

飲食 飲食店・喫茶店 まがりDEバナナ 甲府駅南口店 甲府市丸の内1-17-2大池ビル地下1F

飲食 飲食店・喫茶店 マコちゃんラーメン 甲府市善光寺1-28-25

飲食 飲食店・喫茶店 マテリアクレープ 山梨甲府店
甲府市徳行2-5-3ウェルゾーンテラス
ショップ

飲食 飲食店・喫茶店 マルサマルシェ 甲府店 甲府市丸の内1-1-8

飲食 飲食店・喫茶店 まるとく本店 甲府市後屋町７３５－１Ｊ

飲食 飲食店・喫茶店 みんなのおらんち 甲府市宝2-14-11

飲食 飲食店・喫茶店 ムッシューオダ 甲府市上石田3-6-30

飲食 飲食店・喫茶店 めし処 酒処 和貴 甲府市相生3-4-11

飲食 飲食店・喫茶店 ものじや 甲府駅前店 甲府市丸の内2-2-5ママビル3F

飲食 飲食店・喫茶店 モリヤ駅前店 甲府市丸の内1-2-82階

飲食 飲食店・喫茶店 やきとり　ひらい 甲府市後屋町688-2

飲食 飲食店・喫茶店 やきとり『名無し』 甲府市国母1-10-10508号室

飲食 飲食店・喫茶店 やそきちステーキ 甲府市上今井802-1

飲食 飲食店・喫茶店 やなぎ町カフェ 甲府市丸の内1-21-21山鏡堂ビル2階

飲食 飲食店・喫茶店 やみつきクレープ　ヒロシ 甲府市酒折1-3-11

飲食 飲食店・喫茶店 らーめん　よこはち 甲府市国母3丁目4-9

飲食 飲食店・喫茶店 ラーメンガキ大将 大里店 甲府市大里町４５２４

飲食 飲食店・喫茶店 らぁめん屋 甲府市湯村2-6ｰ16

飲食 飲食店・喫茶店 ラーメン専科 国玉店 甲府市国玉町887-5

飲食 飲食店・喫茶店 ラーメン蘇洲 アルプス通り店 甲府市徳行3-4-17

飲食 飲食店・喫茶店 ラーメン六角亭 甲府市中央4-3-16

飲食 飲食店・喫茶店 らぁ麺ゆら吉 上阿原店 甲府市上阿原町418-1

飲食 飲食店・喫茶店 らぁ麺ゆら吉 甲府市徳行1-17-4

飲食 飲食店・喫茶店 らうめん MENKUI 甲府市高畑２丁目１０－3

飲食 飲食店・喫茶店 レアル・ドール 甲府市北口3-3-24

飲食 飲食店・喫茶店 レストラン　パレット 甲府市丸の内2-38-11
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飲食 飲食店・喫茶店 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

飲食 飲食店・喫茶店 レストランスコット 甲府市中央1丁目3番地1

飲食 飲食店・喫茶店 レストランバー SAIKI 甲府市中央1-7-7

飲食 飲食店・喫茶店 レストランボルドー 甲府市桜井町４７番地

飲食 飲食店・喫茶店 レッドロブスター 甲府店 甲府市向町347-3

飲食 飲食店・喫茶店 ロジ寺崎コーヒー 甲府市中央4-3-26

飲食 飲食店・喫茶店 ワークフィールド 甲府市下小河原町45-5

飲食 飲食店・喫茶店 ワインクラブ 甲府市東光寺3-13-25

飲食 飲食店・喫茶店 わらしべcafe 甲府市西高橋町430-2

飲食 飲食店・喫茶店 伊津美 甲府市飯田４丁目１番４号

飲食 飲食店・喫茶店 一升びん 甲府市国母7-2-2

飲食 飲食店・喫茶店 一福　澪 甲府市朝気2-1-23

飲食 飲食店・喫茶店 飲み食い処 石 甲府市青沼1-1-2

飲食 飲食店・喫茶店 越南茶房 笑多家 本店 甲府市中央1-5-101階

飲食 飲食店・喫茶店 円右衛門　流しそうめん 甲府市猪狩町423

飲食 飲食店・喫茶店 遠州屋 甲府市高畑2-15-17大道店舗3

飲食 飲食店・喫茶店 奥京 小瀬店 甲府市上町380-4

飲食 飲食店・喫茶店 奥京   甲府駅前店 甲府市丸の内2-15-7

飲食 飲食店・喫茶店 奥藤第六分店 甲府市住吉1-14-13

飲食 飲食店・喫茶店 奥藤本店 甲府駅前店 甲府市丸の内1-7-4

飲食 飲食店・喫茶店 奥藤本店 国母店 甲府市国母７丁目５番１２号

飲食 飲食店・喫茶店 横浜家系ラーメンそだし 国玉店 甲府市国玉町943-1

飲食 飲食店・喫茶店
横浜家系ラーメン大黒家　甲府駅
前店

甲府市丸の内2－2－8

飲食 飲食店・喫茶店 家庭料理キッチン　そら 甲府市善光寺1-22-1

飲食 飲食店・喫茶店 歌いーないずみ 甲府市飯田4-2-23A1

飲食 飲食店・喫茶店 歌宴カフェ 甲府市丸の内3-4-6京栄ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 火の車 甲府市中央1-20-20

飲食 飲食店・喫茶店 花きりん 甲府市千塚3丁目4-21

飲食 飲食店・喫茶店 華宴 下飯田店 甲府市下飯田1-4-37

飲食 飲食店・喫茶店 会館なないろカフェ 甲府市青沼3-5-44

飲食 飲食店・喫茶店 海山 甲府市後屋町552-1

飲食 飲食店・喫茶店 海中宝 甲府市酒折1-2-13

飲食 飲食店・喫茶店 楽楽 甲府市中央1-20-20

飲食 飲食店・喫茶店 割烹 きよ春 甲府市太田町5-5

飲食 飲食店・喫茶店 割烹くしだ 甲府市丸の内3-29-21

飲食 飲食店・喫茶店 割烹みな金 甲府市宝1-10-2

飲食 飲食店・喫茶店 割烹三井 甲府市寿町2-11
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飲食 飲食店・喫茶店 活・粋 すし長 甲府市国母７丁目４番２７号

飲食 飲食店・喫茶店 活魚ひで
甲府市住吉５丁目２５－１４ＩＫビル１
01

飲食 飲食店・喫茶店 活魚四季料理ふじいけ 本店 甲府市中央1-15-7

飲食 飲食店・喫茶店 樺中華 甲府市伊勢1-2-15

飲食 飲食店・喫茶店 樺中華 甲府市丸の内2-19-4

飲食 飲食店・喫茶店 株式会社あさかわ スペース・アンド 甲府市朝日5-5-10

飲食 飲食店・喫茶店 釜めし　多ぬき 甲府市中央１丁目１４番８号

飲食 飲食店・喫茶店 甘味処　茉虞乃莉庵 甲府市大手3-5-1

飲食 飲食店・喫茶店 韓の食卓 甲府市高畑1-2-34

飲食 飲食店・喫茶店 韓国家庭料理 韓豚 甲府市丸の内1-7-5

飲食 飲食店・喫茶店 韓国料理スック 甲府市城東3-13-19

飲食 飲食店・喫茶店 韓国料理豚采 甲府市上石田４丁目８番２８号

飲食 飲食店・喫茶店 岩田屋珈琲 甲府市丸の内2-26-15

飲食 飲食店・喫茶店 寄り逢い処 甲府市中央1-20-22

飲食 飲食店・喫茶店 菊水 甲府市湯村３－１０－１

飲食 飲食店・喫茶店 喫茶あさげ 甲府市朝気2-4-15レフォルメ青沼101

飲食 飲食店・喫茶店 喫茶ラフィン 甲府市後屋町735-1タウン後屋

飲食 飲食店・喫茶店 牛繁 国母店 甲府市大里町5005

飲食 飲食店・喫茶店 居酒屋 もちけん 甲府市徳行4-1-29

飲食 飲食店・喫茶店 魚そう 北口 甲府市朝日1-7-13

飲食 飲食店・喫茶店 魚そう　中道分店 甲府市上曽根町2970-1

飲食 飲食店・喫茶店 魚丼 甲府市国玉町９４３－１

飲食 飲食店・喫茶店 郷土酒場ハウタウ 甲府市丸の内1-15-3三星ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 郷土料理　奈良田本店 甲府市国母4-22-12

飲食 飲食店・喫茶店 郷土料理信州 甲府市上石田1-13-10

飲食 飲食店・喫茶店 郷土料理奈良田 富士見店 甲府市富士見1-2-8

飲食 飲食店・喫茶店 金の美膳 甲府南店 甲府市堀之内町930

飲食 飲食店・喫茶店 銀しゃり処　米右衛門
甲府市上石田４丁目９番３号ソンドメー
ルA102

飲食 飲食店・喫茶店 銀座江戸家 甲府市中央１丁目１３番８号

飲食 飲食店・喫茶店 串丸二丁目の角 甲府市丸の内2-19-5

飲食 飲食店・喫茶店 薫キッチン 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーンA-16

飲食 飲食店・喫茶店 月夜酒場AOKAGE
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
211

飲食 飲食店・喫茶店 御食事処宮古 甲府市下曽根町740-1

飲食 飲食店・喫茶店 幸楽大里店 甲府市大里町2373-1

飲食 飲食店・喫茶店 幸楽本店 甲府市後屋町668-2

飲食 飲食店・喫茶店 広島風お好み焼 てっぱん 甲府市大里町4449-1サザンクロスB号

飲食 飲食店・喫茶店 甲州牛鍋料理紅梅や 甲府市丸の内１－１５－６
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飲食 飲食店・喫茶店 甲州郷土料理わらじ 甲府市猪狩町393

飲食 飲食店・喫茶店 甲州焼肉 奏 甲府市中央1-6-18

飲食 飲食店・喫茶店 甲州心茶 甲府市国母8-1-5

飲食 飲食店・喫茶店 甲州善光寺　君作そば店 甲府市東光寺町1338

飲食 飲食店・喫茶店 甲府モデル 甲府市青沼2-23-11

飲食 飲食店・喫茶店 高野牛肉店 甲府市丸の内３丁目１６番３号

飲食 飲食店・喫茶店 国玉飯店 甲府市国玉町943-1

飲食 飲食店・喫茶店 今再珈琲店 甲府市湯村3-2-44

飲食 飲食店・喫茶店 佐の屋 甲府市東光寺町１５１８

飲食 飲食店・喫茶店 三角屋　暖 甲府市城東4-13-31

飲食 飲食店・喫茶店 三松 甲府市富士見２ー８－１５

飲食 飲食店・喫茶店 山宮温泉 甲府市山宮町２５３２番地

飲食 飲食店・喫茶店 山梨レストラン メリメロ 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路ニの蔵2階

飲食 飲食店・喫茶店 四季の味 茂花 甲府市中央4-5-10

飲食 飲食店・喫茶店 四季彩 甲府市酒折1-3-11

飲食 飲食店・喫茶店 四文屋 甲府駅前店 甲府市丸の内1-7-3

飲食 飲食店・喫茶店 支那そば成屋 甲府市相生2-4-1

飲食 飲食店・喫茶店 寺崎コーヒー 甲府市丸の内1-20-22

飲食 飲食店・喫茶店 治作鮨 甲府市中央4-8-19

飲食 飲食店・喫茶店 若奴食堂 甲府市城東３丁目９－１２

飲食 飲食店・喫茶店 若鮨 本店 甲府市国母8-3-11

飲食 飲食店・喫茶店 若鮨甲府駅前分店
甲府市丸ノ内2-16-6平和ストリートビル
2F

飲食 飲食店・喫茶店 手羽の店　きくや城東 甲府市城東３丁目６－６

飲食 飲食店・喫茶店 手打ちうどん　せんしゅう 甲府市高畑二丁目3ー3

飲食 飲食店・喫茶店 手打ちうどん和光 甲府市国母3-2-1-105

飲食 飲食店・喫茶店 手打ちそば奥村本店 甲府市中央4-8-16

飲食 飲食店・喫茶店 手打ち蕎麦　わかお 甲府市中央1-18-4

飲食 飲食店・喫茶店 酒の魚 甲府市上石田４丁目１１－５

飲食 飲食店・喫茶店 酒肴ひろ 甲府市中央2-14-9井上中央ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 寿し源 甲府市国玉町486-3

飲食 飲食店・喫茶店 寿司うまいもん処 せんりゅう 甲府市小曲町85-4

飲食 飲食店・喫茶店 寿司割烹　桂 甲府市川田町906-8

飲食 飲食店・喫茶店 寿司処ちひろ 甲府市寿町1-4

飲食 飲食店・喫茶店 十色カフェ 甲府市中央4-3-25

飲食 飲食店・喫茶店 春香苑 甲府市国母6-6-9

飲食 飲食店・喫茶店 旬彩酒楽ぴえろ 甲府市徳行4-15-36

飲食 飲食店・喫茶店 旬菜そば かさふじ 甲府市丸の内2-2-7海老菜ビル１階
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飲食 飲食店・喫茶店 旬料亭　まつ川 甲府市北口１ー８－１０

飲食 飲食店・喫茶店 勝美寿司 甲府市大里町３５５９－７

飲食 飲食店・喫茶店
小瀬スポーツ公園体育館レストラ
ン

甲府市小瀬町840

飲食 飲食店・喫茶店 小料理　克 甲府市中央1-1-18

飲食 飲食店・喫茶店 昇仙館滝上 甲府市猪狩町352

飲食 飲食店・喫茶店 昇仙峡　お食事処　一休 甲府市竹日向町830

飲食 飲食店・喫茶店 昇仙峡 橋本屋 甲府市猪狩町1338

飲食 飲食店・喫茶店 焼鳥酒場　七福神
甲府市大里町２２０２ー２三神ビル１０
１

飲食 飲食店・喫茶店 焼肉　マルキン 甲府市伊勢３丁目４番５号

飲食 飲食店・喫茶店 焼肉ATSU 甲府市和戸町962-5

飲食 飲食店・喫茶店 焼肉たまほ 甲府市大里町890-1

飲食 飲食店・喫茶店 焼肉たまや本店 甲府南店 甲府市高室町11-5

飲食 飲食店・喫茶店 焼肉ばんばん 甲府市長松寺町13-45

飲食 飲食店・喫茶店 上田屋 甲府市下飯田２丁目３番１８号

飲食 飲食店・喫茶店 職人料理　馳走亭 甲府市宮原町1316

飲食 飲食店・喫茶店 食・燦々亭 甲府市大里町5028プラスワンビル101

飲食 飲食店・喫茶店 食酒笑一寸 甲府市国母２丁目２－３６

飲食 飲食店・喫茶店 食堂  こばやし 甲府市丸の内2-27-13

飲食 飲食店・喫茶店 森カフェ 甲府市猪狩町３６５番地の１

飲食 飲食店・喫茶店 神丼 甲府市千塚3-3-37

飲食 飲食店・喫茶店 図書カフェby白州山の水農場 甲府市北口2-8-11階南西カフェスペース

飲食 飲食店・喫茶店 粋 甲府店 甲府市寿町２６－１県民文化ホール内

飲食 飲食店・喫茶店 世界食堂 甲府市住吉5-3-6B-101

飲食 飲食店・喫茶店 生そば　庵 甲府市朝日3-11-20

飲食 飲食店・喫茶店 西ときわ 甲府市丸の内2-28-10

飲食 飲食店・喫茶店 石臼挽蕎麦 一草庵 紬 甲府市丸の内2-7-2小林ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店
石臼挽自家製粉純手打ちそば　一
草庵

甲府市飯田5-5-20

飲食 飲食店・喫茶店 仙人茶屋 甲府市猪狩町1338

飲食 飲食店・喫茶店 千の庭 甲府店
甲府市丸の内1-17-17ＮＩＳ甲府ビル
3F/4F

飲食 飲食店・喫茶店 千成寿司 甲府市中央1-5-14

飲食 飲食店・喫茶店 千鳥ヶ淵ｃｏｆｆｅｅ 甲府市中小河原1-6-7マロニエール１０１

飲食 飲食店・喫茶店 千里 甲府市上町　１２９

飲食 飲食店・喫茶店 川田奥藤　第二分店 甲府市川田町４８４番地

飲食 飲食店・喫茶店 善屋 甲府市善光寺２－３ー１２

飲食 飲食店・喫茶店 善光寺縁側カフェ　紅谷 甲府市東光寺2-31-5

飲食 飲食店・喫茶店 創悠 cafe&gallery 甲府市中央4-5-37１階

飲食 飲食店・喫茶店 孫家荘 甲府市中央1ー9ー1
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飲食 飲食店・喫茶店 台湾夜市小吃店 甲府市朝日5-13-26

飲食 飲食店・喫茶店 台湾料理 吉祥 甲府下石田店 甲府市下石田2-20-21

飲食 飲食店・喫茶店 台湾料理　聚福龍千塚店 甲府市千塚１丁目２－９

飲食 飲食店・喫茶店 大阪焼肉・ホルモン　ふたご 甲府駅前店 甲府市丸の内1丁目7-1天野ビル１階

飲食 飲食店・喫茶店 大衆割烹友四郎 甲府市中央1-13-5

飲食 飲食店・喫茶店 達磨家 甲府市丸の内1-13-9かねた駐車場ビル1F

飲食 飲食店・喫茶店 淡路島咖喱春日モール店
甲府市丸の内1-15-10オリオンスクエアビ
ル2F

飲食 飲食店・喫茶店 炭火フレンチビストロ Infini 甲府市徳行3-7-6コスモM

飲食 飲食店・喫茶店 炭火串焼楽波や 甲府市上石田2-39-18中澤店舗

飲食 飲食店・喫茶店 炭火焼肉みゅうみゅう 甲府市朝気1-9-6辻ビル１Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店 竹若 甲府市高畑2丁目16-9

飲食 飲食店・喫茶店 茶iina 甲府市湯村3-3-42カーサ湯村1-F

飲食 飲食店・喫茶店 中華 甲府市中央1-12-5五光ビル1F

飲食 飲食店・喫茶店 中華Dining桃李 甲府市東下条町63-1

飲食 飲食店・喫茶店 中華ごはん かんざし 甲府市上石田1-8-1

飲食 飲食店・喫茶店 中華そば　徳栄軒 甲府市北口3-2-2甲州夢小路

飲食 飲食店・喫茶店 中華そば　徳栄軒
甲府市丸の内１丁目１番２５号甲州夢小
路２階Ｆ２０３号

飲食 飲食店・喫茶店 中華レストラン　さんぷく
甲府市中央１丁目４番９号さんぷくビル2
階

飲食 飲食店・喫茶店 中華料理 王記 甲府市貢川本町18-26

飲食 飲食店・喫茶店 中華料理 桂林 本店 甲府市丸の内2-25-12

飲食 飲食店・喫茶店 中華料理 万福楼 甲府市武田3-7-7

飲食 飲食店・喫茶店 中華料理順和 甲府市国母8丁目28-14

飲食 飲食店・喫茶店 中華料理店華風 甲府市小瀬町１３２６番地８

飲食 飲食店・喫茶店 中国料理　四川亭 甲府市大里町4162-9

飲食 飲食店・喫茶店 中国料理　天星苑 本店 甲府市貢川1-6-25

飲食 飲食店・喫茶店 鉄板genten 甲府市北口2-4-151F

飲食 飲食店・喫茶店 鉄板料理 臣 本店 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーン

飲食 飲食店・喫茶店 天下一品甲府向町店 甲府市向町７１９

飲食 飲食店・喫茶店 天華 甲府市相生2丁目16-2

飲食 飲食店・喫茶店 天久 甲府市上阿原町７６８－５

飲食 飲食店・喫茶店 天松 甲府市飯田4-2-4

飲食 飲食店・喫茶店 田舎亭 甲府市山宮町364-1

飲食 飲食店・喫茶店 東京鮨 甲府市丸の内1-15-5

飲食 飲食店・喫茶店 豆恋 グリーンタウン甲府東店 甲府市向町147-1グリーンタウンSHOPSB2

飲食 飲食店・喫茶店 豆恋 湯村店 甲府市千塚1丁目９－１7D区画

飲食 飲食店・喫茶店 道とん堀 下石田店 甲府市下石田2-16-29

飲食 飲食店・喫茶店 呑み食い処吟 甲府市寿町27-6
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飲食 飲食店・喫茶店 奈良田の里 甲府市東光寺2-2-18

飲食 飲食店・喫茶店 肉匠　雪月花　向町店 甲府市向町516-1

飲食 飲食店・喫茶店 日乃屋カレー甲府上町店 甲府市上町2162-1

飲食 飲食店・喫茶店 博多屋九州 甲府市下石田2-16-24

飲食 飲食店・喫茶店 板前寿司 甲府店 甲府市丸の内1-15-6地球堂ビル1階

飲食 飲食店・喫茶店 備長・炭火焼　いけ田 甲府市丸の内2-3-1

飲食 飲食店・喫茶店 氷と喫茶 ivy 甲府市青葉町17-2

飲食 飲食店・喫茶店 浜焼き 輪っ家 甲府店 甲府市中小河原町６７３番地

飲食 飲食店・喫茶店 浜焼き 輪っ家 伝説のすた丼屋　甲府店 甲府市住吉本町1238－1

飲食 飲食店・喫茶店 富士屋 甲府市伊勢1-10-4

飲食 飲食店・喫茶店 冨貴 甲府市丸の内3丁目28-11

飲食 飲食店・喫茶店 武善 甲府市善光寺1-3-17

飲食 飲食店・喫茶店 風林華デリシャス厨房 甲府市大和町1-48-2

飲食 飲食店・喫茶店 福寿司 本店 甲府市中央1-16FL甲府ビル

飲食 飲食店・喫茶店 宝家 甲府市宝1-21-31

飲食 飲食店・喫茶店 豊鮨 甲府市善光寺1-12-7

飲食 飲食店・喫茶店 本格焼肉チファジャ 甲府湯村店 甲府市湯村1-9-26

飲食 飲食店・喫茶店 味の民芸 甲府上石田店 甲府市上石田3-6-33

飲食 飲食店・喫茶店 味処たき 甲府市長松寺町7-7

飲食 飲食店・喫茶店 夢味庵 甲府市国母5-4-14

飲食 飲食店・喫茶店 無垢ツヴァイテ
甲府市貢川本町１８ー２０素美江ビル１
Ｆ

飲食 飲食店・喫茶店 無双 甲府駅南口店 甲府市丸の内1-2-8

飲食 飲食店・喫茶店 名もない定食屋 甲府市中央1-6-11芳野ビル18号

飲食 飲食店・喫茶店 名代屋 下石田店 甲府市下石田2-22-7

飲食 飲食店・喫茶店 麺ズ冨士山 セレオ甲府店 甲府市丸の内1-1-8セレオ甲府５F

飲食 飲食店・喫茶店 麺は組 丸の内 甲府市丸の内1-9-8仁成堂ビル１F

飲食 飲食店・喫茶店 麺は組 向町店
甲府市向町147-1グリーンタウン甲府東内
SHOPS向町B4

飲食 飲食店・喫茶店 麺は組 2号店 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーンA1

飲食 飲食店・喫茶店 麺や　コリキ ラーメン店 甲府市朝気１－９－６

飲食 飲食店・喫茶店 麺屋 湊 甲府市下石田2-15-5

飲食 飲食店・喫茶店 来来亭 国母店 甲府市国母7丁目10-25

飲食 飲食店・喫茶店 雷家 甲府市酒折１丁目８－１

飲食 飲食店・喫茶店 蘭風 甲府市中央2-4-2八光地産ビル3F

飲食 飲食店・喫茶店 竜宮館 ゆんたく 甲府市桜井町665-3

飲食 飲食店・喫茶店 鈴鹿食堂 甲府市古上条町154-1

飲食 飲食店・喫茶店 鈴茶 酒折店 甲府市酒折1-4-7

飲食 飲食店・喫茶店 六味庵
甲府市下石田２ー１６ー２４タカノマン
ションＡー４
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飲食 飲食店・喫茶店 和か菜
甲府市古上条町１５４－１ＫＳＰＡＣＥ
１０４

飲食 飲食店・喫茶店 和の食 鮨やまむら 甲府市緑が丘1-15-10

飲食 飲食店・喫茶店 和牛バル603 甲府市高畑２－１５－１７

飲食 飲食店・喫茶店 和食ダイニングKuu 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路D-202

飲食 飲食店・喫茶店 和心 かみや 甲府市中央1-1-4

飲食 飲食店・喫茶店 和風焼肉 和志牛 本店 甲府市上小河原町1236-1

飲食 飲食店・喫茶店 鮨処　花桜 甲府市中央2-9-13

飲食 飲食店・喫茶店 鮨処やすけ 甲府市徳行2-5-3テラスショップC

飲食 飲食店・喫茶店 鮨処一新 甲府市小瀬町68-3

飲食 飲食店・喫茶店 麵屋甲武信 甲府市丸の内1-16-1

飲食 飲食店・喫茶店 麵処　和み 甲府市徳行3-14-1

飲食 居酒屋 Cafeごはん　あおさぎ亭 甲府市 塩部　3-13-13

飲食 居酒屋 酒場ラッシー
甲府市 丸の内　１ー８ー１２ アドヴァ
ンスビル１Ｆ　北側

飲食 居酒屋等 100円居酒屋 フラン軒 甲府市中央1-13-7

飲食 居酒屋等 AKITO　COFFEE 甲府市武田１－１－１３

飲食 居酒屋等 ALONE 甲府市中央4-3-25

飲食 居酒屋等 an 甲府市貢川1-2-7

飲食 居酒屋等 Another Bar PIECE 甲府市中央1-9-4ローザビルW2F

飲食 居酒屋等 Authentic Bar U-ME 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路明治館2階

飲食 居酒屋等 Ａｚｚｕｒｒｉ 甲府市大里町５２７５

飲食 居酒屋等 BaaS
甲府市高畑1-4-1グランシェーヌ甲府102
号室

飲食 居酒屋等 bAmboo 甲府市上小河原町1041-5Tビル103

飲食 居酒屋等 Bar AKURI★ 甲府市丸の内2-1-5新橋ビル1階テナント

飲食 居酒屋等 BAR BIT 甲府市中央1-6-8完幸ビル3F-A

飲食 居酒屋等 Bar Black Jack 甲府市中央1丁目20-15FL-CITYビル301

飲食 居酒屋等 BAR BRUNO 甲府市中央1-2-4浅草街飲食共同ビルC-1

飲食 居酒屋等 BAR CORAGGIO 甲府市中央1-20-15201

飲食 居酒屋等 Bar Fuzz Dog 甲府市中央一丁目6番8号完幸ビル3階

飲食 居酒屋等 BAR HOKUTO 甲府市中央1-20-3ニュー銀座街2F

飲食 居酒屋等 Bar INN 甲府市下河原町3-34-318

飲食 居酒屋等 BAR IROHA 甲府市中央1-20-20-2F

飲食 居酒屋等 BAR KINGS 甲府市中央1-20-13FL5ビル1階

飲食 居酒屋等 Bar Link 甲府市中央4-4-28クラークビル2F奥

飲食 居酒屋等 BAR MOON SHINER 甲府市丸の内３丁目３３－１２

飲食 居酒屋等 BAR Re:Born 甲府市中央1-16-6FL3ビル602

飲食 居酒屋等 BAR RECHARED 甲府市丸の内1-15-2

飲食 居酒屋等 bar Rechel 甲府市中央1-6-11
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飲食 居酒屋等 Bar Shot 甲府市中央1丁目16-1南栄ビルB1

飲食 居酒屋等 Bar Spuntino 六味庵
甲府市下石田2-16-24タカノマンションA-
4

飲食 居酒屋等 Bar Spuntino 甲府市中央1丁目,20-19spuntino

飲食 居酒屋等 Bar SUNSET'77 甲府市中央6-16-6FL3ビル302

飲食 居酒屋等 Bar Yellow 甲府市中央1-6-8

飲食 居酒屋等 BARCRIMSONWING
甲府市丸の内1丁目15-10オリオンスクエ
アビル2階

飲食 居酒屋等 BEAR BONITE 甲府市丸の内３－２０－９和光ビル2階

飲食 居酒屋等 BICOL 甲府市中央1-4-5

飲食 居酒屋等 BlueMoon 甲府市中央4-3-20

飲食 居酒屋等 BSP 甲府 甲府市中央1-20-19たき通り

飲食 居酒屋等 Cafe &Winebar Charle 甲府市中小河原町575-1

飲食 居酒屋等 Cafe&Bar TomoDoll
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
310

飲食 居酒屋等 Casual Bar tatsu 甲府市中央1-20-3

飲食 居酒屋等 chaleur 甲府市後屋町735-1タウン後屋H号室

飲食 居酒屋等 CHAMI　SANDWICH 甲府市丸の内１－８－８

飲食 居酒屋等 COFFEE LOUNGE どんぐり 甲府市北口2-4-1

飲食 居酒屋等 CONA 甲府店 甲府市丸の内2-1-1開柳堂土屋ビル1階

飲食 居酒屋等 CONROD 甲府市善光寺1ー28ー25光栄ビル2階

飲食 居酒屋等 CORAGGIO MARKET 甲府市大里町4411-2

飲食 居酒屋等 Cougar 甲府市中央1-20-3ニュー銀座街1F

飲食 居酒屋等 CRAFT　KOFU 甲府市丸の内１ー１５ー２第５丸銀ビル

飲食 居酒屋等 Cu-SuKe 新甲府駅前店 甲府市丸の内1-8-13

飲食 居酒屋等 Cu-SuKe 甲府駅前店 甲府市丸の内1-4-21南口ﾋﾞﾙ1F

飲食 居酒屋等 Departure
甲府市中央1-2-3浅草飲食店街共同ビルE-
2

飲食 居酒屋等 diagonal 甲府市青沼3-4-23長良ビル1F

飲食 居酒屋等 Dining bar EBL 甲府市中央1-12-3大久保ビル2F

飲食 居酒屋等 dining bar LOCC 甲府市上石田2-39-17ピュアハウスN2階

飲食 居酒屋等 Dining bar わpei 甲府市中央1-15-9オーランドビル2F-B

飲食 居酒屋等 Dining bar わpei 甲府市中央1-15-3中央ビル2Ｆ

飲食 居酒屋等 DINING BAR幸の里 本店 甲府市大里町2990-15

飲食 居酒屋等 Doggy Style 甲府市中央1-20-32F

飲食 居酒屋等 Dolce 甲府市中央1-15-10SL-ClTYビル2階

飲食 居酒屋等 DOMINO’S 甲府市中央1-6-11甲府ぐるめ横丁内1F

飲食 居酒屋等 door 甲府市中央1-2-4

飲食 居酒屋等 ＥＢＬ
甲府市中央１丁目１２－３大久保ビル２
階

飲食 居酒屋等 Feel Rock CAFE 甲府市湯村3-10-10

飲食 居酒屋等 ＦＨＣ＿Ｄ＆Ｄ店 甲府市北口二丁目６番１０号
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飲食 居酒屋等 Flint 甲府市中央２丁目１３－１７

飲食 居酒屋等 ｆｏｌｃ 甲府市武田２丁目１－２

飲食 居酒屋等 Fool‘s
甲府市高畑1-2-42ビーバーズビレッジD号
室

飲食 居酒屋等 FourHeartsCafe 本店 甲府市丸の内1-16-13

飲食 居酒屋等 Frint ＆Steel 甲府市中央２丁目１３－１７

飲食 居酒屋等 GAGA 甲府市中央1-15-5広瀬ビル2階

飲食 居酒屋等 GOLDEN HOUSE 甲府市中央1-6-4芳野ビル2F

飲食 居酒屋等 HAMILL 甲府市高畑２丁目２－１０

飲食 居酒屋等 HAWAII 甲府市中央1-12-10

飲食 居酒屋等 Hayashi 甲府市中央1-6-11グルメ横丁１Ｆ

飲食 居酒屋等 HENRY&HENRY 甲府市徳行3-7-6コスモM103

飲食 居酒屋等 HONOLULUKITCHEN 甲府市国母8-29-3

飲食 居酒屋等 JAZZ Bar Basie 甲府市中央1-2-4浅草共同ビル一階

飲食 居酒屋等 Kitchen居酒屋膳や 甲府市丸の内2-1-10アルカディアビル2階

飲食 居酒屋等 KOFU 101 甲府市中央1-3-7甲府101

飲食 居酒屋等 LAWN'S　BAR 甲府市中央1-2-7

飲食 居酒屋等 LEMON CAFE&BAR 8 甲府市中央１丁目15-3第2中央ビル101

飲食 居酒屋等 Lien 甲府市中央1-5-14芦沢ビル2階

飲食 居酒屋等 Lounge GAGA 甲府市中央1-15-3中央ビル2階

飲食 居酒屋等 Luxury Bar SOL 甲府市中央1-20-3ニュー銀座街

飲食 居酒屋等 macaroni
甲府市上石田３－８－８山田店舗１階８
号室

飲食 居酒屋等 MARS 甲府市中央1-18南銀座ビル103

飲食 居酒屋等 MeLBakeShop 甲府市天神町１２－２１

飲食 居酒屋等 MET'S SEASON2 甲府市国母3-11-21タカノビル2階

飲食 居酒屋等 Mikonos 甲府市中央1-20-23ミコノスbノース

飲食 居酒屋等 music lounge HEARTBEAT 甲府市丸の内1-8-12アドヴァンスビル2階

飲食 居酒屋等 MYR 甲府市上石田3-20-7

飲食 居酒屋等 NIKUYAKI　吟興 甲府市住吉5-3-24

飲食 居酒屋等 OASIS 甲府市中央1-6-4甲府ぐるめ横丁内

飲食 居酒屋等 one 19 nine 甲府市中央1-12-5五光ビル2F

飲食 居酒屋等 ONE-A 甲府市徳行2-1-1ピーチプラザ4階

飲食 居酒屋等 Ｏｓａｊｉ 甲府市里吉１ー７ー１５

飲食 居酒屋等 Ｏｕｔｓｉｄｅr THE VAULT 甲府市丸の内1-21-7武藤ビル地下1階

飲食 居酒屋等 Ｏｕｔｓｉｄｅr Hops And Herbs 甲府市中央1-1-5

飲食 居酒屋等 OWL 梟 甲府市中央1-2-3ふみやビル2F

飲食 居酒屋等 phil 甲府市丸の内２丁目４－３栗山ビル２階

飲食 居酒屋等 PHO HA NOI 甲府市中央1-20-15FL-CityビルB1F103
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飲食 居酒屋等 PIZZE BAR NAPOLI 甲府中央 甲府市丸の内１－１６－２０

飲食 居酒屋等 PLENUS 甲府市住吉2-6-17サンマリーナ住吉205

飲食 居酒屋等 Poni＆CoCo 甲府市塩部4-1-19

飲食 居酒屋等 PORTLANDIA 甲府市朝日５－６－１１１Ｆ

飲食 居酒屋等 PREMIUM　BEEF　寺本 甲府市中央１－６－４芳野ビル２階４番

飲食 居酒屋等 pub TenTen
甲府市上石田2-37-17アヴニールマンショ
ン1階

飲食 居酒屋等 R tribe 甲府市大里町１１１４－１RSビル201

飲食 居酒屋等 RAIBOW HOUSE 甲府市中央1-6-4

飲食 居酒屋等 ristorante　koen 甲府市中央２丁目１２－９高善ビル１Ｆ

飲食 居酒屋等 room4coffee 甲府市武田４－１－２９

飲食 居酒屋等 Sakaba T’s 甲府市相生1-11-10

飲食 居酒屋等 SAKURA BAR 甲府市丸の内2-1-7さくらビル2F

飲食 居酒屋等 SAM’S BAR ChaiChai 甲府市中央1-5-8

飲食 居酒屋等 Sam's　Bar　ChaiChai 甲府市中央1-5-8

飲食 居酒屋等 Sayaka 甲府市中央1-2-4

飲食 居酒屋等 SGA OCEAN BAR AND RESTAURANT 甲府市中央4-4-28クラークビル2F

飲食 居酒屋等 shanshan 甲府市中央1-15-5廣瀬ビル一階

飲食 居酒屋等 SHOOTING BAR MILLION 甲府市中央1-12-10

飲食 居酒屋等 Spuntinoバルめし！
甲府市下石田2丁目16-24タカノマンショ
ンA-4

飲食 居酒屋等 STAR 甲府市上石田3-20-18

飲食 居酒屋等 STEAK HOUSE WATAYOSHI 甲府市下石田２丁目１７番２２号

飲食 居酒屋等 SURUME． 甲府市中央２－９－１０

飲食 居酒屋等 Taiwan居酒屋ごちや 甲府市高畑2-19-6クレインビル1F

飲食 居酒屋等 TAMARI BAR 甲府市下石田2-22-7サンエイビル203

飲食 居酒屋等 the；kokubo 甲府市国母４－２２－１６

飲食 居酒屋等 THE・RINK 甲府市丸の内1-9-9上田ビル2階

飲食 居酒屋等 Tilia 甲府市中央1-20-3ニュー銀座街1階6号室

飲食 居酒屋等 tumami
甲府市中央１ー２０ー１５ＦＬシティビ
ルＢ１Ｆ１０３

飲食 居酒屋等 vieillesvignes 甲府市朝日1-10-2朝日ビル201

飲食 居酒屋等 WATAYOSHI 甲府市下石田２丁目１７－２２

飲食 居酒屋等 WOOD SHED 甲府市里吉4-1-1

飲食 居酒屋等 Y 甲府市富竹1-3-18

飲食 居酒屋等 YourRoom 甲府市丸の内2-1-10アルカディアビル1階

飲食 居酒屋等 YouーKi 甲府市中央1-20-4

飲食 居酒屋等 あけぼの 甲府市住吉５丁目１１－２

飲食 居酒屋等 あやめ163 甲府市中央1-20-4ニュー銀座街

飲食 居酒屋等 アルフィー 甲府市中央４丁目３番１９号
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飲食 居酒屋等 いざかや鶏吟 甲府市丸の内1-17-2大池ビルB1F

飲食 居酒屋等 いざかや朱酒 甲府市丸の内1-8-14

飲食 居酒屋等 いち蘭HANARE 甲府市上石田4-6-262階

飲食 居酒屋等 いわし亭 甲府市小瀬町1131-1

飲食 居酒屋等 インドカレー　MILAN 本店 甲府市中央4丁目3-25

飲食 居酒屋等 インドレストラン　サガルラトナ 甲府市善光寺１－１２－２

飲食 居酒屋等 インドレストラン　マハラニ 甲府市川田町５０２－１

飲食 居酒屋等 うどんの佐助 甲府市城東2-19-29

飲食 居酒屋等 うなぎ串焼き　ういち 甲府市丸の内2-4-7丸二ビル１Ｆ

飲食 居酒屋等 エクセル 甲府市高畑1-1-5

飲食 居酒屋等 エターナル 甲府市中央1-2-4浅草外共同ビルD-2

飲食 居酒屋等 おかめ 甲府市中央1-20-3

飲食 居酒屋等 オサカナバル　PANDA 甲府市中央1-7-7Be-BLD.1F

飲食 居酒屋等 おさかな食堂　こばさん お弁当とと屋 甲府市住吉3-1-24

飲食 居酒屋等 オスカー 甲府市上石田2-37-17アヴニール201

飲食 居酒屋等 お魚とお肉の料理や MITSUKI 甲府市丸の内2-2-6

飲食 居酒屋等 お食事処 とりいち 甲府市善光寺1-6-9

飲食 居酒屋等 カエル 甲府市住吉4-6-6

飲食 居酒屋等 かえる商店 発酵酒場かえるのより道 甲府市丸の内1-20-21

飲食 居酒屋等 カゴノトリ 甲府市徳行2-1-1ピーチプラザビル2F

飲食 居酒屋等 かどき食堂 甲府市国母６丁目６－６

飲食 居酒屋等 カフェナノパン ダイニングバー 甲府市丸の内2-3-10田村ビル2階

飲食 居酒屋等 カボチャ 甲府市中央1-14-8あいはらビル1Fマサキ

飲食 居酒屋等 カラオケスナック 梔 甲府市上石田4-8-28ゆうきタウン106

飲食 居酒屋等 から揚げ専門店　からまる本舗 国母店 甲府市国母1-17-27ASTストリートビル

飲食 居酒屋等 から揚げ専門店　からまる本舗 甲府市湯村2-6-14

飲食 居酒屋等 かんすけ
甲府市丸の内１－７－１甲府駅前アマノ
ビル１階

飲食 居酒屋等 キッチンズバーKU 甲府市高畑2丁目15-17大道ハイツ

飲食 居酒屋等 きまぐれ 甲府市高畑1-4-1グランシェーヌ甲府103

飲食 居酒屋等 ぎり舎 甲府市中央1-20-20

飲食 居酒屋等 くしっちゃ かんすけ 甲府市丸の内2-1-8

飲食 居酒屋等 くずし割烹はる将 甲府市丸の内三丁目10-2

飲食 居酒屋等 クプクプ甲府昭和
甲府市国母８ー４－１２ブルータウン１
階

飲食 居酒屋等 グロリア 甲府市中央1-2-4浅草街共同ビルN-1

飲食 居酒屋等 ケヤキ 甲府市湯村３－２－３０

飲食 居酒屋等 こい季 甲府市北口3-4-14

飲食 居酒屋等 こい寿し 甲府市丸の内1-13-5

18 ページ



カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

飲食 居酒屋等 ごちそう家
甲府市丸の内２丁目１６番６号平和スト
リートビル２Ｆ

飲食 居酒屋等 サウサリート
甲府市朝気２－４－１５レフォルム青沼
通り

飲食 居酒屋等 さまさま 甲府市国母1-17-27ASTストリートビル101

飲食 居酒屋等 さわ淵 甲府市相生2-3-4

飲食 居酒屋等 ザンギ　鳥正
甲府市丸の内２－１６－１８小俣商事ビ
ル１Ｆ

飲食 居酒屋等 さんぽ 甲府市池田3丁目1-15

飲食 居酒屋等 ジャスミン 甲府市貢川本町12-15

飲食 居酒屋等 ジンギスカン達磨家
甲府市丸の内１－１３－９かねた駐車場
ビル１階Ｂ室

飲食 居酒屋等 すぎや 甲府市住吉４ー２２ー１９

飲食 居酒屋等 すぐ呂 甲府市丸の内2-3-1田村ビル1F

飲食 居酒屋等 スナック　ふらっと
甲府市国母3-11-20ジェイエンタープライ
ズビル1階

飲食 居酒屋等 スナック　ラブ・ア・ナイト 甲府市上石田3-7-12中村ビル1F

飲食 居酒屋等 スナック　煌き 甲府市上石田2-14-41階

飲食 居酒屋等 スナックCalla 甲府市中央1-6-4甲府ぐるめ横丁内2F

飲食 居酒屋等 スナックJOY 甲府市中央1-15-5広瀬ビル1F

飲食 居酒屋等 スナックK 甲府市中央1-2-4浅草飲食店街

飲食 居酒屋等 スナック華宴 甲府市上石田3-10-10

飲食 居酒屋等 スナック純子 甲府市上石田2-39-14

飲食 居酒屋等 スンドゥブ専門店　3匹の子ぶた
甲府市丸の内２－３－３今村第一ビル１
階

飲食 居酒屋等 そつのんごろ 甲府市相生1-1-11

飲食 居酒屋等
タイ&ベトナムレストラン　アナン
タヤ

甲府市大里町2154-30

飲食 居酒屋等 タイ料理店パノムルン 甲府市中央1-1-21

飲食 居酒屋等 たかはな 甲府市丸の内1-8-14せんじきやビル

飲食 居酒屋等 たこ焼居酒屋祭 甲府市朝日４－７－１１

飲食 居酒屋等 たこ田信玄公 甲府市中央1-12-10

飲食 居酒屋等 たねや 甲府市丸の内3-20-19

飲食 居酒屋等 たべものや跳扉 甲府市大里町5111パレス大里B

飲食 居酒屋等 たまり場 楽音 甲府市里吉4-2-15

飲食 居酒屋等 タリアカフェ 甲府市川田町アリア２０６

飲食 居酒屋等 タンメンアフロ 甲府市上阿原町312-6

飲食 居酒屋等 たん焼　与平 甲府市中央２丁目５番２７号－１Ｆ北

飲食 居酒屋等 ちゅら海 甲府市湯村３ー２－２４

飲食 居酒屋等 チョイス 甲府市上石田4-8-28ゆうきタウン101

飲食 居酒屋等 ちょい飲み酒場 夢味庵 甲府市国母5-3-19

飲食 居酒屋等 つたらと
甲府市上石田３－１０－１０依田店舗３
号室

飲食 居酒屋等 てっぱん秀　Ｓ 甲府市中央１－２－１２Ｆ

飲食 居酒屋等 てっぱん秀　本店 甲府市中央１－１－１４１Ｆ
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飲食 居酒屋等 とりまる次郎 甲府平和通り店 甲府市住吉2-6-17

飲食 居酒屋等 とん吉 甲府市中央1-20-3ニュー銀座街1F

飲食 居酒屋等 ながらや 甲府市美咲2-15-15

飲食 居酒屋等 なっちゃん家 甲府市武田2-13-5

飲食 居酒屋等 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 居酒屋等 ネコまんま 甲府市中央1-20-191F

飲食 居酒屋等 ののはな 甲府市緑が丘１丁目７番５号

飲食 居酒屋等 バガボンドJr. 甲府中央店 甲府市中央1-4-9

飲食 居酒屋等 はじめの一歩　地どりのうえ田
甲府市上石田４丁目９番３号ソンドメー
ルA102

飲食 居酒屋等 はせ川 甲府市大里町３５５９－６

飲食 居酒屋等 バッカス 甲府市中央1-2-4浅草飲食店街Gｰ1

飲食 居酒屋等 ぱぶ びたみんはうす 甲府市上石田2-39-18

飲食 居酒屋等 パンケーキ　コンテナ 甲府市住吉４ー１３ー２５

飲食 居酒屋等 びっくりとんかつ 川 里吉店 甲府市里吉１丁目1692-1

飲食 居酒屋等 ピッツェリア カンタナポリ 甲府市上阿原町770-3

飲食 居酒屋等 ひまわり畑
甲府市徳行１ー７－6望月ビル1Fひまわり
畑

飲食 居酒屋等 ファタルーチェ 甲府市和戸町５５４－１

飲食 居酒屋等 フォーレスト・カフェ 甲府市和戸町４７３－１

飲食 居酒屋等 ブラッスリー山梨
甲府市中央1-６-４芳野ビル１Ｆ甲府ぐる
め横丁内

飲食 居酒屋等 ブランニューデイイースト 甲府市国玉町１７４ー１

飲食 居酒屋等 べっぴん 甲府市新田町2-28

飲食 居酒屋等 ペルソナブルワリー 甲府市朝日２－１８－４

飲食 居酒屋等 ベルマリン 甲府市向町179-3

飲食 居酒屋等 ほうとう　金峰 甲府市徳行１－１３－１８

飲食 居酒屋等 ボビさん
甲府市青沼1-17-3ＳＡＫＡＭＯＴＯＢＩ
ＬＤ

飲食 居酒屋等 まぐろ家じん 甲府市丸の内2-3-8小林ビル2階

飲食 居酒屋等 マサラアート 甲府市中小河原町５７５ー１

飲食 居酒屋等 まどか 甲府市北口２ー５－１４

飲食 居酒屋等 まねきや 甲府市上石田3-20-7中村店舗東1

飲食 居酒屋等 マルガオ商店 甲府市中央1-19-6

飲食 居酒屋等 マルガオ商店 甲府市中央1-19-6

飲食 居酒屋等 まるごとやまなし館
甲府市丸の内１－６－１山梨県防災新館
１階

飲食 居酒屋等 まるさん亭 甲府市国玉町294-1

飲食 居酒屋等 みつ屋 甲府市国母８丁目５－１６

飲食 居酒屋等 み厨屋 甲府市住吉5-1-21

飲食 居酒屋等 メリメロ・ディ・ピアット 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路石の蔵

飲食 居酒屋等 やきとり 鳥笑 甲府市湯村2-6-20ハイツ小澤102号
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飲食 居酒屋等 やきとり一秀 甲府市中央1-20-3

飲食 居酒屋等 ヤマフジ 甲府市中央1-13-9

飲食 居酒屋等 ヤマワラウ 甲府店 甲府市中央2-12-19

飲食 居酒屋等 ゆかりの店 甲府市住吉3-4-24ハイツ住吉1F

飲食 居酒屋等 よしこ 甲府市国母2-2-15

飲食 居酒屋等 よりみち処　まねこ屋 甲府市中央1-20-3

飲食 居酒屋等 ラーメン居酒屋よっしー 甲府市中央1-19-4

飲食 居酒屋等 らん 甲府市丸の内2-18-1

飲食 居酒屋等 りょうり屋 恩の時 甲府市丸の内1-8-9

飲食 居酒屋等 りんくるカフェ 甲府店 甲府市丸の内2-2-6ママビル2F

飲食 居酒屋等 ルアンタイモラコット 甲府市下石田2-29-9

飲食 居酒屋等
ロック＆ソウル　バー　フィルモ
ア

甲府市丸の内２－２－６ママビル２Ｆ

飲食 居酒屋等 ワインツーリズム
甲府市丸の内１丁目１６番１３号ヤマサ
ビル

飲食 居酒屋等 茜屋甲府店 甲府市丸の内１－８－１１

飲食 居酒屋等 一休 甲府市下河原町1-22

飲食 居酒屋等 一晴 甲府市中央１－５－１４蘆澤ビル１Ｆ

飲食 居酒屋等 壱心 甲府市徳行1-6-10望月店舗5号室

飲食 居酒屋等 隠れ家ダイニング　Cu-SuKe 甲府市後屋町378

飲食 居酒屋等 隠れ家ダイニング 和想
甲府市丸の内2-1-5甲府駅前銀座新橋ビル
3階

飲食 居酒屋等 駅前酒場 くしっちゃ 一丁目SAKABA かんすけ 甲府市丸の内1-7-1甲府アマノビル1F

飲食 居酒屋等 駅前酒場 くしっちゃ 甲府市丸の内2-1-8タムラビル1F

飲食 居酒屋等 塩ホルモン・焼肉　チェゴランド 甲府市丸の内１ー２１ー２２

飲食 居酒屋等 沖縄料理てだこ家 甲府市丸の内2-7-12

飲食 居酒屋等 屋台居酒屋いち蘭 甲府市上石田4-6-26

飲食 居酒屋等 屋台餃子　蘭蘭 甲府市善光寺１－１２－５１０３号

飲食 居酒屋等 俺のバル 甲府市丸の内１－８－１４

飲食 居酒屋等 俺のバル 甲府市丸の内1-8-9

飲食 居酒屋等 花火 甲府市上石田3-8-1ハイツ田中102

飲食 居酒屋等 花春寿司 甲府市向町518-1

飲食 居酒屋等 花舞 甲府市中央1-2-4浅草街ビル2F

飲食 居酒屋等 我が家 甲府市徳行１ー１８ー１４

飲食 居酒屋等 我や我や 甲府駅前店 甲府市丸の内2-16-6

飲食 居酒屋等 我や我や 小瀬店 甲府市小瀬町1010-2

飲食 居酒屋等 会員制　Baracca 甲府市中央1-12-1宝2番館1F

飲食 居酒屋等 海の幸　八兵衛 甲府市国母３丁目４－９

飲食 居酒屋等 海の幸こうたろう 甲府市上石田３丁目９－１

飲食 居酒屋等 海舟 甲府市徳行１丁目５番１２号
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飲食 居酒屋等 海鮮ひろばとと屋 甲府市住吉３丁目１番２４号

飲食 居酒屋等 廓茶屋
甲府市中央1丁目12-9ニュー甲府街ビル
2F6号

飲食 居酒屋等 角打ちニシカワ ぎょうざの西河 甲府市下飯田4-9-1

飲食 居酒屋等 楽食 北海屋 大里本店 甲府市大里町4254-1

飲食 居酒屋等 割烹 満月 甲府市中央1-17-6

飲食 居酒屋等 割烹あめみや 甲府市富竹１丁目７－１

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap 裏春日バックスタンド 甲府市中央1-17-9

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap ザンキ鳥正 甲府市丸の内２丁目１６−１８小俣ビル1F

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap BEAR BONITO 甲府市丸の内3-20-92F

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap 甲府市丸の内1丁目21-22

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap 大衆酒場 熊鰹 甲府市中央1-1-11

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap わら焼き熊鰹　甲府本店 甲府市丸の内2-16-11

飲食 居酒屋等 株式会社Dreammap 熊鰹商店 甲府市北口1-3-10

飲食 居酒屋等 株式会社パレス・ヒルズ レストラン・イチ 甲府市上曽根町4011

飲食 居酒屋等 寛ぎダイニング環 甲府市大里町115-1山一店舗5

飲食 居酒屋等 寛酔 甲府市丸の内１ー７ー５

飲食 居酒屋等 韓国居酒屋 ロマン 甲府市中央1-18-15

飲食 居酒屋等 韓国居酒屋　屋台 甲府市上石田4-3-21内藤店舗II

飲食 居酒屋等 帰ってきたバカ息子 甲府市富竹1-2-24

飲食 居酒屋等 季生－kio－ 甲府市中央１－１６－１南栄ビル１０２

飲食 居酒屋等 牛松 甲府市湯田１丁目１－８

飲食 居酒屋等 居酒屋　Ｂｉｒｔｈｄａｙ 甲府店 甲府市徳行２ー８－１５Ａ１０

飲食 居酒屋等 居酒屋　えいじ 甲府市中央1-20-19

飲食 居酒屋等 居酒屋　まどか 甲府市北口２－５－１４

飲食 居酒屋等 居酒屋 まるわ 甲府市丸の内2-3-10田村ビル１階

飲食 居酒屋等 居酒屋　花火
甲府市上石田３－８－１ハイツ田中１０
２

飲食 居酒屋等 居酒屋　我が家 甲府市徳行1-18-14

飲食 居酒屋等 居酒屋 楽 中央店
甲府市相生2-3-16センティアホテル内藤
１F

飲食 居酒屋等 居酒屋 千葉ちゃん 甲府市千塚4-13-26カルドカーサ千塚102

飲食 居酒屋等 居酒屋　美吉 甲府市国母２丁目２－１５

飲食 居酒屋等 居酒屋 夢や 甲府市朝気3-15-26

飲食 居酒屋等 居酒屋のんべ 甲府市上石田2-37-17

飲食 居酒屋等 居酒屋ひまわり 甲府市中央1-20-22

飲食 居酒屋等 居酒屋ぽんぽこ 甲府市里吉四丁目2-17ローランド富士

飲食 居酒屋等 居酒屋よろずや 甲府市北口1-3-10

飲食 居酒屋等 居酒屋今人 甲府市上石田4-8-23ゆうきタウン201

飲食 居酒屋等 居酒屋笑点 甲府市国母６丁目６番９号

22 ページ



カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

飲食 居酒屋等 居酒屋樽 甲府市相生2-6-1

飲食 居酒屋等 居酒屋肉祭り 甲府市徳行1-7-6

飲食 居酒屋等 漁夫の勇 甲府市中央1-17-8

飲食 居酒屋等 魚そう本店 甲府市中央４丁目１０番５号

飲食 居酒屋等 魚の仕事人　樹 甲府市国玉町８２６

飲食 居酒屋等 魚屋ちから 甲府市中央1-6-8完幸ビル

飲食 居酒屋等 魚幸よこもり 甲府市大里町５２２９－２

飲食 居酒屋等 魚政寿司 甲府市千塚4ー3ー33

飲食 居酒屋等 魚辰寿司 甲府市高畑２丁目１５－８

飲食 居酒屋等 極。 甲府市丸ノ内1-16-15紅梅ビル1階

飲食 居酒屋等 金豚亭 甲府市上石田3-7-3レセナビル1階

飲食 居酒屋等 金龍 甲府市長松寺町1-14

飲食 居酒屋等 九曜庵 甲府市丸の内2-3-1田村ビル2階

飲食 居酒屋等 串LABO 甲府市大里町1560-5

飲食 居酒屋等 串や 雲流 甲府市徳行1-7-6

飲食 居酒屋等 串処ほとり 甲府市中央1-1-23風月堂ビル2F

飲食 居酒屋等 串焼屋 甲府市相生２－３－１７３Ｆ

飲食 居酒屋等 串焼大将 甲府市国母7ー11ー43串焼大将

飲食 居酒屋等 串天ひこ処の 甲府市中央1-6-8

飲食 居酒屋等 串揚げ深澤亭 甲府市湯村２丁目６－１６

飲食 居酒屋等 鶏そばAkari 甲府市丸の内2-3-7

飲食 居酒屋等 鶏まる 甲府駅前店 甲府市丸の内2-16-8上野ビル1階

飲食 居酒屋等 健食飲池田屋 甲府市丸の内２－７－１２

飲食 居酒屋等 幻月 甲府市里吉4丁目1-28東側1号

飲食 居酒屋等 古板弐太鼓 甲府市丸の内2-16-19

飲食 居酒屋等 江南 甲府市住吉2-3-23

飲食 居酒屋等 甲州ちろり処 こいこい 甲府市丸の内1-14-19日原ビル１階

飲食 居酒屋等 甲州居酒屋　さけくら 甲府市中央1-13-7

飲食 居酒屋等 甲州煮こみ屋 甲府市丸の内2-4-7丸二ビル

飲食 居酒屋等 甲州地どり　くだん 甲府市丸の内2-10-12マルマンビル1F

飲食 居酒屋等 甲府グルメ横丁 甲府市中央１丁目６番４号

飲食 居酒屋等 甲府ワイン酒場 ルパン 甲府市中央1-4-5

飲食 居酒屋等 国母の酒処　風輪 甲府市大里町1114-1RSビル103

飲食 居酒屋等 黒ねこ 甲府市中央1-20-3ニュー銀座街1階

飲食 居酒屋等 黒猫亭 甲府市丸の内2-13-15

飲食 居酒屋等 佐渡屋 甲府市相生２ー３－１３

飲食 居酒屋等 佐藤さん家 甲府市丸の内2-3-8小林ビル2F
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飲食 居酒屋等 沙紺 甲府市丸の内2-4-7丸二ビル1階

飲食 居酒屋等 肴屋サンジ 甲府市中小河原町568番地1

飲食 居酒屋等 肴処なとり 甲府市中央1-20-13

飲食 居酒屋等 三ッ星マート 甲府駅前店 甲府市丸の内1-7-4タチバナビル2Ｆ

飲食 居酒屋等 三四郎 甲府市中央1-4-8KAGビル1F北

飲食 居酒屋等 山乃石松 甲府市千塚5-3420-1

飲食 居酒屋等 山梨まるごと市場 幸修 甲府市丸の内2-16-7上野ビル2階

飲食 居酒屋等 四季乃味彩 甲府市中央1丁目1-21

飲食 居酒屋等 四文屋 魚　甲府駅前店 甲府市丸の内1-7-3さかえやビル1F

飲食 居酒屋等 市場ダイニングFUSEN 甲府市国母6-4-2

飲食 居酒屋等 自慢屋 甲府市丸の内1丁目7-7

飲食 居酒屋等 七賢酒蔵 甲府市丸の内2丁目1-5新橋ビル1F

飲食 居酒屋等 七福神 甲府市大里町2202-2三神ビル101

飲食 居酒屋等 若千鳥 甲府市伊勢４丁目１－４

飲食 居酒屋等 若尾倶楽部 甲府市中央1-1-14弁天ビル3.4F

飲食 居酒屋等 手仕事や宙　ＫＵー 甲府市大里町3607-4

飲食 居酒屋等 手打うどん　なべ 甲府市大里町2202-2

飲食 居酒屋等 手打ち工房　凌駕 甲府市国母５丁目６－５

飲食 居酒屋等 酒彩　五色 甲府市丸の内2-3-8小林ビル１F

飲食 居酒屋等 酒肴・おにぎり　手毬 甲府市中央１－１５－２

飲食 居酒屋等 酒処黒富士 甲府市蓬沢町1147-2

飲食 居酒屋等 酒場　おせあん 甲府市丸の内2-7-2

飲食 居酒屋等 酒場　とみちゃん 甲府市国母6-6-9国母店舗2階

飲食 居酒屋等 酒場らっぱ
甲府市丸の内２丁目２９番５号たちばな
屋ビル１Ｆ

飲食 居酒屋等 酒場日々 甲府市丸の内1-15-8三星ビル1F

飲食 居酒屋等 酒房ごっちょ 甲府市湯村３－２－２５

飲食 居酒屋等 秋吉
甲府市丸の内１丁目１９－１３十五屋フ
ルーツビル１Ｆ

飲食 居酒屋等 十四番目の月 甲府市丸の内2-2-6

飲食 居酒屋等 春日のちゃぶ台 甲府市中央1丁目15-9

飲食 居酒屋等 純手打ちそばうどん　政もと 甲府市大里町2432-3

飲食 居酒屋等 焼き鳥 ぶんぶん丸 甲府市丸の内3-26-13小林ビル1F

飲食 居酒屋等 焼き鳥 鳥かど 甲府市丸の内1-14-19

飲食 居酒屋等 焼き鳥ともつ煮 沖縄料理の店 まんまる 甲府市上阿原町５８１

飲食 居酒屋等 焼鳥 喝采 甲府市千塚2-4-24

飲食 居酒屋等 焼鳥enta 甲府市北口２－３－６内田店舗１階

飲食 居酒屋等 焼肉　清広苑 甲府市青沼１丁目１７－５

飲食 居酒屋等 焼肉まつ屋 甲府市川田町933-136
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飲食 居酒屋等 焼売のジョー 甲府店
甲府市丸の内2-16-6平和ストリートビル
1F

飲食 居酒屋等 上海食堂 甲府市大里町５００５

飲食 居酒屋等 常夏バル East Blue 甲府市中央1-6-1舞鶴城ビル

飲食 居酒屋等 醸 甲府市丸の内１－８－９

飲食 居酒屋等 食彩工房 甲府市国母5-3-3

飲食 居酒屋等 食事喫茶　椿 甲府市中央４－３－２

飲食 居酒屋等 食酒　幸 甲府市中小河原町673

飲食 居酒屋等 食酒・寅寅 甲府市大里町5028

飲食 居酒屋等 信州 甲府市中央1-20-5

飲食 居酒屋等 新次亭 甲府市和戸町1031－2

飲食 居酒屋等 水炊き かぐら
甲府市中央1丁目20-17ダイケン甲府中央
ビル1階

飲食 居酒屋等 翠川 甲府市中央1-2-4浅草飲食店街

飲食 居酒屋等 酔録劇場 甲府市丸の内1-7-1上田ビル

飲食 居酒屋等 菅原屋 甲府市平瀬町３２０７

飲食 居酒屋等 是色 甲府市丸の内2-30-5

飲食 居酒屋等 星と月 甲府市中央1-2-4

飲食 居酒屋等 生そば　きり 甲府市北口2-5-1

飲食 居酒屋等 生そば処らくすい 甲府市湯村１丁目１１－５

飲食 居酒屋等 千鳥 甲府市国母8丁目-1-5

飲食 居酒屋等 創作料理きっちょう 甲府市富士見1-2-23

飲食 居酒屋等 蔵楽
甲府市北口２ー３－６内田北口店舗事務
所２Ｆ

飲食 居酒屋等 蔵元居酒屋谷櫻 甲府市中央1-9-6

飲食 居酒屋等 蔵元居酒屋谷櫻 甲府市丸の内2-4-7丸二ビル１F

飲食 居酒屋等 台湾料理　昇龍 甲府市川田町５０２－１

飲食 居酒屋等 大阪鉄板フジケン 甲府市丸の内一丁目１７－１６

飲食 居酒屋等 大衆酒場けろすけ 甲府店 甲府市丸の内1-20-2

飲食 居酒屋等 大衆酒場へのへのもへじ 甲府市相生2-3-17いずぎ店舗3F

飲食 居酒屋等 大衆肉酒場さぶろー 甲府市丸の内1-8-12アドヴァンスビル1F

飲食 居酒屋等
卓球カフェ＆バー　MofuMofu卓球
部

甲府市中央1-20-23

飲食 居酒屋等 炭・肉と旬野菜　Kazan
甲府市丸の内２－１－８駅前銀座ビル１
Ｆ

飲食 居酒屋等 炭火の串兼 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーンＡ14

飲食 居酒屋等 炭火焼鳥　鳥むら 甲府市下小河原町207

飲食 居酒屋等 暖家本店　たいら 甲府市朝気1-5-7

飲食 居酒屋等 地鶏や弁天堂 甲府市中央1-2-2

飲食 居酒屋等 筑前屋 甲府店
甲府市徳行２－８－１５ウェルネスゾー
ン

飲食 居酒屋等 筑前屋 湯村店 甲府市千塚1ー9ー11

飲食 居酒屋等 中華料理　紅蘭 甲府市国母5-20-20
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飲食 居酒屋等 中華料理　大鵬東北焼烤 酒折店 甲府市酒折1-3-15山梨学院交流館1館

飲食 居酒屋等 中華料理　蓮 甲府市相生１丁目１４－７

飲食 居酒屋等 中国酒家　川久保 甲府市丸の内２丁目３－８多村館１階

飲食 居酒屋等 鳥むら 甲府市下小河原町２０７

飲食 居酒屋等 鳥座 甲府市太田町３－１１

飲食 居酒屋等 鉄板焼き　中ざわ
甲府市丸の内二丁目１番１号開柳堂土屋
ビルＢ１Ｆ

飲食 居酒屋等 田中屋 甲府市高畑1-4-1グランシェーヌ甲府101

飲食 居酒屋等 渡邉 甲府市大里町5291セットONE102

飲食 居酒屋等 桃華楼 甲府市湯村３－２－３０

飲食 居酒屋等 湯ろや 甲府市中央1-6-8

飲食 居酒屋等 豆坊や 甲府市大里町115-1山一店舗6

飲食 居酒屋等 寅” 甲府市朝日１丁目５番１４号

飲食 居酒屋等 呑み食い処　えん 甲府市大里町4191-4

飲食 居酒屋等 呑み食い処　ろ味 甲府市上今井町191-1

飲食 居酒屋等 呑み食い処ゆたか 甲府市相生2-6-1

飲食 居酒屋等 南青山三丁目 甲府市中央1-2-4浅草飲食店街

飲食 居酒屋等 南青山三丁目 甲府市中央1-2-4-G-2浅草飲食店街

飲食 居酒屋等 二代目 串信玄 甲府市中央1-15-13

飲食 居酒屋等 肉とワイン 丸の内189 甲府市丸の内1-8-9

飲食 居酒屋等 肉刺しと海鮮洋風酒場 よろづ屋 甲府市中央1-6-11甲府グルメ横丁

飲食 居酒屋等 日本料理　松葉亭 甲府市徳行３丁目３－１

飲食 居酒屋等 馬酔木 甲府市中央1-15-9春日ビル1番街地下1F

飲食 居酒屋等 博多やさい巻串　waya 甲府市中央１－１５－５広瀬ビル３Ｆ

飲食 居酒屋等 博多やさい巻串KANYA 甲府市中央1-15-5広瀬ﾋﾞﾙ1階

飲食 居酒屋等 発酵酒場かえるのより道 甲府市丸の内１－２０－２１

飲食 居酒屋等 板に鯛 甲府市中央1-7-17大富士ビル1階

飲食 居酒屋等 備長炭火うけもち 甲府市徳行1-9-26

飲食 居酒屋等 美菜屋　にこまち 甲府市上石田４丁目8-28

飲食 居酒屋等 美味し屋 甲府市湯村3-3-42カーサ湯村A号室

飲食 居酒屋等 柊 甲府市丸の内2丁目16-19

飲食 居酒屋等 富士見食堂Ｄｉａｇｏ 甲府市塩部4-1-19

飲食 居酒屋等 泡盛と沖縄料理 KUSUYA 甲府市上阿原町５８１

飲食 居酒屋等 味よし 甲府市長松寺町5-24

飲食 居酒屋等 味噌の力 甲府市中小河原６３４－１

飲食 居酒屋等 味魅 甲府市中央1-1-9

飲食 居酒屋等 味魅 甲府市飯田2-6-10

飲食 居酒屋等 夢びより 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーン
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飲食 居酒屋等 明 甲府市上石田2-37-12宮本ビル104

飲食 居酒屋等 麺彩 甲府市中央１－９－５

飲食 居酒屋等 木の風 甲府市北口2-4-2上田ビル

飲食 居酒屋等 夜ふかし酒場５６ 甲府市中央1-14-7

飲食 居酒屋等 弥助鮨 甲府市太田町３０－１５

飲食 居酒屋等 弥生町　洋食こじま
甲府市北口１丁目２－１４甲府北口プラ
ザビル地下1階

飲食 居酒屋等 優美 甲府市上石田4-4-20

飲食 居酒屋等 友加里 甲府市高畑2-18-3レフォルム昭和通りT4

飲食 居酒屋等 洋風割烹居酒屋ますかっと 甲府市桜井町３１４

飲食 居酒屋等 裏春日バックスタンド 甲府市中央１－１７－９

飲食 居酒屋等 琉球泡盛 カラカラ 甲府市丸の内2-29-3高山ビル1階

飲食 居酒屋等 炉端　ウラハラ 甲府市上石田1-20

飲食 居酒屋等 炉端信玄 甲府市丸の内2-4-3

飲食 居酒屋等 炉呂 甲府市大里町3292-19

飲食 居酒屋等 六曜館珈琲店 甲府市丸の内２ー１５ー１５

飲食 居酒屋等 和ごころ　菜のは 甲府市里吉1丁目1692-1

飲食 居酒屋等 和菜や　えびす
甲府市住吉4丁目22-19ジョイステージ住
吉1F

飲食 居酒屋等 和酒　鳥笑 甲府市中央１－２－１０

飲食 居酒屋等 和食あかざわ 甲府市宝2-19-4

飲食 居酒屋等 和食海鮮ぎん 甲府市善光寺1-26-11

飲食 居酒屋等 氣がきかないみせ「ふう」 甲府市酒折1-10-25

飲食 居酒屋等 炙 甲府店 甲府市丸の内1−2−11サン黒澤ビル4階

飲食 居酒屋等 菫 甲府市丸の内２－１－４二階

飲食 居酒屋等 餃子の店莉梨 甲府市中央１－１５－２春日ビル１階

飲食 居酒屋等 鮨正甲府店 甲府市善光寺2丁目4-16

飲食 居酒屋等 鷄笑甲府店 甲府市後屋町735-1タウン後屋C号室

飲食 居酒屋等 吞み処　そば　一休 甲府中央店 甲府市中央1-13-7

飲食 居酒屋等 吞み食い処　好 甲府市大里町２３１８－１

各種小売 ガソリンスタンド （有）加賀美油店 甲府市住吉１丁目１６－２０

各種小売 ガソリンスタンド Shimizuya セルフ甲府善光寺ＳＳ 甲府市善光寺１－１８－１９

各種小売 ガソリンスタンド
ニュー平和　エネオス　新平和通
りSS

ニュー平和エネオス湯村SS 甲府市千塚1-4-22

各種小売 ガソリンスタンド
ニュー平和　エネオス　新平和通
りSS

ニュー平和車検センター 甲府市伊勢4-31-2

各種小売 ガソリンスタンド
ニュー平和　エネオス　新平和通
りSS

甲府市伊勢４丁目３４番１０号

各種小売 ガソリンスタンド
ニュー平和　エネオス　新平和通
りSS

ニュー平和　エネオス　貢川SS 甲府市貢川本町13-10

各種小売 ガソリンスタンド 下の水石油　甲府バイパスSS 下の水石油　甲府バイパスSS 甲府市住吉４丁目２３番１３号

各種小売 ガソリンスタンド 吉字屋本店 セルフASK甲府南SS 甲府市上今井町681-1

各種小売 ガソリンスタンド 吉字屋本店 ASKアルプス通りプラザSS 甲府市上石田1-14-23

27 ページ



カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

各種小売 ガソリンスタンド 吉字屋本店 セルフ甲府ウエストプラザSS 甲府市貢川2-5-50

各種小売 ガソリンスタンド 吉字屋本店 甲府セントラルSS 甲府市中央4-5-29

各種小売 ガソリンスタンド 甲府北カーライフステーション 甲府市横根町625-1

各種小売 ガソリンスタンド 山梨共栄石油 甲府市青葉町16-31

各種小売 ガソリンスタンド 山梨共栄石油
Dr.Drive美術館通りサービスス
テーション

甲府市貢川1-5-62

各種小売 ガソリンスタンド 山梨共栄石油
Dr.Drive甲府北サービスステー
ション

甲府市北口1-5-21

各種小売 ガソリンスタンド 小田切商店 甲府南インター風土記の丘店 甲府市下曽根町３７３番地の５

各種小売 ガソリンスタンド 川手商事 甲府里吉SS 甲府市里吉1-9-10

各種小売 ガソリンスタンド 富士吉商事 中央市場東給油所 甲府市国母4-22-9

各種小売 ガソリンスタンド 富士吉商事 中央市場給油所 甲府市国母6-4-1

各種小売 ガソリンスタンド 有限会社イシイ石油 甲府市住吉5-19-18

各種小売 ガソリンスタンド 有限会社ヤマシタ 南西SS 甲府市国母３丁目１２番２６号

各種小売 たばこ Vape Treasure 甲府市中央1-3-7

各種小売 リサイクル・中古品 FLAP315 甲府市朝気3-1-12ｵｷﾞﾉｲｰｽﾄﾓｰﾙﾊﾞﾘｵ

各種小売 リサイクル・中古品 FROM-M 甲府市国母8-29-5

各種小売 リサイクル・中古品 KARUGA SHOTEN 甲府市飯田5-12-9

各種小売 リサイクル・中古品 KOLDS 甲府市千塚1丁目3-21

各種小売 リサイクル・中古品 LIFT 甲府市貢川本町12-3Sora-B

各種小売 リサイクル・中古品 R560 甲府市古上条町854

各種小売 リサイクル・中古品 RideRide 甲府市中町１９０

各種小売 リサイクル・中古品 SK-NET 甲府市里吉4-15-20小口倉庫内

各種小売 リサイクル・中古品 YOUSHOPおかだ 甲府市羽黒町663-4

各種小売 リサイクル・中古品 アンブローズアンドカンパニー さいら甲府工房 甲府市川田町アリア２０２

各種小売 リサイクル・中古品 エージェント・イイノ 甲府市貢川1-3-13

各種小売 リサイクル・中古品 オートガレージＳＴＥＰ 甲府市上今井町１０４１

各種小売 リサイクル・中古品 カードショップはま屋 里吉店 甲府市里吉4丁目5-14ミナミシティA-2

各種小売 リサイクル・中古品 ガレージカネコ 甲府市伊勢4-22-15

各種小売 リサイクル・中古品 ガレージブービー 甲府市高畑3-1-10

各種小売 リサイクル・中古品 クルマ情報館 甲府市上阿原町369-1

各種小売 リサイクル・中古品 グローバルオーディオ 甲府市千塚5-14-37

各種小売 リサイクル・中古品 ケイ・ドリーム 20号バイパス・ギガ甲府店 甲府市向町270-1

各種小売 リサイクル・中古品 コカクリエーション 甲府市大里町4294-5

各種小売 リサイクル・中古品 ゴルフドゥ 甲府バイパス店 甲府市上阿原町439

各種小売 リサイクル・中古品 サンライズオート 甲府市桜井町639-1

各種小売 リサイクル・中古品 スマイル1 甲府市富竹１丁目11-14

各種小売 リサイクル・中古品
ダイナミックインターナショナル
ジャパンインコーポレーション

甲府市下石田２丁目５番１９号

各種小売 リサイクル・中古品 ドリームオート國母 甲府市国母７－１－６
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各種小売 リサイクル・中古品 はいから屋 甲府市伊勢1-11-1

各種小売 リサイクル・中古品 バイクハウス　オレンジ 甲府市徳行５丁目１２－２２

各種小売 リサイクル・中古品 バイク館 甲府店 甲府市徳行5丁目13-25

各種小売 リサイクル・中古品 ファイブスピード 甲府市武田1-3-2

各種小売 リサイクル・中古品 フィオーレジャパン 甲府市丸の内1-21-24小澤ビル2階

各種小売 リサイクル・中古品 ホンダドリーム山梨 甲府市国母６丁目３番１３号

各種小売 リサイクル・中古品 ユーショップＳｋｉｐ 甲府市下鍛冶屋町942

各種小売 リサイクル・中古品 リサイクルショップ　リユース 甲府桜井店 甲府市桜井町342-1

各種小売 リサイクル・中古品 りゆーす 甲府市中小河原1-13-7

各種小売 リサイクル・中古品 ルックス 甲府市国母8-6

各種小売 リサイクル・中古品 株式会社エーツーボディ 甲府市徳行3丁目8-10

各種小売 リサイクル・中古品 株式会社丹澤電機 甲府市伊勢１丁目１０番３号

各種小売 リサイクル・中古品 株式会社木次商事 甲府北カーライフステーション 甲府市横根町625-1

各種小売 リサイクル・中古品 古川輪業 甲府市武田2-9-9

各種小売 リサイクル・中古品 古着屋　GIRAFFE 甲府市朝日1-6-14

各種小売 リサイクル・中古品 古着屋Pine 甲府市朝日4丁目1-6

各種小売 リサイクル・中古品 工房 雅 甲府市後屋町323-4後藤ビルB202

各種小売 リサイクル・中古品 雑貨屋monogatari
甲府市下飯田1-11-21コンフォート池田
102

各種小売 リサイクル・中古品 山の手ホンダ株式会社 甲府市塩部１丁目１１番７号

各種小売 リサイクル・中古品 山梨自動車産業株式会社 ドリームオート国母 甲府市国母7-1-6

各種小売 リサイクル・中古品 山梨自動車産業株式会社 本社 甲府市朝日5-7-9

各種小売 リサイクル・中古品 寺田商店 甲府市丸の内1丁目14-16

各種小売 リサイクル・中古品 総合リユースSTS 甲府市国母４丁目21-14

各種小売 リサイクル・中古品 天野塗装工場 甲府市下飯田4-5-18

各種小売 リサイクル・中古品 田中自動車 甲府市住吉３丁目３０番９号

各種小売 リサイクル・中古品 日栄小澤自動車整備工場 甲府市酒折1-7-25

各種小売 リサイクル・中古品 入ル 甲府市中央4-7-16

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

(有)丸大商店 甲府市青沼2-23-11

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

22＋ 甲府市下飯田1-11-21-101

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

a.n.n.co
甲府市宝二丁目8-4シーズガーデン甲府宝
1305

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ACE. 甲府市上石田3-10-10依田店舗１号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ANSKYPEOPLES 甲府市中央4-2-251F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

artroom_eriii 甲府市上今井町881-7

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Asia Farm
甲府市丸の内1丁目8-10ONOストーンビル
1F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

atelier coco
甲府市上今井町803-1クレール上今井弐番
館201

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Balena 甲府市武田1-3-24クボタビル102号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

BETTON 甲府市桜井町629-5
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各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

BICKY 甲府市丸の内1-15-8

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Cafe m et antilope 甲府市横根町480-1C棟

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

CCA 甲府市 和戸町　522番地1

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Cloud9 甲府市中央4-8-8甲府中央マンション102

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

COTTON　WEEK 甲府市青沼3-1-2

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Dessert 甲府市徳行2-17-11エテルノ甲府101

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Diana 甲府市丸の内1-15-10

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

EARTHY NOTES 甲府店 甲府市下石田2-29-4フェリアビル1F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

FASHION 21 甲府市城東2-23-6

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

FAV LIFE 甲府市横根町480-1B棟1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

FleurMari 甲府市住吉5-4-2

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

frankygrow 甲府市朝気2-1-4-8

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ｆｒｏ 甲府市中央1-2-14

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

G.M.D 甲府市中央１丁目１１番１０号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Gardener's drawer 甲府市徳行1-9-27

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

globe 甲府市中央2-9-13

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

GRACE 甲府市丸の内1-14-3天野ビル1FGRACE

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

HAL
甲府市丸の内2-32-19シーズガーデン甲府
丸の内601

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

HeartY Polka 甲府市小松町114-1

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

HeartYPolka 甲府市朝日5-6-11

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ilk
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
107

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ｉｔｏｋａｒａ 甲府市丸の内２－９－８アキ山ビル１Ｆ

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Jolu et poudre 甲府市向町406-2

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

K・HOUSE 甲府市徳行1-2-18オギノ貢川店内

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

K-collection 甲府市中央5-4-15

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

KECAK 甲府市中央４丁目５番３９号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

KENICHI  ICHIKAWA 甲府市中央４丁目５番３９号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

KoBeシューズONE 飯田店 甲府市下飯田3-8-9

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Konoha 甲府市貢川2-1-111A

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

korori knitting 甲府市大里町2010-1

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Kハウス 甲府市徳行１－２－１８オギノ貢川店

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

LAGGA
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
110

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

lavexカラーストーン 甲府市上石田４ー１ー７

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Le Bonheur 甲府市国母8-12-31

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Le　Petit　Bonheur 甲府市上今井町５５３－４３

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Marche　de　Canape 甲府市塩部３丁目３番３７号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

moca  moca 甲府市国母8-16-24
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各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

NEVER MIND 甲府市酒折1-10-26

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

OBLIGEmens 甲府市丸の内１－１６－１０

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

OBLIGEwomens 甲府市丸の内１－１６－１０

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

oeuf(ウフ) 甲府市下石田2-29-4フェリアビル1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Opera
甲府市朝気3-1-12オギノイーストモール
バリオ1F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

PASERI 甲府市宮原町77-4

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

PAZZO GLOBAL STORE 甲府市丸の内1-13-91F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

R&K 甲府市国母７丁目８番２８号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Rainbow 甲府市丸の内1-15-9川手ビル1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Ｒｅｇｕｌｕｓｒｏｏｍ 甲府市丸の内２ー９ー１７２Ｆ

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

RES RARA 甲府市中央1-2-11

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Rigel 甲府市丸の内1-13-6

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Ｒｉｇｅｌ 甲府市丸の内１－１３－６

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Riimu
甲府市上石田２丁目３９番１７号プラザ
２１、３Ｆ

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

RUTILE 甲府市下石田2-13-5

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

S.Pインターナショナル 甲府市青沼2-23-11

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

SEESAW 甲府市中央1-7-17大富士ﾋﾞﾙ1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ＳＥＥＳＡＷ 甲府市中央１ー７ー１７大富士ビル１Ｆ

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

SHOPこもり 甲府市住吉1-16-17

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

showroom SANEI 甲府市羽黒町２８－１

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

slow_life012 甲府市青葉町17ー1

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

SPRUCE 甲府市丸の内1-14-16

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

STEEZ CREATIVE STAND 甲府市住吉本町1411-4

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

studio V2
甲府市朝気3-1-12オギノイーストモール
バリオ1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

STUDIO3204 甲府市中央2丁目9番17号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Sumibase 甲府市中央2-12-7

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Ｓｗｅｅｔ　ｍｏｍ 甲府市丸の内１－１５－１０

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

TIGER’S TAIL
甲府市丸の内１ー14ー14オリオン共同ビ
ル105

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

TWINKLE STAR 甲府市朝日4-1-6

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Vacation
甲府市丸の内１ー１４ー１０内藤ビル１
階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

Will 甲府店 甲府市向町121-1

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アーク甲府店 甲府市北口1-2-15

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アイパドック 甲府市武田3-17-11

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アウトレットショップup 甲府店 甲府市住吉1-12-10

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アトリエ　ラム 甲府市富士見2-10-4

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アトリエサコ 甲府市上石田3-8-8

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アトリエペパーミント 甲府市中央4-3-16
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各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アメリカンパークBee 甲府市古上条町126-23

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アラ 甲府市塩部3-1-24

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アラナヴジェムス 甲府市高畑2-4-17

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アルガ化粧品店 甲府市中央１丁目１８番３号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アルガ本店 甲府市中央４丁目５－４０

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

アンアート 甲府市後屋町76

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

いきものだものイラストレーショ
ン

甲府市伊勢三丁目3-17ダイタ伊勢ハイツ
301

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

イシカワ 甲府市朝日1-5-14

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

イチムラボタン店 甲府市丸の内1-16-20KoKori1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

イデア・プロダクツ 甲府市朝気１丁目１番３０号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

エテルナ株式会社 REGAL SHOES a.k.a 甲府店 甲府市大里町388

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

エレガンス八重
甲府市上石田２丁目３９－１７ピュアハ
ウスＮ１Ｆ

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

エンジェル（ANGEL） 甲府市住吉5-19-13

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

オリゾンチス
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
103号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

きもの市川 甲府市中央４丁目５番３９号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

サンテボーテ Salon de Sante et Beaute 甲府市朝気１丁目８番８号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ジェムストーン甲府カンパニー有
限会社

ジェムストーン甲府カンパニー 甲府市高畑3丁目1-9

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

シューズショップ藤川 甲府市朝日5-5-13

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

シューマート 甲府向町店 甲府市向町２０２

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

シューマート 甲府富士見店 甲府市飯田1-3-29

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

スズキ Kofu jewelry工房 甲府市国母4-3-25

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

スマプロ 甲府市丸の内1-2-8アサヒ電機ビル3階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

タンザワ 甲州ワイン蔵 甲府市丸の内１－１－２５

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

タンザワ DECO甲州夢小路 甲府市丸の内１－１－２５

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

タンザワ くるむ 甲府市丸の内１－１－２５

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

タンザワ 玉屋甲州夢小路 甲府市丸の内１－１－２５

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

タンザワ クリスタルミュージアム 甲府市貢川１－１－７

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

デビュー 甲府市徳行1-2-18オギノ貢川店衣料館

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ドイツ式フットケア&シューズ 
RHYTHM

甲府市飯田4-2-15

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

とらや 甲府市国母５丁目５番２１号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ナリス甲府 田辺商店 甲府市里吉3-1-19

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

にけんめのkonoha 甲府市貢川2-1-111C

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ノブレスオブリージュ
甲府市丸の内1-16-10トラストワンビル地
下１階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ノブレスオブリージュ 甲府市丸の内1-16-10

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

パッポン食堂 甲府市相生2-6-1プロシード甲府1102

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ピースプランニング 甲府市住吉5-4-6

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ピュアリーナチュラルライフスパ 甲府店 甲府市中央2-13-18ワールドビル1F
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各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ぴんころ研究所 甲府市貢川1-2-13

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ファッションスペース　タマヤ 甲府市朝日４丁目１番２号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ファミーユ 甲府市朝日5-5-9

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ファミリーストアなかごみ 甲府市北新2-10-18

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

フィトセラピー繭玉 甲府市住吉3-27-10

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

プチフェミニン さえらショップ 甲府市朝日3-3-9KASUGAbuilII1F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ポケットハウス 甲府市酒折１丁目４番８号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

みずかみ 甲府市住吉1-4-9

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

メンズオーダーサロンアーク 甲府市丸の内１丁目１７番１６号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

モード・エ・ジル 甲府市古上条町154-6NaN

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ラ・セーヌ
甲府市徳行２丁目１－１ピーチプラザビ
ル１階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ラ・セーヌ 甲府市徳行2-1-1ピーチプラザビル1FA

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

リニアルハウス21 甲府市中央4-3-10つうおう

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

レースララ 甲府市中央1-2-11

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

レザークラフト工房Hiro 甲府市幸町22-22

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ワイ・ジュエリー 甲府市下飯田3-8-10

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ワコールショップココ 甲府市朝日４丁目１番１号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

ワルツ 甲府市朝日2-16-20

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

印伝の山本 甲府市朝気３－８－４

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

縁art planning〜手作り和雑貨〜 甲府市朝気1丁目3-19

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

欧風雑貨 cuicui 欧風雑貨Cui　Cui 甲府市徳行1-6-25

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

株式会社アニ　ダイヤモンド 甲府支店 甲府市中小河原町1588-4

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

株式会社エテルナ エテルナ甲府店 甲府市大里町388

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

株式会社窪田商会 甲府市寿町16-1

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

株式会社満足屋銀座本店 銀座本店 甲府市中央四丁目４ー３２

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

吉字屋 履物店 甲府市中央4-4-28

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

靴のゼペット
甲府市朝気3-1-12オギノイーストモール
バリオ1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

靴工房YUTAMITSUMORI 甲府市美咲1-13-11米倉ビル1F東

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

憲武館 甲府市山宮町1784-5

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

古着屋BEAM 甲府市中央4-4-27

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

古着屋ChuPa 甲府市中央5-1-33

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

古着屋Sunflower 甲府市朝日1-5-2清水ビル1F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

甲州屋 甲府市平瀬町481-1甲州屋

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

趣味のサロン　JULIE 甲府市堀之内町713-3

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

小さなカゴ屋さんguu 甲府市朝気1-2-37アルガ店舗1階

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

小倉鞄店 本店 甲府市中央４丁目４番２９号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

色伝師 乃和 甲府市蓬沢1-15-23
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各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

水上帽子店 甲府市太田町4-6

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

清水営業所 甲府市国母8-22-9

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

西染物店 甲府市幸町7-8

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

多石 甲府市 大手　3-1-8

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

大黒屋 甲府市塩部2-2-28

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

長谷川貿易 甲府市朝気3-20-22

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

美馬貴石 甲府市青沼１丁目１３番１３号

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

婦人服　オオタ 甲府市丸の内２ー１６ー１９

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

武藤呉服店 甲府市丸の内1-21-7武藤ビル１Ｆ

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

満足屋 銀座本店 甲府市中央4-4-32

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

有限会社エス・ピー・インターナ
ショナル

甲府市幸町13-2米山ビル1F

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

洋服の丸井 甲府市徳行1-12-6

各種小売
衣服・靴・服飾品・カバン・
バッグ

翔雲 甲府市山宮町８８５－３－２

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

Blanche 甲府市池田2-11-51

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

Trotsやよい 甲府市蓬沢町１２９６－１

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

Ulzzang 甲府市貢川本町13-1サンライト南西1-B

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

イワハラデンキ　アルブル 甲府市国母1-7-7

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

クーリール 甲府市酒折2-10-23

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

コスメティック　みずかみ 甲府市大里町2197-1

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

サミットつやか 甲府市 青葉町　１８番２０号

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

ジェネリック化粧品 甲府市丸の内1-2-9丸の内駅前ビル2F

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

トミタケ薬局 甲府市富竹１丁目７－３２

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

ドラッグヤマダ 甲府市中小河原1丁目8-1

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

にもんじや 甲府市中央1-1-11

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

にもんじや にもんじやセレオ甲府店 甲府市丸の内1-1-8セレオ甲府店２F

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

びわケア専門店 甲府市丸の内3-32-154A

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

フジヤ 甲府市中央1-20-20

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

マリー化粧品店 甲府市大和町1-31

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

ラジェ 甲府東店 甲府市上阿原町1024-1

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

ラジェ 甲府店 甲府市大里町5268

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

株式会社ヒロセ 甲府市飯田1-4-4

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

健康館 サワ 和戸店 甲府市和戸町1002-3

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

甲典堂板山薬局 甲府市住吉1-2-17

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

山梨ヤクルト販売化粧品 甲府市下飯田１－３－２

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

山梨薬局 甲府市伊勢4-1-3

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

松本薬品 甲府市下河原町1-26

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

仁助堂 甲府市若松町１１－１
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各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

天野薬品 甲府市善光寺１－１２－４

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

内藤薬局 甲府市飯田１丁目１番２２号

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

美肌工房SATOSHIYA 甲府市朝日5-6-11

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

武田武藤薬局 甲府市大手１丁目２番３号

各種小売
医薬品・化粧品・ドラッグスト
ア

望月化粧品店 甲府市住吉１丁目８－１９

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

（株）リビングセンターマエダ 甲府市中央１丁目１２－４６

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

（株）寝具の望月 甲府市美咲２丁目１６番１７号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

Avenue Interior Design 甲府市富竹３丁目３番７号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

catmint 甲府市大里町2887-36

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

GENE 甲府市貢川2-1-112-F

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

kucca 甲府市北口1-3-10

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ligne roset kofu 甲府市寿町15-10

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

Lupinus 甲府市中央1-5-6デュオヒルズ甲府1F

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

nature ground 甲府市太田町10-10KOUNOビル3F

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

SUMAUIE 甲府市里吉2-3-11-348

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

WALLPAPERSTORE 甲府市丸の内３－２０－９和光ビル１Ｆ

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

アートハウス・エミュー 甲府市伊勢3-5-6

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

アイメックス 甲府市里吉2-13-15

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

アトム甲府五味店住吉本店 甲府市住吉4-1-30

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

アトム甲府五味店小瀬店 甲府市上町836-1

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

アトム甲府五味店相川店 甲府市屋形1-3-23

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

いずぎ家具店 甲府市相生２丁目３ー１７

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

エス・トラスト 山梨営業所 甲府市朝気1-2-60

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

エムラ寝具店 甲府市朝日３－８－３６

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

オノ電産 甲府市富竹3-1-11

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

キムラ電気設備 甲府市山宮町1600-1-4

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

コイズミ電器 甲府市蓬沢１－３－３

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ゴミでんき 甲府市池田2丁目６－２６

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

スカイ通信株式会社 甲府市横根町8

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

スタジオグレース
甲府市丸の内３丁目３２番２７号ダイタ
百石町マンション101

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ソフトバンク
甲府市向町１５２ー１ＧｒｅｅｎＴｏｗ
ｎ甲府東

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ソフトバンク 甲府西 甲府市下飯田３丁目８‐２９

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

タイヨー電気 甲府市住吉５丁目１９－１３

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

でんきのコトブキ 甲府市飯田5-5-27

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

トーヨー 甲府市中小河原町２８９番地４

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ドバシデンキ 甲府市里吉二丁目１２－１６

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ナカゴミ電化 甲府市大里町1782-1
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各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ナカヤマ電気 甲府市若松町６番４７号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

フォネット 甲府市下石田2-10-6

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ふとんの白根 甲府市湯村1-5-22

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

やぎ寝具店 甲府市丸の内3-10-12

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

ライフ・プラス 甲府市富竹1-8-23志村ビル1

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

レッツたのぐち 甲府市武田1-4-25

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

家具Roomヨシダ 甲府市下飯田1丁目6番32号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

河手家具店 甲府市丸の内2-7-11

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

株式会社ライフインナカゴミ 甲府市丸の内2丁目4-20

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

株式会社甲府ヒタチ 甲府市丸の内２－３９－１１

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

畳工房　山正 三井利夫商店 甲府市若松町6-46

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

人形のあめみや 甲府市朝日２丁目１６番２０号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

吹野家具店 甲府市丸の内２丁目２２－１４

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

生活彩館みかみ 甲府市徳行2-1-2

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

青沼家具店 本店 甲府市太田町５－２９

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

石坂電器 甲府市朝日四丁目5ー5

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

扇電化 甲府市相生１丁目１６－１４

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

中込寝具 甲府市酒折２丁目３番１６号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

電化プラザあいかわ 甲府市朝気１丁目１番３号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

内田電器商会 甲府市住吉１丁目１４－２２

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

日本の匠と美　ほさか 甲府市飯田5-17-41

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

矢崎家具店 甲府市寿町４番１７号

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

有限会社フジムラ電気 甲府市丸の内2-10-15

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

有限会社マツモト電器 甲府市上石田3-17-10

各種小売
家電・家具・寝具・キッチン用
品

輿石電気商会 甲府市上石田2-25-13

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ADACHI FLORIST 甲府市湯田2-3-19

各種小売 花・植木・農耕具・ペット AkiFlower
甲府市大里町３６－４スタービレッジＡ
１０１

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ashuley 甲府市国母4-2-8

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Bonne Vie 甲府市砂田町4-31

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Dog care salon inucocoro 甲府市貢川本町13-1サンライト南西1D

各種小売 花・植木・農耕具・ペット DOGFUN 甲府市上町294-3

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Flower design Mingming Stone 甲府市塩部3丁目1-33

各種小売 花・植木・農耕具・ペット FLOWER MARKET 甲府市寿町4-1

各種小売 花・植木・農耕具・ペット flower paradise HANAICHI　ハナイチ 甲府市朝日1丁目10-4

各種小売 花・植木・農耕具・ペット grooming lounge KLOVER 甲府市上小河原町14622階

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ｈａｎａｕｔａ flower&green
甲府市和戸町８５７－２プランタン和戸
1f

各種小売 花・植木・農耕具・ペット inucocoro＋
甲府市貢川本町１３－１サンライト南西
１－Ｄ

36 ページ



カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

各種小売 花・植木・農耕具・ペット La Feuille
甲府市横根町480-1光と風マーケットコー
トC2

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Lem. 甲府市朝日5-5-12

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Mt.FujiPlants 銀しゃり処　米右衛門 甲府市上石田4-9-3ソンドメールA101

各種小売 花・植木・農耕具・ペット nanasouka 甲府市上石田3-13-161-A

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Nemophila
甲府市中央2-11-13スエキアパート1F右店
舗

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Poulpesympa 甲府市緑が丘1-16-4

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Ｐｕｒｉｒｉ 甲府市塩部1-6-15

各種小売 花・植木・農耕具・ペット RANDA 甲府市下石田2-14-11

各種小売 花・植木・農耕具・ペット RANDA 甲府市下石田２－１４ー１１

各種小売 花・植木・農耕具・ペット salon des etoiles 甲府市朝気1-2-37アルガ店舗1階

各種小売 花・植木・農耕具・ペット sola no koe 甲府市貢川2-1-111B

各種小売 花・植木・農耕具・ペット Sweet mom 甲府市丸の内1-15-10

各種小売 花・植木・農耕具・ペット THINKS・Hanatatsu 甲府市千塚4-3-23

各種小売 花・植木・農耕具・ペット アトリエ　ド　ラフィーユ 甲府市横根町４８０－１

各種小売 花・植木・農耕具・ペット エンジェルズハート 甲府市荒川2-8-8

各種小売 花・植木・農耕具・ペット オリオンフラワー 甲府市丸の内１丁目２１番２２号

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ガーデナーズ・ドロワー 甲府市徳行1-9-27

各種小売 花・植木・農耕具・ペット キャンディーハウス 甲府市和戸町７６１－１

各種小売 花・植木・農耕具・ペット きらら動物病院 下飯田本院 甲府市下飯田2-11-15

各種小売 花・植木・農耕具・ペット きらら動物病院 千塚分院 甲府市千塚3-1-11

各種小売 花・植木・農耕具・ペット サンク 甲府市下石田2-13-14

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ジュリアン 甲府市国母４－１４－２１

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ひじかた洋蘭園 甲府市上町５９３番地

各種小売 花・植木・農耕具・ペット フラワーゴトウ 甲府市下曽根町382番1

各種小売 花・植木・農耕具・ペット フラワーショップマツオ イッツモア塩部店 甲府市塩部1-1-10イッツモア塩部店1階

各種小売 花・植木・農耕具・ペット フラワーショップよなが 甲府市城東３丁目５番１４号

各種小売 花・植木・農耕具・ペット フラワーステーションまるい 甲府市丸の内1ー1ー8セレオ甲府１F

各種小売 花・植木・農耕具・ペット フラワーフォレスト
甲府市中小河原1-11-12フラワーフォレス
ト

各種小売 花・植木・農耕具・ペット プリザーブドフラワーＳＯＲＡ 甲府市大里町1001-15

各種小売 花・植木・農耕具・ペット フローリストオカムラ 甲府市和戸町880

各種小売 花・植木・農耕具・ペット プログレックス 甲府市城東2-19-29

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペットサロン　アラジン 甲府市城東4丁目16-10

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペットショップ　ワンピース 甲府市国母７丁目９番３８号

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペットショップロータスフラワー
甲府市飯田4-11-22グリーンハイツ阪本A
号

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペットスタジオ・メイプル 甲府市幸町２４－１

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペットフィールド 新平和通り店 甲府市中小河原1-10-1

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペット家族 甲府店 甲府市下石田2丁目15−11
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各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペット家族動物病院 甲府店 甲府市下石田2丁目15−11

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ペット美容室　シー・ズー 甲府市下曽根町1404

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ホープ商会 甲府市城東5-10-30

各種小売 花・植木・農耕具・ペット ぽの動物病院 甲府市若松町5番地4号

各種小売 花・植木・農耕具・ペット めだかや夢幻 甲府上石田店 甲府市上石田4-9-3米右衛門内

各種小売 花・植木・農耕具・ペット めだかや夢幻 本店 甲府市下飯田2-8-35

各種小売 花・植木・農耕具・ペット めだかや夢幻 甲府山宮店 甲府市山宮町819

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 岡村生花造花店 甲府市丸の内３丁目２番１６号

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 花wishing tree 甲府市塩部4-4-11

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 花とガラスの雑貨店 甲府市武田1ー4ー381階

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 花楽暮 オギノ国母店 甲府市大里町360オギノ国母店1階

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 花幸 甲府市朝日1-10-1

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 花国 甲府市中央4-4-17

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 群芳園生花店 甲府市塩部１丁目９－１０

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 高和グリーン 甲府市川田町542-1

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 菜月 甲府市大里町2793-1

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 秋山生花店 甲府市太田町２３－４

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 千塚どうぶつ病院 甲府市千塚5丁目8-5

各種小売 花・植木・農耕具・ペット 辻緑化土木株式会社 甲府市朝気３－３－１６

各種小売 健康食品 株式会社明日光・どくだみ専科 甲府市西高橋町552-5-1F

各種小売 呉服 きものあさ川 スタジオファイン 甲府市若松町10-12

各種小売 呉服 きものあさ川 甲府市青沼３丁目８番２４号

各種小売 呉服 京呉服ふじや 甲府市中央1-14-13

各種小売 呉服 紺米 甲府市幸町1-13

各種小売 呉服 早川衣裳店 甲府市中央1-1-3

各種小売 呉服 美しい着物と帯　早川 甲府市中央１－１－３

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ (株)おたぎり 甲府市住吉5-17-14

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ （株）コダマ 甲府市住吉５丁目４番３号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ （株）サイキ宝飾 甲府市上石田４丁目１６－８

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ （株）シャルム
甲府市丸の内１丁目２１－２６甲斐物産
ビル７Ｆ

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ （株）光新 甲府市相生２丁目９－１０

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 1DK Jewelry works
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル
102

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 1号店 OJIIK 甲府市向町491-1ハイツタピアン203号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Anluce 甲府市長松寺町１０－１２Ｆ

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ASダイヤモンド 甲府市南口町２番２４号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ BIG DIAMONDS 甲府市大里町3131-1森下ビル303

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ　Ｇｒｉｍｍ 甲府市平瀬町３９９－９
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各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ COLANY 甲府市丸の内1-8-14

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Dream Stone 甲府市国母3-11-23サンエイハイムII201

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ EC-Cafe 甲府市相生1-3-16

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Jewelry Factory Ray 甲府市宝2-5-15

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Jewelry i 甲府市大里町３９２９番地４

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ KYFACTORY 甲府市愛宕町６０

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ la.vexカラーストーン 甲府市上石田4-1-7

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Le-Monde 甲府市西高橋町25-3

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ Rinoc 甲府市里吉2-2-1

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ SAZARE 甲府市朝気２－３－１５

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ SRK
甲府市上石田４丁目８番２３ウィング貢
川マンション103

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ TO・LABO
甲府市丸の内1-14-14オリオン共同ビル１
階104

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ up & up 甲府店 甲府市住吉1-12-10

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ WATANABEYA 甲府市下石田２丁目２番１４号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ WILL 甲府市下石田2-7-14

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ yuu 甲府市大里町５２４６

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ アーツデザイン 甲府市屋形３丁目1-3

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ アートクレイ銀花 甲府市幸町22-22

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ アートクレイ銀花 甲府市幸町22-22

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ アサヒジュエリー 甲府市朝気１－２－３８

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ アスト・トレーディング 甲府市国母８－２９－６

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ アスト・トレーディング 甲府市国母7-6-2

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ エターナルジェム
甲府市里吉３丁目３番３０号田中ビル２
Ｆ－Ｅ室

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ オオモリ 甲府市上石田４－７－２１

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ カラーズ 甲府市屋形3-1-13

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ キタムラ時計店 甲府市中央4-3-25

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ギョクホー堂眼鏡店 本店 甲府市中央1-4-7

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ
クボタ・ジュエリークラフト
（株）

甲府市城東４丁目２－２７

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ゴールド島田 甲府市中央2-9-12

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ さわらび 甲府市平瀬町３２２１

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ サンシャインジェムス
甲府市上石田3-12-15スカイハイツ上石田
201

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジェムクレール 甲府市中小河原町156-25

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ シミズジュエリー 甲府市下石田２丁目４番１９号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリーHARU 甲府市里吉3-3-30田中ビル２Ｆ－Ｂ

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリーイイヌマ 甲府市中小河原町３６３－４

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリーイワシタ貿易 甲府市宝１丁目３９－３

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリーオザワ 甲府市高畑1-20-25
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各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリーコンシェルジュ 甲府市相生２－４－１５

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリーショップアリア 甲府市川田町アリア１０８

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエリー工房Rise 甲府市善光寺３丁目３４番２７号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ジュエルパール 甲府市相生１－９－１２

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ セイビドー オリオン通り本店 甲府市丸の内1丁目15番地8号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ セイビドー塩部店 甲府市塩部４－１４－１４

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ セイビドー城東店
甲府市城東５－１０－１４柏木眼科内メ
ガネコーナー

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ セイビドー大里店
甲府市大里町２３３１－３３塚原眼科内
メガネコーナー

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ セイビドー和戸店 甲府市和戸町６２２－１

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ なかだて補聴器センター 甲府店 甲府市中央5-2-29

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ニホンホウショク 本社 甲府市宝２丁目２０－２

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ニホンホウショク 丸の内店 甲府市丸の内3-14-10

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ フォレストカメラ 甲府市国母２丁目８番１６号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ フカサワ宝石 甲府市中央１丁目２番１５号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ブライダルジュエリーMAYFAIR 甲府市住吉5-3-1

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ フリージア 甲府市古上条町3-5

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ プリエール 甲府市中央4-6-19

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ まごころ補聴器 甲府市緑が丘２丁目１０－１

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ メガネのウエマツ 甲府市住吉1-14-30

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ メガネのサンワ 甲府市中央１丁目２番１号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ メガネのユキエ 甲府市朝日2-16-14

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ リブロン 甲府市富竹２丁目８番９号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ロイヤルトレイディング 甲府市徳行２丁目１６番７号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 愛ラボ写真工房 甲府市武田１丁目５番７号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 依田貴石 甲府市里吉4丁目15番22号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 依田研磨有限会社 甲府市愛宕町６０

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 円右衛門伝承館 伝承館 甲府市猪狩町３８５－１

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 株式会社 トレジャー 甲府市丸の内1-16-3ココリ109

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 株式会社　大森水晶 甲府市中央１－７－１６大森ビル

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 株式会社マルヤマ宝飾 甲府市青沼１丁目１３番１２号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 株式会社ラッキー商會 甲府市湯田２丁目１０番１２号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 株式会社秋山製作所 甲府市城東4-4-15

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 株式会社足達商会 安達商会 甲府市朝気1-3-14

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ ㈱GLOBALGEMS日本
甲府市伊勢３丁目４番２３号（伊藤住宅
離れ）

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 源 甲府市猪狩町1338-12

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 勾玉や 甲府市国母７丁目９番２５号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 三浦製作所 甲府市城東1-16-12
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各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 山田時計メガネ店 甲府市幸町17-9

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ
山梨ジュエリーミュージアム
ショップ

甲府市丸の内１－６－１山梨県防災新館
１階やまなしプラザ内

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 時計・メガネ・宝飾　マスムラ 甲府市中央1-12-42

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 手作り指輪工房 SAZARE～さざれ～ 甲府市朝気2-3-15

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 昇仙峡　クリスタルサウンド 甲府市猪狩町312

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 昇仙峡　玉屋 甲府市猪狩町363-1

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 昇仙峡玉造 甲府市猪狩町385-1

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 正視堂眼鏡店 甲府市中央4-4-31

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 大森水晶 甲府市中央１丁目７番１６号

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 中込宝飾 甲府市青沼３－３－５

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 天然石専門店 甲府市平瀬町399-9

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 土屋華章製作所 甲府市湯村1-13-11

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 島田貴金属店 甲府市相生２－１８－１２

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 内藤セイビドー 甲府市中央1-20-20

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 樋口 甲府市上石田3-14-18　株式会社樋口

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 美創 甲府市国母4-22-14

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 望月貴石貿易 甲府市徳行2丁目9-10

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 望月宝飾 甲府市上石田３－２－１８

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 有限会社　ナカムラ宝飾 甲府市伊勢４ー３２ー４

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 有限会社Pin Thai
甲府市高畑２丁目４番１８号第一コーポ
島田４０５

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 有限会社ピアジュエリー 甲府市住吉3-7-21

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 有限会社栄光堂 甲府市丸の内2-8-6

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 龍水堂 甲府市猪狩町1338

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 鈴木 甲府市青沼1ー4ー6

各種小売 時計・貴金属・メガネ・カメラ 鈴木宝飾 甲府市住吉５丁目７番１１号

各種小売 酒類・リカーショップ BEER for NAPPER 甲府市中央4-3-2

各種小売 酒類・リカーショップ marche aux vins 甲府市中央5-1-10

各種小売 酒類・リカーショップ SADOYA WINE BOUTIQUE 甲府市北口3丁目3番24号

各種小売 酒類・リカーショップ SPRINGWINE 甲府市朝日 4-5-3

各種小売 酒類・リカーショップ いそべ酒店 甲府市高畑２丁目４番３号

各種小売 酒類・リカーショップ かもめや淡路酒店 甲府市湯田２丁目２１－２６

各種小売 酒類・リカーショップ きりばやし
甲府市上石田４丁目１番３０号ワイン
ショップきりばやし

各種小売 酒類・リカーショップ シミズ酒販 甲府市里吉４丁目４番１６号

各種小売 酒類・リカーショップ シャトー酒折ワイナリー 甲府市酒折町１３３８－２０３

各種小売 酒類・リカーショップ ダイゴン酒店 甲府市若松町4-4

各種小売 酒類・リカーショップ ニシカワ酒店 甲府市下飯田4-9-1

各種小売 酒類・リカーショップ ミズカミ酒店 甲府市貢川２ー６－２１
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各種小売 酒類・リカーショップ リカーショップ　ヨダ 甲府市宮原町１３３４－１

各種小売 酒類・リカーショップ リカーショップながさわ 甲府市中央５丁目７番１０号

各種小売 酒類・リカーショップ ワインブティックコルク 甲府市桜井町４７番地

各種小売 酒類・リカーショップ 依田酒店 甲府市徳行５丁目６番１号

各種小売 酒類・リカーショップ 磯部酒店 甲府市高畑2-4-3

各種小売 酒類・リカーショップ 岡酒類店 本店 甲府市城東１丁目８番１７号

各種小売 酒類・リカーショップ 株式会社 酒商 甲府市丸の内2-28-16

各種小売 酒類・リカーショップ 株式会社マツムラ酒販 甲府市小瀬町１３１７

各種小売 酒類・リカーショップ 吉田屋 甲府市朝日2-17-13

各種小売 酒類・リカーショップ 戸田酒販 丸の内 甲府市丸の内３－６－１２

各種小売 酒類・リカーショップ 戸田酒販 大里店 甲府市大里町１５１９

各種小売 酒類・リカーショップ 戸田酒販 甲府富士見店 甲府市富士見１－４－４０

各種小売 酒類・リカーショップ 戸田酒販 貢川店 甲府市上石田３－９－１７

各種小売 酒類・リカーショップ 戸田酒販 朝気店 甲府市朝気３－４－１６

各種小売 酒類・リカーショップ 佐野酒店 甲府市住吉１－４－３

各種小売 酒類・リカーショップ 山梨ワイン王国 本店 甲府市猪狩町443

各種小売 酒類・リカーショップ 山梨ワイン王国 滝上店 甲府市猪狩町1338

各種小売 酒類・リカーショップ 山梨県酒造組合 甲府市大津町2192-8

各種小売 酒類・リカーショップ 酒のディアーズ 甲府市朝気3-18-29

各種小売 酒類・リカーショップ 上村酒店 甲府市宝１丁目１１－２４

各種小売 酒類・リカーショップ 信玄ワイン 甲府市中央５丁目１－５

各種小売 酒類・リカーショップ 新海酒店 甲府市上石田4-16-12

各種小売 酒類・リカーショップ 青葉フラワー 甲府市大里町2154-33

各種小売 酒類・リカーショップ 保坂酒類店 甲府市宝２丁目４－１１

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

dogubaco
甲府市中小河原町５９６－１青野ビル１
０３

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

einbaum 甲府市塩部３－１６－１３

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

GOLFER'S FACTORY L'aube 甲府市湯村3-9-8

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

Hero’s inc 甲府市塩部3-2-2

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

KaibutsuRecords 甲府市富士見1-22-2

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

KIKUYA.the 3rd 甲府市大里町３２６１－１輿石店舗

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

Ｌ’ａｕｂｅ 甲府市湯村３－９－８

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

MASTERLINE 甲府市貢川本町8-38NAビル１F

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

nativesurf 甲府市貢川本町7-24

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

PikattoAnime 甲府市上小河原町1159-8

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

PRO SHOP REOⅡ 甲府市城東4丁目16-10ハイツ保坂1F

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

RISING SUN 甲府市東光寺町1519

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

Royal Model 甲府市中央２ー１０－１５
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各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

Select　Shop　Lien 甲府市下飯田１－１－８

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

SHAMES
甲府市上石田4-9-37ダイタ南西ハイツ４
０２

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

snowboard shop Andy 甲府市住吉4-23-27

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

SUNDAY 甲府市国母1-19-9

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

TODAY RUNNING COMPANY 道がまっ
すぐ

甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路内

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

アトム 甲府市相生２－１５－１

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

エストラケットショップ 甲府市里吉3-8

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

エルク 甲府市徳行4-13-9

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

カードラボ 甲府店 甲府市丸の内1ー16－２０ココリ２F

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

カヤノガンショップ 甲府市中央4-3-16

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

カルノーサ 甲府市徳行3-13-22

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

カルノーサ 甲府市後屋町378

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

サイクルハンズ甲府東店 甲府市国玉885

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

シェリーマリエ 丸の内店 甲府市丸の内2-30-5電化ビル3F303号

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

シェリーマリエ
甲府市中央1-6-4芳野ビル２F甲府ビジネ
スラボ

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ジゴローレコード 甲府市中央1-1-7

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ジャストインターナショナル 甲府市山宮町837

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

スタンプマート 大里店 甲府市大里町４２２７番地

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

スタンプマートバリオ店
甲府市朝気3-1-12オギノイーストモール
バリオ内

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

スポーツショップフジミ 甲府市塩部4-10-4

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ソフトテニス専門店 ナカスポ 甲府市貢川本町1-7

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

タナアミスポーツ 甲府市塩部1-10-12

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ダブルツー 甲府市中央1-2-4浅草飲食店街2A星と月

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

つり具の加賀美 甲府市太田町９番４号

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

つるや 甲府店 甲府市中小河原町４－３

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

テンフィールズファクトリー Fairies 甲府市中央1-15-10

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ナーブル音楽企画 甲府市城東4-7-17

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ニュースコム善光寺店 甲府市善光寺１ー２ー７

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ニュースコム相生本店 ニュースコム相生本店 甲府市相生２ー１５ー１

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ニュースコム湯村店 甲府市湯村１－１－１

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

パッケージプラザオオキ 中央店 甲府市中央2-12-10

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ビーウェイ甲府 甲府市丸の内2-1-8駅前銀座ビル3F

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ホビーショップ イチカワ 甲府市朝日4-3-10

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ボンスポーツ 甲府市中小河原町568-3

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ミュージックハウス イシカワ 甲府市貢川本町18-20

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ライフログ 甲府市宝2-8-4-1005

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ラケットショップＲａＴｏＢａ
甲府市住吉５－２２－１４ヤマリンビル
207
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各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ラケットショップナカスポ 甲府市貢川本町１－７

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

リバースオート 甲府店 甲府市国母8-4-9

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

リブロプラス よむよむフレスポ甲府東店 甲府市和戸町880

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

ロイヤル　モデル 甲府市中央２丁目１０－１５

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

育英セミナー甲府校 甲府市朝日3-8-41

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

永田楽器店 甲府市朝日2-16-15

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

奥野旗店 甲府市宝2-9-7

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

甲斐水晶工芸株式会社 滝上支店 甲府市猪狩町384-1

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

甲斐水晶工芸株式会社 kaicrystal 甲府市平瀬町３９４番地３

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

山梨万年筆商会 甲府市丸の内1-16-1

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

自転車工房 双輪舎 甲府市蓬沢1-12-25

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

春光堂 甲府市中央１丁目４番４号

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

昇仙峡　影絵の森美術館 甲府市高成町１０３５－２

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

新聞センター甲府南店小売セン
ター

甲府市大里町4359-1

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

森の駅　昇仙峡 甲府市高成町１０３５－２

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

星野書店 甲府市武田4-1-30

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

晴れる屋 甲府店
甲府市丸の内２－２９－６和光電気ビル
６階

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

川上新聞店 甲府市山宮町８５９－１

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

徴古堂 本店 甲府市中央4-5-24

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

徴古堂 若松町店 甲府市若松町11-1

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

天真堂書店 甲府国母店 甲府市大里町5000

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

柳正堂書店オギノバリオ店
甲府市朝気3ー1ー12オギノイーストモー
ルショッピングセンター1階

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

有限会社ハロー・コーポレーショ
ン

甲府店 甲府市下石田2-8-6

各種小売
書籍・文具・楽器・スポーツ・
自転車・おもちゃ・CD・DVD

朗月堂書店 甲府市貢川本町13-6

各種小売
商品券・交通乗車券（再販売・
金券ショップ）【マネー限定】

買取広場 甲府市大里町115-1

各種小売 食品スーパー セブンフルーツ山梨 甲府市武田３－８－２０

各種小売 食品スーパー フレッシュストアかめや 甲府市東光寺2-31-11

各種小売 食品販売店 （株）平野屋本店 甲府市国母６－６－１１

各種小売 食品販売店 （有）いつみ庵 あんこ工房いつみ庵 甲府市国母７丁目１－8

各種小売 食品販売店 （有）稲屋 甲府市太田町9-3

各種小売 食品販売店 53farm 甲府市右左口町３７９７

各種小売 食品販売店 730HONEY 葡萄屋　夢小路店 甲府市丸の内1-1-25

各種小売 食品販売店 730HONEY 甲府市丸の内1-19-21

各種小売 食品販売店 AK商店 甲府市丸の内２丁目３０番５号

各種小売 食品販売店 augustafarm 甲府市東光寺3-9-29

各種小売 食品販売店 BUTIQUE fugetsu 甲府市丸の内1-21-15岡島デパート1階

各種小売 食品販売店 Caf’e.de.Taison 韓国食品店 甲府市 青沼　2-25-5
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各種小売 食品販売店 CoHack 甲府市酒折1丁目3-11

各種小売 食品販売店 DELIS 甲府市相生２丁目３番１１号

各種小売 食品販売店 ELMO ISORA 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路J棟

各種小売 食品販売店 Fabulous 甲府市下石田2-10-21F-B

各種小売 食品販売店 Greenpass 甲府市国母7-12-5

各種小売 食品販売店 HATARAKU LAB.　山梨・マルシェ 甲府市川田町アリア101

各種小売 食品販売店 Heritage 甲府市中小河原1-18-34

各種小売 食品販売店 HINODEDELICA 甲府市 下飯田　2-6-33

各種小売 食品販売店 JA山梨みらい 穫れたてLand池田 甲府市下飯田1-4-48

各種小売 食品販売店 JA山梨みらい 穫れたてLand山城 甲府市小瀬315-4

各種小売 食品販売店 KIMAGURE　CAKE 甲府市堀之内町726-3

各種小売 食品販売店 Kofu Eats 甲府市徳行3-7-22山田物産ビル2階

各種小売 食品販売店 Libertea
甲府市住吉4丁目13-8ハイツ南甲府110号
室

各種小売 食品販売店 Lien 甲府市屋形3-2-16

各種小売 食品販売店 Lien 甲府市古府中町1014-13

各種小売 食品販売店 my present． 甲府市城東１－１６－２４

各種小売 食品販売店 NAITO FARM 甲府市上町160-3

各種小売 食品販売店 Nirvana World Kitchen 甲府市中央4-3-25

各種小売 食品販売店 Pan e bon 甲府市小瀬町1295-11

各種小売 食品販売店 PATISSERIE  KOH
甲府市小瀬町68-6南栄第10小瀬タウン10
号

各種小売 食品販売店 Pharmacy Garden Yamanashi 甲府市伊勢4-1-3

各種小売 食品販売店 Pharmacy Garden Yamanashi 甲府市伊勢4-1-3山梨薬局内

各種小売 食品販売店 RAN 草津温泉内販売所 甲府市上石田1-10-12

各種小売 食品販売店 RAN 甲府市上石田2-23-16

各種小売 食品販売店 Salon de Reine 甲府市塩部1-1-15

各種小売 食品販売店 setsu 甲府市横根480-1C-3

各種小売 食品販売店 Ｓｌｏｗ　ｌｉｆｅ 甲府市朝日５－６－１０

各種小売 食品販売店 ＳＯＵＶＥＮＩＲ中央 甲府市国母６丁目６番６号

各種小売 食品販売店 Sweet Lovely 本店 甲府市東下条町392

各種小売 食品販売店 tantawan 甲府市千塚4-9-25

各種小売 食品販売店 THREE　LINE
甲府市丸の内2-1-5甲府駅前銀座新橋ビル
3F

各種小売 食品販売店 Yasashi ga Ura 甲府市丸の内1-14-4ゑびすや

各種小売 食品販売店 Yasashi ga Ura 甲府市武田3-4-24石山ハイツ301

各種小売 食品販売店 アケミストアー 甲府市高畑1-2-42望月貸店舗5

各種小売 食品販売店 アリス洋菓子店 甲府市太田町6-1

各種小売 食品販売店 アルガベリーファーム 甲府市山宮町４６７－３

各種小売 食品販売店 いちご園　藤田 甲府市下今井町171-1
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各種小売 食品販売店 エコベジNET 甲府市国母6-6-8

各種小売 食品販売店 おかず屋 甲府市大里町4493-3

各種小売 食品販売店 おかめ麹 甲府市若松町６－３４

各種小売 食品販売店 オサダ琉球商店 甲府市住吉3-4-26null

各種小売 食品販売店 おむすび処 舞 甲府市蓬沢1-22-38ハイアヴェニール2203

各種小売 食品販売店 お茶の春木屋 甲府市里吉4-15-18

各種小売 食品販売店 お茶の春木屋 本店 甲府市中央4丁目11-10

各種小売 食品販売店 ガトーソレイユ洋菓子店 甲府市酒折2-10-27

各種小売 食品販売店 カネヨ海苔店 甲府市若松町３番１４号

各種小売 食品販売店 かふふcafe 甲府市朝日1-5-2

各種小売 食品販売店
からあげ「大ちゃん」甲府・長松
寺店

甲府市長松寺町5-1

各種小売 食品販売店
カラオケスタジアムキングアー
サー甲府北口店

カラオケストリート甲府北口店 甲府市元紺屋町3-12

各種小売 食品販売店 キツネファーム 甲府市増坪町74

各種小売 食品販売店 コーナーポケット甲府東店
甲府市和戸町８８０アマノパークス甲府
東店内

各種小売 食品販売店 コオノくだもの店 甲府市青沼3-4-2

各種小売 食品販売店 さかぱん姉妹
甲府市貢川本町13-1サンライト南西
1EENISHI内

各種小売 食品販売店 しまこぴ 甲府市宮前町５－１０

各種小売 食品販売店 シミズファーム 甲府市小曲町1361

各種小売 食品販売店 スイーツ銀の糸 甲府市下小河原32-4

各種小売 食品販売店 スーパーオカ 甲府市古府中町950

各種小売 食品販売店 ストロベリーファーム石原 甲府市小曲町1250

各種小売 食品販売店
セブンフルーツ山梨　今澤アソシ
エイツ

甲府市武田３丁目８番２０号

各種小売 食品販売店 ダイヤモンドテーブル 甲府市上曽根町4021-5

各種小売 食品販売店 タケイコーヒー 甲府市青沼3-5-6

各種小売 食品販売店 たまご村 甲府店 甲府市下鍛冶屋町951-1

各種小売 食品販売店 たんざわ 甲府市 右左口町　195

各種小売 食品販売店 つけものセンター昇谷 昇仙峡店 甲府市猪狩町383

各種小売 食品販売店 ときめきスイーツクラウド
甲府市丸の内２丁目１２－１５甲和ビル
１Ｆ

各種小売 食品販売店 とろり天使のわらびもち 甲府テラスショップ店 甲府市徳行2-5-3

各種小売 食品販売店 どんだけ自己中 甲府店 甲府市朝気1-9-6

各種小売 食品販売店 なかむら屋 甲府市千塚2-1-10

各種小売 食品販売店 にじいろコミュニティーファーム
甲府市貢川本町１３番６号ｈａｎａｓｏ
ｒａ店舗２階

各種小売 食品販売店 ハイランズコーヒー 甲府市住吉5-25-272F

各種小売 食品販売店 はくばく はくばく　和穀菜汁魁 甲府市千塚2-16-1

各種小売 食品販売店 パティスリー・ラ・ネージュ 甲府市上石田4-4-1

各種小売 食品販売店 はなぱんだ 甲府市上阿原町57-2

各種小売 食品販売店 ハナロ 甲府市太田町5-30
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各種小売 食品販売店 パンの里 甲府市大里町3638-16

各種小売 食品販売店 パンぺパン 甲府市塩部3-1-31

各種小売 食品販売店 ピエヌ 甲府市古府中町952-1

各種小売 食品販売店 ひしわ園 太田町本店 甲府市太田町４番７号

各種小売 食品販売店 ふーちゃんパン 甲府市愛宕町53

各種小売 食品販売店 フクロウ紅茶店 甲府市相生3-6-14川田ビル1F

各種小売 食品販売店 ぶどうマルシェ_Y 山梨上阿原店 甲府市上阿原町１３１６

各種小売 食品販売店 プラスヤオヤ丸の内 甲府市丸の内２－１３－１６

各種小売 食品販売店 フランス菓子 プチ・コウァン 甲府市相生2-9-14

各種小売 食品販売店 フレアフードファクトリー 甲府事業所直売所 甲府市宝1-24-16

各種小売 食品販売店 フレッシュベーカリー旭 甲府市宝1-13-7

各種小売 食品販売店 フレッシュロースター珈琲問屋 甲府市塩部3-16-13

各種小売 食品販売店 ベーカリーキッチン　ヤマグチ 甲府市小瀬町３１５－１７

各種小売 食品販売店 ボブズ珈琲工房 甲府市朝日3-8-5

各種小売 食品販売店 マイヨ工房 甲府市大里町1891-3

各種小売 食品販売店 マチコレ善光寺 甲府市善光寺1-2-7

各種小売 食品販売店 マチコレ湯村店 甲府市湯村1-1-1

各種小売 食品販売店 まつもといちご 甲府市小瀬町1008-7

各種小売 食品販売店 マルミ弁当 本店 甲府市住吉３丁目29-13ツインズK21-D

各種小売 食品販売店 みかく 甲府市羽黒町175-17

各種小売 食品販売店 みつばちの森 甲府市猪狩町３６５番地の１

各種小売 食品販売店 みどりや洋菓子店 甲府市武田３－８－１３

各種小売 食品販売店 みどりや洋菓子店 甲府市武田3丁目8-13

各種小売 食品販売店 みな与煮貝店 甲府市中央3-11-20

各種小売 食品販売店 みんなのコンビニ 甲府市中央1-4-8kagビル1階

各種小売 食品販売店 ももやのきよし 甲府市里吉2丁目9-8-255

各種小売 食品販売店 やきとり 秀まん 甲府市徳行1-2-18

各種小売 食品販売店 ヤマサカフルーツステーション 甲府市桜井町７８０－２

各種小売 食品販売店 ヤマサカフルーツステーション 甲府市 桜井町　780-2

各種小売 食品販売店 やましろや 甲府市上今井町1930-2

各種小売 食品販売店 やまなし商店 甲府市住吉５丁目２４番７号D棟

各種小売 食品販売店 やまなし里山商店 甲府市 丸の内　2-29-6 甲府日興ビル4階

各種小売 食品販売店 ルチェア 甲府市青沼3-18-1

各種小売 食品販売店 井筒屋本店 甲府市千塚1-2-10

各種小売 食品販売店 遠藤フルーツ 甲府市丸の内1-8-16

各種小売 食品販売店 河田商店　横河店 甲府市高室町１５５

各種小売 食品販売店 菓子工房　くるみや 甲府市蓬沢１－５－９
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各種小売 食品販売店 海老屋 甲府市七沢町１３４番地４号

各種小売 食品販売店 株式会社ＬａＭｅｎｔｅ チリンドロ 甲府市丸の内2-15-14

各種小売 食品販売店 株式会社ＬａＭｅｎｔｅ 甲府市朝日1-10-5

各種小売 食品販売店 株式会社RI's 甲府市下石田２丁目１０番６号

各種小売 食品販売店 株式会社マルシェ・オ・ヴァン 甲府市中央5-1-10

各種小売 食品販売店 株式会社吉字屋本店 Regalo 甲府市上今井町681-11

各種小売 食品販売店 観光苺山城園 甲府市下今井町178

各種小売 食品販売店 丸十パン本店 甲府市丸の内２－２８－６

各種小売 食品販売店 丸八ベーカリー タイムベイク　塩部店 甲府市塩部４ー１０ー７

各種小売 食品販売店 丸八ベーカリー タイムベイク　宝店 甲府市宝１ー８ー１８

各種小売 食品販売店 丸福青果市場 甲府市国母1-22-28

各種小売 食品販売店 吉字屋穀店 本店 甲府市南口町3ー8

各種小売 食品販売店 吉字屋穀店 甲府市若松町６－２

各種小売 食品販売店 魚とら 鮮魚専門店 甲府市湯田2-1-4

各種小売 食品販売店 金子商店 甲府市緑が丘2-13-1

各種小売 食品販売店 金精軒ほそ坊 甲府市長松寺町1-14

各種小売 食品販売店 金精軒青沼店 甲府市青沼２丁目２６－５

各種小売 食品販売店 金精軒本店 甲府市太田町６－８

各種小売 食品販売店 銀座に志かわ 山梨甲府店 甲府市新田町1-1

各種小売 食品販売店 熊鰹商店 甲府市北口1-3-10

各種小売 食品販売店 原空 甲府市太田町11-2

各種小売 食品販売店 古守米店 甲府市住吉１丁目１６－１７

各種小売 食品販売店 五味牛乳店相川店 甲府市屋形1-3-23

各種小売 食品販売店 五味醤油 甲府市城東1-15-10

各種小売 食品販売店 甲州ワインショップ 甲府市向町179-3

各種小売 食品販売店 甲州地どり市場 甲府市伊勢2-10-2

各種小売 食品販売店 桜桃園 甲府市上向山町1011-1

各種小売 食品販売店 三枝豆店 甲府本店 甲府市中央4-4-20

各種小売 食品販売店 三沢製麺 甲府市荒川2-5-8

各種小売 食品販売店 三毛猫キッチン 甲府市上石田2-23-20

各種小売 食品販売店 山の子惣菜店 甲府市青沼3-1-13

各種小売 食品販売店 山梨Made
甲府市丸の内1丁目21-15岡島百貨店地下1
階

各種小売 食品販売店 山梨鶏卵市場 たまらんど 甲府市国母6-4-4山鶏

各種小売 食品販売店 山梨文化会館 甲府市北口２－６－１０

各種小売 食品販売店 自然食品有機村 甲府市貢川1-6-23

各種小売 食品販売店 七澤米穀店 甲府市横根町８５

各種小売 食品販売店 寿々屋酒店 甲府市住吉1-1-17
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各種小売 食品販売店 旬果市場 農産物直売所 甲府市上向山町７９２番地２

各種小売 食品販売店 純生カステラ　キミとホイップ 甲府店 甲府市下石田2-29-4フェリア1F

各種小売 食品販売店 小島精肉店 本店 甲府市相生2-16-5

各種小売 食品販売店 小林牧場直売センター美郷 甲府大里店 甲府市大里町5284

各種小売 食品販売店 松木精肉店 甲府市池田3-7-15

各種小売 食品販売店 松林軒豊嶋家 国玉本店 甲府市国玉町２９５番地１

各種小売 食品販売店 松林軒豊嶋家 中央店 甲府市中央1-14-3

各種小売 食品販売店 上ノ山果樹園 甲府市山宮町467-3

各種小売 食品販売店 森永ミルク甲府販売善光寺店 甲府市善光寺1-2-7

各種小売 食品販売店 森永ミルク甲府販売相生本店 甲府市相生2-15-1

各種小売 食品販売店 森永ミルク甲府販売湯村店 甲府市湯村1-1-1

各種小売 食品販売店 森沢青果店 甲府市宝1-25-3

各種小売 食品販売店 森田産業 ハピネス 甲府市猪狩町383-1

各種小売 食品販売店 神戸牛のうし奥 甲府市相生１丁目４－１９

各種小売 食品販売店 清水食器 甲府市 国母　6-4-2

各種小売 食品販売店 静岡園茶店 甲府市朝日１丁目１－７

各種小売 食品販売店 石坂屋本店 甲府市朝日４－５－４

各種小売 食品販売店 先手家 甲府駅前店 甲府市丸の内1−8−8

各種小売 食品販売店 千野ファーム 甲府市右左口町2261

各種小売 食品販売店 川口屋豆腐店 甲府市城東3-11-13

各種小売 食品販売店 早川ベーカリー 甲府市中央1-1-2

各種小売 食品販売店 早川製菓 甲府市若松町5-7

各種小売 食品販売店 増田苺園 甲府市小曲町1495

各種小売 食品販売店 村茶季園 甲府市青沼２－１５－９

各種小売 食品販売店
〜太陽と大地の恵み〜⑧番石原農
場

甲府市小曲町1337

各種小売 食品販売店 竹屋あさかわ 甲府市幸町９－２５

各種小売 食品販売店 茶屋網倉本店 甲府市丸の内３－２９－５

各種小売 食品販売店 中華料理大鵬 甲府市善光寺1-22-1

各種小売 食品販売店 中国物産　来来 甲府市下河原町1-19

各種小売 食品販売店 中国物産・朋友 甲府市下河原町1-24

各種小売 食品販売店 中沢青果 フレッシュマート中沢 甲府市中央１丁目５番１４号

各種小売 食品販売店 中島鶏卵市場 甲府営業所 甲府市国母6-4-4

各種小売 食品販売店 中道産業 甲府市上曽根町１７１３番地

各種小売 食品販売店 長田米穀店 甲府市塩部1-13-15

各種小売 食品販売店 天然酵母パン メイプル 山宮店 甲府市山宮町818

各種小売 食品販売店 天然酵母パン メイプル 羽黒店 甲府市羽黒町1103-4

各種小売 食品販売店 天野肉店貢川団地店 甲府市下河原町１－２１
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各種小売 食品販売店 渡辺畜産 甲府市上石田4-17-17

各種小売 食品販売店 渡邊米穀店 甲府市青沼３丁目４－２０

各種小売 食品販売店 唐揚げ専門店かめちゃん つけ麺　一九九二
甲府市丸の内２－２９－５たちばな屋ビ
ル１Ｆ

各種小売 食品販売店 東部倉惣茶店 甲府市城東1-15-1

各種小売 食品販売店 入兆青果 甲府市丸の内１丁目１－２５

各種小売 食品販売店 農舎 甲府市城東5-15-16

各種小売 食品販売店 萩原青果 甲府市下河原町2-7

各種小売 食品販売店 白巷子 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路内K

各種小売 食品販売店 富士地域商社 甲府市青沼1-12-27

各種小売 食品販売店 葡萄屋kofu 甲州夢小路店 甲府市丸の内1-1-25甲州夢小路

各種小売 食品販売店 風月堂 甲府市中央1-1-23

各種小売 食品販売店 服部農園 甲府市小曲町1395

各種小売 食品販売店 福島ぶどう園 甲府市山宮町718

各種小売 食品販売店 平野屋 中央本店 甲府市中央4-5-32

各種小売 食品販売店 平野屋本店 甲府市国母６丁目６番１１号

各種小売 食品販売店 宝舞 甲府店 甲府市上石田３ー８ー８山田店舗１号室

各種小売 食品販売店 鮪屋 二代目魚ゆう 甲府市千塚2-5-8窪田ビル103

各種小売 食品販売店 末木米穀店 甲府市中央3丁目11番31号

各種小売 食品販売店 餅菓子　石坂屋 相生店 甲府市相生3-6-14

各種小売 食品販売店 餅菓子　石坂屋 甲府市朝日４丁目５－４

各種小売 食品販売店 野村養蜂場 甲府市岩窪町202-4

各種小売 食品販売店 柳澤商店 甲府市宝２ー８ー７

各種小売 食品販売店 有限会社 橘田精肉店 甲府市丸の内2-4-3橘田ビル

各種小売 食品販売店 有限会社志村米穀燃料店 甲府市宮前町3-3

各種小売 食品販売店 林食料品店 甲府市西田町5-55

各種小売 食料品・酒類 かいてらす 山梨県地場産業センター 甲府市東光寺3-13-25

各種小売 製剤薬局 （株）板山薬泉堂 甲府市中央４丁目２－１０

各種小売 その他（小売） 小沢商店 甲府市富士見2-14-10

各種小売 その他（小売） 鈴木屋印材店 甲府店 甲府市 相生二丁目5番17号 鈴木屋ビル1F

各種小売 その他（小売） （有）山本荒物店 甲府市丸の内１ー２１－３

各種小売 その他（小売） ALBINCOOKIE HITO 甲府市国玉町745

各種小売 その他（小売） Cafe de Savon 甲府市千塚4-10-16

各種小売 その他（小売） Cobaco 甲府市住吉1-15-1

各種小売 その他（小売） Drone shop Andy 甲府市住吉4-23-27

各種小売 その他（小売） FREEDOM 甲府市羽黒町1145-1

各種小売 その他（小売） GENERAL STORE PETIT A PETIT 甲府市中央4-3-25

各種小売 その他（小売） Grande Foresta 甲府市城東4-1-36
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各種小売 その他（小売） Koaきゅぅと 甲府市下飯田4-4-18

各種小売 その他（小売） Moru Leo Gecko 甲府市上今井町2160-17

各種小売 その他（小売） Rise Leather Works 甲府市幸町1-12

各種小売 その他（小売） Slender ME 甲府市徳行2丁目10-17ウェルネスゾーン

各種小売 その他（小売） TAIPEI　COMPANY
甲府市下石田２丁目１５番４号エース店
舗Ａ－４号室

各種小売 その他（小売） TREK Bicycle 甲府市桜井町643-１

各種小売 その他（小売） Tre-Pic 甲府市下石田2-22-7サンエイビル305

各種小売 その他（小売） Vape Treasure 山梨甲府店 甲府市中央1-4-7

各種小売 その他（小売） WAI JEWELRY 甲府市飯田5-5-20

各種小売 その他（小売） yuan
甲府市塩部3-15-13ステラコート山の手
902

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 アーク調剤薬局     相生店 甲府市相生37483今井ビル１階

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 アーク調剤薬局　甲府西店 甲府市富竹1丁目3-13

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 アーク調剤薬局　甲府向町店 甲府市向町２５９番地１

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 アーク調剤薬局    上阿原店 甲府市上阿原町446-1A

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 Hadagiya  GREEN TOWN店 甲府市向町202-1

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 アーク調剤薬局   石田店 甲府市下石田2丁目1－14

各種小売 その他（小売） アーク福祉用具貸与事業所 アーク調剤薬局　 甲府住吉店 甲府市住吉四丁目12－5

各種小売 その他（小売） アメリカンツールズジャパン 甲府市桜井町500-3

各種小売 その他（小売） イナホ 甲府市城東2-19-9

各種小売 その他（小売） いやし処 甲府市高成町1005

各種小売 その他（小売） イロトキドキ 甲府市住吉3-4-26

各種小売 その他（小売） エムケー機械サービス 甲府市上曽根町３６６２番地１１

各種小売 その他（小売）
えんどう輪業商会　自転車&バイク
店

甲府市城東３ー１３－２０

各種小売 その他（小売） ガーネットファンズ 甲府市湯村3-23-C201

各種小売 その他（小売） キッチングッズえびす 甲府市富竹1-3-26

各種小売 その他（小売） キングファミリー 甲府貢川店 甲府市富竹1-10-31

各種小売 その他（小売） くぬぎ米穀燃料店 甲府市国母5丁目5番3号

各種小売 その他（小売） クルカ企画 甲府市上石田1-9-6

各種小売 その他（小売） こっとん 甲府市高畑１丁目１６番８号

各種小売 その他（小売） シモン甲府 甲府市相生3-6-20

各種小売 その他（小売） スリープショップ　きむら 甲府市伊勢1-9-12

各種小売 その他（小売） ソンブレイユ 甲府市西田町２－１５

各種小売 その他（小売） タイヤ館 昭和 甲府市国母8-28-12

各種小売 その他（小売） ティーエーシー武田消毒 甲府市徳行３丁目９－２８中村ビル

各種小売 その他（小売） テツフジ 甲府市中央５丁目７番３号

各種小売 その他（小売）
トールペイント emiフラワーペイ
ント

甲府市太田町２－２１

各種小売 その他（小売） ドバシ 甲府市落合町５５１ー7
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各種小売 その他（小売） ナカゴミ ライファ甲府中央 甲府市中小河原町545

各種小売 その他（小売） ナカゴミ 甲府市中小河原町546

各種小売 その他（小売） ねむりの学校　ふとんの白根 甲府市湯村1-5-22

各種小売 その他（小売） ビーズポケットマナ 甲府市善光寺１－１８－１

各種小売 その他（小売） フィッシュランドイシハラ 甲府市相生３－５－４０

各種小売 その他（小売） フィッシュランドイシハラ 甲府市相生３－４－５０

各種小売 その他（小売） ペイントショップエイワ 山梨甲府店 甲府市里吉4-2-7

各種小売 その他（小売） ベーネ甲府ショップ 甲府市下鍛冶屋町469番地1

各種小売 その他（小売） ベルナチュール 甲府市砂田町5-7105

各種小売 その他（小売） まごころ弁当 甲府店 甲府市下小河原町４７６番地１

各種小売 その他（小売） まつき畳店 甲府市屋形2-1-43

各種小売 その他（小売） まっちゃめだか 甲府市徳行1-10-13

各種小売 その他（小売） もりたや商店　甲府店 甲府市上石田4-5-25

各種小売 その他（小売） やまいち 甲府市下飯田2-3-6坂本アパート1号

各種小売 その他（小売） ヨコハマタイヤサービス 甲信甲府店 甲府市上阿原町４４９－１

各種小売 その他（小売） リビングモリタヤ 甲府市寿町６－１

各種小売 その他（小売） レジレス店舗 甲府市丸の内

各種小売 その他（小売） ワールドブレインズ 甲府市中小河原町５７１番地

各種小売 その他（小売） 一休さんの開運堂 甲府市徳行５丁目１３番２０号

各種小売 その他（小売） 稲積神社 甲府市太田町１０番２号

各種小売 その他（小売） 羽矢商会 甲府市大里町2303-2

各種小売 その他（小売） 開運ショップユニコーン 甲府市西田町3-43

各種小売 その他（小売） 株式会社 山鏡堂 甲府市丸の内1-21-21

各種小売 その他（小売） 株式会社　峰岸商会 甲府市増坪町74

各種小売 その他（小売） 株式会社マリコ 小瀬店 甲府市上町276-4

各種小売 その他（小売） 丸浜興業 甲府市東光寺１丁目７番８号

各種小売 その他（小売） 京屋神佛具店 甲府市中小河原町１６０９－９

各種小売 その他（小売） 向山塗料 甲府市上町2244

各種小売 その他（小売） 甲府瓦斯 甲府市山宮町８１９番地

各種小売 その他（小売） 甲府建材商会 北支店 甲府市朝日5-7-7

各種小売 その他（小売） 佐野輪業社 甲府市国母4-1-8

各種小売 その他（小売） 財商 甲府営業所 甲府市大里町4227-1

各種小売 その他（小売） 山梨インターネット 甲府市丸の内2-34-8メグロ会館3B

各種小売 その他（小売） 山梨スチール 甲府本社 甲府市徳行4-13-5

各種小売 その他（小売） 山梨興農 甲府南営業所 甲府市東下条町120

各種小売 その他（小売） 趣味のめだか　おおさと 甲府市大里町1749-17

各種小売 その他（小売） 寿仏具店 甲府市徳行２丁目７－５
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各種小売 その他（小売） 小野屋仏壇店 甲府市城東１丁目７番１号

各種小売 その他（小売） 昇仙峡ロープウェイ 甲府市猪狩町441番地

各種小売 その他（小売） 新日本補聴器センター 甲府店 甲府市中央５－２－３２

各種小売 その他（小売） 人形の永光 甲府市下石田2-21-23

各種小売 その他（小売） 人形の皇徳 甲府市中小河原1-12-29

各種小売 その他（小売） 清水屋駒井米店 甲府市城東1-8-7

各種小売 その他（小売） 石の声 甲府市朝気１丁目２－３５

各種小売 その他（小売） 総合画材ぺきん堂 甲府市中央2-9-18

各種小売 その他（小売） 太田屋 甲府市中央4-2-15

各種小売 その他（小売） 大野屋 相生店 甲府市相生1-16-13

各種小売 その他（小売） 大野屋 美術館通り本店 甲府市貢川2-1-20

各種小売 その他（小売） 丹澤製作所 甲府市住吉2-4-34

各種小売 その他（小売） 中央ベニヤ 甲府市相生１丁目１６－１５

各種小売 その他（小売） 渡辺畳店 甲府市東光寺1丁目10-15

各種小売 その他（小売） 登り坂石油 カーオアシス甲府南店 甲府市下曽根町295-8

各種小売 その他（小売） 東和プリント社 本社・工場 甲府市住吉2-6-16

各種小売 その他（小売） 東和プリント社 甲府市朝日２丁目７番１０号

各種小売 その他（小売） 内藤楽器 甲府市塩部4-13-8

各種小売 その他（小売） 内藤楽器 本店 甲府市丸の内1-17-7

各種小売 その他（小売） 日新印章 甲府市相生1丁目15-12

各種小売 その他（小売） 日本ぶっくあーと 甲府市和戸町43－4

各種小売 その他（小売） 熱勝 甲府市向町７０７－７

各種小売 その他（小売） 判屋・桃千本舗 甲府市国母3-1-10

各種小売 その他（小売） 樋口印刷 甲府市富竹４－３－３８

各種小売 その他（小売） 服部ミシン 甲府市中央4-3-1

各種小売 その他（小売） 堀田畳製作所 甲府市上曽根町3662-31

各種小売 その他（小売） 夢の菓子工房　あっぷる 甲府市朝気1‐3‐16

各種小売 その他（小売） 有限会社サタニックス 甲府市西高橋町２７４番地

各種小売 その他（小売） 有限会社ジュエリー工具いとう 甲府市住吉４丁目２番９号

各種小売 その他（小売） 有限会社ビー・マック 甲府市住吉５丁目６番３１号

各種小売 その他（小売）
有限会社フィッシュランドイシハ
ラ

甲府市相生３丁目５番４０号

各種小売 その他（小売） 有限会社創造ファクトリー 甲府市伊勢1-11-14

各種小売 その他（小売） 鈴峯 山梨営業所 甲府市里吉1-7-16

サービス DPE・印刷・コピー ＮＩＫＫＩ　ｇｒａｐｈｉｃａ 甲府市里吉４－１－１

サービス DPE・印刷・コピー ParuPi 甲府市上石田4-1-10

サービス DPE・印刷・コピー Photo Express オギノイーストモールバリオ店
甲府市朝気3-1-12オギノイーストモール
バリオ1階

サービス DPE・印刷・コピー アグスト 甲府市貢川1-10-15
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サービス DPE・印刷・コピー アシストイン 甲府市相生2-10-12

サービス DPE・印刷・コピー アド・ステーション 甲府市中小河原町１５６番地２４

サービス DPE・印刷・コピー オズ・プリンティング 甲府市中央３丁目８番１０号

サービス DPE・印刷・コピー ササモトスタジオ 甲府市下飯田３－１－８

サービス DPE・印刷・コピー セカンドプランニング事務所 甲府市塩部2丁目3番11号

サービス DPE・印刷・コピー トーヨー
甲府市住吉5-22-14ヤマリンビル1階105号
室

サービス DPE・印刷・コピー はんこと印刷 フジイン 甲府市高畑３丁目３番３号

サービス DPE・印刷・コピー 高原スタジオ 甲府市国母８－１－７

サービス DPE・印刷・コピー 写真屋げんぞう君 国母店 甲府市大里町5003

サービス DPE・印刷・コピー 太陽甲府株式会社 本社 甲府市国母5-2-6

サービス DPE・印刷・コピー 太陽甲府株式会社 甲府市国母3-4-6

サービス DPE・印刷・コピー 武田広告社 甲府市千塚２丁目５番１７号

サービス DPE・印刷・コピー 由井コピーサービス 甲府市中央４ー８－１４

サービス エステティックサロン 8N
甲府市大里町5247グランドプロビデンス
102

サービス エステティックサロン aim☆aim 甲府市徳行2-7-15

サービス エステティックサロン ANEMONE 甲府市貢川本町16-17　603

サービス エステティックサロン Ange 甲府市小瀬町1110-1

サービス エステティックサロン Ānue 甲府市富竹1-10-22

サービス エステティックサロン Aroma Hapyty 甲府市国母8-15-17なし

サービス エステティックサロン Aroma Hapyty 甲府市丸の内3－32－15パウゼビル２階

サービス エステティックサロン ayameroom 甲府市国母8-3-14ロイヤルハイツ国母102

サービス エステティックサロン Be・Cure 甲府市上石田4-11-5

サービス エステティックサロン BIERU　BeautySalon 本店 甲府市朝日1-11-1

サービス エステティックサロン bodyArt LepreRossa
甲府市丸の内1-15-10オリオンスクエアビ
ル3F

サービス エステティックサロン cen. 甲府市 飯田　5-8-9

サービス エステティックサロン CHAPLIN 甲府市上阿原町417-1

サービス エステティックサロン Claire 甲府市貢川本町３番１１号Ｃ

サービス エステティックサロン Cure-La 甲府市大里町5268-3C

サービス エステティックサロン Diletto JK 甲府店 甲府市宮原町1284-6

サービス エステティックサロン DREAM SKY 甲府市上石田3-13-11

サービス エステティックサロン facial esthetic & head spa ふふ 甲府市 若松町　3-6

サービス エステティックサロン FIRST BEAUTY HOUSE 甲府市中小河原１丁目１１番１１号3F

サービス エステティックサロン foot care saron Cherie
甲府市上石田2-1-5ダイタ荒川ハイツ1-
102

サービス エステティックサロン Happiness Style 甲府市朝日5-6-11サンハイツひぐち1F

サービス エステティックサロン LAIRA 甲府市上石田2-39-24AUG1階

サービス エステティックサロン Le Blanc 甲府市中小河原町480-8

サービス エステティックサロン lei nail salon 甲府市善光寺1-23-12-1
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サービス エステティックサロン Liberare 甲府市上石田1-17-22

サービス エステティックサロン Magie este salon 甲府市上今井町223クレール上今井308

サービス エステティックサロン Monolith 甲府市太田町20ー2

サービス エステティックサロン naconail 甲府市富竹3-1-15

サービス エステティックサロン Nail Salon & School gems gems 甲府市相生3-8-26小澤ビル2F

サービス エステティックサロン Nail Salon TiAna 甲府市国母8-5-11

サービス エステティックサロン nail salonLIANAH 甲府市徳行三丁目7-22山田物産ビル3F

サービス エステティックサロン nailroom M.nail 甲府市伊勢3-14-4hair&beauty内

サービス エステティックサロン nailsalon Apua 甲府市丸の内2-9-15

サービス エステティックサロン Nail美容整骨COCO
甲府市朝日1丁目１－１メゾン・ド・アル
ドゥール３０６

サービス エステティックサロン PEAKS 甲府市国母2-3-1

サービス エステティックサロン RATU 甲府市国母3-2-1

サービス エステティックサロン Re:VIEW＋ 甲府市上阿原町579

サービス エステティックサロン Relaxation Salon HanDOLL 甲府市徳行3-5-7ワイズアレイB2-1F

サービス エステティックサロン SALON BIEST 甲府市住吉4-23-17ウェルズ21E号

サービス エステティックサロン secret space Lani 甲府市上石田2丁目32-30

サービス エステティックサロン soinESTHETIC 甲府市北口1丁目6-6クラリティ1階

サービス エステティックサロン Te tiare 甲府市中小河原町１８７－４

サービス エステティックサロン te-et 甲府市善光寺１丁目

サービス エステティックサロン Total Body Produce SEN 甲府市荒川1-1-10ハイツタイラ101

サービス エステティックサロン total salon Ciel 甲府市伊勢４丁目２１－８

サービス エステティックサロン ｖｉｖａｃｅ 甲府市上今井町2449-5

サービス エステティックサロン アフロディーテ 甲府市大里町717-5

サービス エステティックサロン アロンジェ
甲府市丸の内１－２１－１５岡島デパー
ト１Ｆ

サービス エステティックサロン ヴィヴァース 甲府市住吉5-25-14

サービス エステティックサロン エステサロン Anrire 甲府市中村町9-11エスポワール205

サービス エステティックサロン カシェット
甲府市南口町1-50グランヴィ南甲府駅前
901

サービス エステティックサロン サロンドアム 甲府市上小河原町1041Tビル303

サービス エステティックサロン サロンドアンジュリーク 甲府市上町893-30

サービス エステティックサロン セルフエステ　エンリケ 甲府店
甲府市徳行2−5−21ハイツアルプステナン
ト101号室

サービス エステティックサロン タンセラン 甲府市飯田2-9-8

サービス エステティックサロン ディルラ 甲府市寿町21-1

サービス エステティックサロン ネイルウィル 甲府市青沼1-17-6

サービス エステティックサロン ネイルサロン　ラ・ルーン 国母店 甲府市国母1-17-27ASTストリートビル

サービス エステティックサロン ネイルサロンティーエヌ 甲府店 甲府市丸の内1-15-10

サービス エステティックサロン ネイルサロン梨里
甲府市国母６丁目６－４Ｋｏｋｕｂｏヒ
ルズ２Ｆ

サービス エステティックサロン ネイルスタジオ美紅 甲府市国母8丁目20-43
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サービス エステティックサロン ネイルハウスＢＥＲＩＳＥ 甲府市大里町１０８８－１

サービス エステティックサロン ビー・エスコート 甲府店 甲府市徳行2-8-15ウェルネスゾーンA-12

サービス エステティックサロン ビビネイル 甲府市下石田2-16-22Hakuyoビル102

サービス エステティックサロン フェイシャルみどり 甲府市小瀬町647-1

サービス エステティックサロン ポワールフルール 甲府市金竹町4-12

サービス エステティックサロン メナードフェイシャルサロン結貴
甲府市太田町10-10KOUNOビル1階フェイ
シャルサロン結貴

サービス エステティックサロン 彩 sai
甲府市上石田2-14-4エスペランサ上石田
2F

サービス エステティックサロン 梨里
甲府市国母6丁目6-4ＫＯＫＵＢＯヒルズ2
Ｆ

サービス エステティックサロン 緑の風の丘 甲府市下積翠寺町834-1

サービス クリーニング・各種清掃 いちのせクリーニング 甲府市富士見2-5-36

サービス クリーニング・各種清掃 オスカークリーニング 飯田店 甲府市飯田2-6-9

サービス クリーニング・各種清掃 おそうじ本舗 新甲府駅前店 甲府市中央1丁目11-18鈴木ビル1F

サービス クリーニング・各種清掃 オリオンクリーニング 甲府市山宮町２３７２－６

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング オスカー オギノ伊勢店 甲府市幸町28-24

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング オスカー オギノ城東店 甲府市城東4-3-11

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング オスカー オギノ朝日店 甲府市朝日4-5-11

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング オスカー オギノ下石田店 甲府市国母1-17

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング オスカー オギノ貢川店 甲府市徳行1-2-18

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングアルガ 甲府市砂田町１０－6

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングアルガ 甲府市砂田町10-4

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングオスカー 北新店 甲府市北新2-10-18

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングすわん 後屋店 甲府市古上条町416-1

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングすわん 塩部店 甲府市塩部3-1-32

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングすわん 住吉本店 甲府市住吉３丁目２３番８号

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングすわん 徳行店 甲府市徳行2-13-3

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングすわん 増坪店 甲府市住吉本町1188

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングミスターホワイト 本店 甲府市青沼３丁目５番４７号

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングミハシ 甲府市城東4-14-14

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングミハシ 甲府市城東4-14-14

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングミハシ 甲府市城東4-14-14

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニングよねや 甲府市天神町７－６

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 オギノ国母店 甲府市大里町360オギノ国母店内

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 徳行店 甲府市徳行2-9-7

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 国母店 甲府市国母3-2-1

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 上今井店 甲府市上今井町769

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 朝気本店 甲府市朝気1-6-16

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 ココリ店 甲府市丸の内1-16-20
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サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 朝日店 甲府市朝日4-5-2

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 フレスポ店 甲府市和戸町814-1フレスポ甲府東内

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村 湯村店 甲府市千塚1-9-9ウェルサイド山の手内

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村　石田西店 甲府市上石田4-2-21

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング志村和戸店 甲府市和戸町３47-2

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング水上 本店 甲府市大里町2109-1

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング水上 2号店 甲府市大里町4183-1

サービス クリーニング・各種清掃 クリーニング不二ランドリー 甲府市相生１丁目９－１０

サービス クリーニング・各種清掃 さるのはみがき 甲府市大里町3557

サービス クリーニング・各種清掃 すずきクリーニング店 甲府市荒川1-11-14

サービス クリーニング・各種清掃 せんたくクラブ 山城店 甲府市小瀬町335いちやまマート城山店内

サービス クリーニング・各種清掃 せんたくクラブ 湯村店 甲府市湯村１丁目９−２６

サービス クリーニング・各種清掃 ソートマン山梨 甲府市住吉１丁目１４番１４号

サービス クリーニング・各種清掃 ハウスクリーニング・シエル 甲府市岩窪町392-3

サービス クリーニング・各種清掃 フレッシュクリーニングすずや 塩部店
甲府市塩部1-1-10イツモア塩部店テナン
ト

サービス クリーニング・各種清掃 ベンリー甲府西店 甲府市塩部2-2-20

サービス クリーニング・各種清掃 ホワイト急便 後屋店 甲府市後屋町446-1

サービス クリーニング・各種清掃 ホワイト急便 武田通り店 甲府市武田3-3-7

サービス クリーニング・各種清掃 ホワイト急便 東光寺店 甲府市東光寺2-31-11

サービス クリーニング・各種清掃 ホワイト急便 甲府東工場 甲府市住吉3-26-17

サービス クリーニング・各種清掃 須藤クリーニング店 本店 甲府市山宮町1119-5

サービス クリーニング・各種清掃 須藤クリーニング店 アルプス店 甲府市飯田4-2-16

サービス クリーニング・各種清掃 長谷部クリーニング店 甲府市北口3-8-23

サービス クリーニング・各種清掃 白栄舎 甲府市宝2-27-4

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

B3FIT 甲府市国母３－１１－１７

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

Body Make Studio KIZUKI 甲府市中央5‐7‐27メゾンオークラ

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

CYBODY 甲府和戸店 甲府市和戸町695-1

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

FIT-EASY 甲府店 甲府市飯田1-3-29

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

FourRhombus 甲府市上石田1-2-17

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

HOT YOGA Studio RICO 甲府市丸の内1-21-7武藤ビル6階

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

K＆Gスポーツクラブ 甲府市上石田３丁目８番６号

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

KB-Lab. 甲府市住吉5-16-28ラルゴ住吉101

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

MAs zumba 甲府市飯田5-17-34甲府ダンスアカデミー

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

XXX GYM 甲府市富竹1-3-26

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

アリイズミ 甲府市住吉3-24-18

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

グランディール 甲府市朝日2-5-8タカエ朝日ビル2F

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

コアトレーニングスタジオGROW 甲府市宮原町94-1JIRITS内

57 ページ



カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

コアトレーニングスタジオGROW 甲府市上石田4-1-10Parupi1階

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

チャレンジド・ヨガ視覚障がいの
方のヨガ

ブラインドヨガ甲府 甲府市宝1丁目9-1

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

パーソナルトレーニングジム
FITNESS OURS

甲府市大里町1876-1ドリームハウス3-102

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

ハイアルチ甲府スタジオ 甲府市国玉町294-1城東ビルA202

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

フィッツスポーツクラブ 青葉 甲府市青葉町9-12

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

フィッツスポーツクラブ 甲府 甲府市湯村3-13-6

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

フィットネスクラブウェル21 甲府市大里町1490-3

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

リサグラシアス 甲府市下小河原町279-1

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

加圧スタジオK&G 甲府市上石田3-8-6

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

甲府市リサイクルプラザ 甲府市上町601-2

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

青葉スポーツガーデン 甲府市青葉町8-40

サービス
スポーツ施設・フィットネスク
ラブ

眉毛デザインサロングローカス 甲府市下飯田3-6-11

サービス 不動産賃貸料・管理費 RECプラス 甲府市丸の内2丁目16-4

サービス 不動産賃貸料・管理費 VivitBase
甲府市古上条町４１６－１プラザササモ
トＢ号

サービス 不動産賃貸料・管理費 けやき総合管理 甲府市国母5-9-19

サービス 不動産賃貸料・管理費 サカモトホームズ 甲府市朝日１丁目５番１６号

サービス 不動産賃貸料・管理費 ハウスドゥ！甲府西店 甲府市塩部２丁目２番２０号

サービス 不動産賃貸料・管理費 栄不動産 甲府市下飯田３丁目２番７号

サービス 不動産賃貸料・管理費 建栄開発 甲府市北口１丁目４－１２

サービス 不動産賃貸料・管理費 甲府南不動産 甲府市伊勢３丁目８番３８号

サービス 不動産賃貸料・管理費 山中商事 甲府市酒折2-1-10

サービス 不動産賃貸料・管理費 山中商事 本店 甲府市相生１丁目１２－４

サービス 不動産賃貸料・管理費 山梨住販 甲府市和戸町1014

サービス 不動産賃貸料・管理費 不動産ブルーム 甲府市北口２丁目１３番１２号

サービス 不動産賃貸料・管理費 不動産売却アシスト
甲府市善光寺２丁目３番７号グレープ
フィールド１０２

サービス 不動産賃貸料・管理費 平和REC 甲府市丸の内２丁目１６番４号

サービス リース・レンタル ¥100レンタカー 甲府市中町190

サービス リース・レンタル ガッツレンタカー 甲府駅前店 甲府市丸の内2-27-14

サービス リース・レンタル ニコニコレンタカー 甲府中央店 甲府市中央4-5-29

サービス リース・レンタル ニホンレッカーサービス 甲府市徳行3-9-18

サービス リース・レンタル マグネットワークス 甲府市朝気２-９

サービス リース・レンタル やまとう 甲府市中央1丁目12-10

サービス リース・レンタル 東光寺飯野駐車場 甲府市東光寺2-24-11

サービス 医療相談、法律相談 あおば法律事務所 甲府市相生1-19-2FLDビル６階

サービス 医療相談、法律相談 つきあかり法律事務所
甲府市中央二丁目14番6号オノストーンビ
ル３F

サービス 医療相談、法律相談 ベリーベスト法律事務所 甲府オフィス 甲府市丸の内2-30-3甲府丸の内ビル5階

サービス 医療相談、法律相談 ゆうき司法書士事務所 甲府市上今井町666
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サービス 医療相談、法律相談
行政書士やまぶき花いろ相続相談
室

甲府市古府中町5082-22

サービス 医療相談、法律相談 行政書士市川雄資事務所 甲府市丸の内2-30-5甲府電化ビル3F302

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

ANGELICA 甲府市北口3丁目3-11

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

COLOR　ME　YOGA
甲府市湯村１丁目９－３０ウェルクス山
手通りＳＣサンドラック２Ｆ

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

Culture School port 甲府市荒川1-8-18豊栄ビル201

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

Dance Studio SeeD 甲府市大手1-4-59

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

KFCフルートセンター 上今井教室 甲府市上今井町553-29

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

Libertea 甲府市 住吉　4-13-8

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

LifewithFlowers 甲府市中央４－５－１５

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

Natural Beauty School Smiley 甲府市右左口町1958番地

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

sora music 甲府市湯田2-3-13

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

うしやまヴァイオリンスクール 山の手音楽教室 甲府市天神町5−3サンファスト甲府103

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

こまいリトミック＆ピアノ教室 甲府市中小河原1-9-8

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

ピタゴラミン 甲府市丸の内1-1-8

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

レインボーハート 甲府市国母八丁目13-20

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

宮川まりなピアノ教室 甲府市住吉4-5-8

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

空手道禅道会 甲府市国母6-6-4山水協ビル2階

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

公文甲府丸の内書写教室 甲府市丸の内3-14-3

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

甲府ダンスアカデミー 甲府市飯田5-17-34

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

深山道場 甲府市大里町1689

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

千代きもの学院山梨校 甲府市桜井町312

サービス
学習塾・語学教室・パソコン教
室・カルチャースクール

道楽窯 甲府市下鍛冶屋町１５３－１０

サービス 冠婚葬祭 いし 本社 甲府市朝気１丁目２番３５号

サービス 冠婚葬祭 ジットセレモニー 甲府市高畑２丁目１９番２号

サービス 冠婚葬祭 家族葬空間暁 甲府市朝気3丁目18-3

サービス 冠婚葬祭 宝葬祭 甲府市宝１丁目１７−９

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

COEUR
甲府市住吉本町1122-1イッツモア増坪SC
テナントB棟

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

moxies鍼灸院 甲府市朝日2-19-6

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

YELLOW 甲府市高畑1-6-1

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

アキュレ鍼灸院 甲府市青沼３丁目１８番１号

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

あしざわ整骨院
甲府市大里町１６６１－２ライフピースM
１０１

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

あん摩鍼灸　つのだ 甲府市丸の内2-34-9

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

いいだ整骨院 甲府市飯田2-15-8

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

クオレア 甲府市青沼３－１８－１５

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

こぴっと整骨院 甲府市山宮町937

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

さいとう鍼灸整骨院 さいとう鍼灸整骨院 甲府市富竹1ー11-23さいとう鍼灸整骨院

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

なごみうさぎ 甲府市上石田4-7-8
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サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

ふじみ鍼灸接骨院 甲府市富士見2-4-22サンハイツ富士見1階

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

まにのき整骨院 甲府市下飯田3-5-17

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

みさき治療院 甲府市美咲1-1-17

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

ゆう整骨院。 甲府市里吉3-10-4

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

リアンスポーツ整骨院 甲府市朝日2-13-9

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

リムス鍼灸マッサージ院 甲府市上阿原町760-10

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

屋形整骨院 甲府市屋形2-1-35屋形整骨院

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

戸田鍼灸治療院 甲府市池田1-3-23ヒロセビル101

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

甲府整骨院 甲府市上石田3-16-12

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

指圧鍼灸院フォレスト 甲府市上町334-14

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

出張親子セラピー HARI-UP 甲府市池田3-6-8BEAR203

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

小田切整骨院 甲府市千塚4－9－17

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

真〜sin〜治療院 甲府市国母7-4-6トレーラーハウス内

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

整骨院　信玄 和戸店 甲府市国玉町294-1城東ビルB101

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

整体院 信玄 甲府徳行店
甲府市徳行2-10-17ウェルネスゾーンB棟
04

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

石川治療院 甲府市大里町1245-4

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

浅川鍼灸整骨院 甲府市住吉２丁目３番１５号

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

中部メディカル 東邦鍼灸接骨院 甲府市中小河原町５０７番地の１２

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

朝日通り施術所 甲府市朝日５－６－１２

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

天志堂鍼灸接骨院 甲府市上石田4-11-3

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

明 甲府市屋形3-4-20

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

明 甲府市屋形三丁目5-6

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

鍼灸マッサージサロンmoe 甲府市中村町9-10-202

サービス
施術所（鍼灸院、治療院、接骨
院・整骨院）

鍼灸整体治療院haricare 甲府市若松町3-6

サービス 時間貸し駐車場 パーキング協同 甲府市宝1丁目2ｰ2

サービス 自動車整備・各種修理 （有）スピーディ 甲府市宝１丁目１３－４

サービス 自動車整備・各種修理 2りんかんイエローハット 甲府市徳行５－１３－２５

サービス 自動車整備・各種修理 8024 ENGINEERING 甲府市蓬沢1-8-10

サービス 自動車整備・各種修理 A2ファクトリー 甲府店 甲府市住吉3-3-6

サービス 自動車整備・各種修理 ADVANCE 甲府市高畑1-2-17

サービス 自動車整備・各種修理 Auto maintenance CHINO 甲府市荒川2-6-12

サービス 自動車整備・各種修理 BodyWork＆Paint TAKU 甲府市七沢町73

サービス 自動車整備・各種修理 C&L 甲府市飯田4-2-23花形ビル

サービス 自動車整備・各種修理 C.S.R.小林 甲府市国母7-4-1

サービス 自動車整備・各種修理 Car CleanUp Tsutsumi 甲府市池田1-3-23

サービス 自動車整備・各種修理 CAR FACTORY F.L.A.G. 甲府市湯村2-6-19コーポ桐栄101

サービス 自動車整備・各種修理 CARSHOP AKAZAWA 甲府市古府中町6008-6
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サービス 自動車整備・各種修理 CGキャスト 本社 甲府市住吉3-26-6CGビル

サービス 自動車整備・各種修理 Feel 甲府市住吉4-3-24

サービス 自動車整備・各種修理 GARAGE  PROTH 甲府市国母７丁目８番２８

サービス 自動車整備・各種修理 garage tanaka 甲府市中町469-1

サービス 自動車整備・各種修理 G-SWAT SHOP  YAMANASHI 甲府市和戸町1088-3

サービス 自動車整備・各種修理 HIROOKA KOFU 甲府市飯田4-11-16

サービス 自動車整備・各種修理 HOOPTIE 甲府市国母8丁目2-5HOOPTIE

サービス 自動車整備・各種修理 HS.works 甲府市七沢町141-5

サービス 自動車整備・各種修理 ＫＡＮＡＧＡＷＡ　ＣＡＲ’Ｓ 甲府市住吉4-7-17

サービス 自動車整備・各種修理 OGIオートグラス 甲府市上曽根町1747-1

サービス 自動車整備・各種修理 OKAオートサービス 甲府市川田町867-3

サービス 自動車整備・各種修理 R＆N 甲府市南口町５－２３

サービス 自動車整備・各種修理 ＳＰＥＣ 甲府市西高橋町２１５－２

サービス 自動車整備・各種修理 SUNコーポレーション 甲府市桜井町308

サービス 自動車整備・各種修理 TANBLERO CAR'S 本店 甲府市 七沢町　326-1

サービス 自動車整備・各種修理 ＴＩＡＲＡｃｏｍｐａｎｙ 甲府市横根町315-1

サービス 自動車整備・各種修理 TSホソカワ 甲府市青沼1-13-17

サービス 自動車整備・各種修理 U－Car 和戸店 甲府市和戸町９４０

サービス 自動車整備・各種修理 VORTEX 甲府市住吉4-7-17

サービス 自動車整備・各種修理 Yamanashi BMW 甲府市富竹１丁目１番１０号

サービス 自動車整備・各種修理 アストロプロダクツ甲府店 甲府市徳行2-6-17

サービス 自動車整備・各種修理 アットワークス 甲府市高畑1-5-9

サービス 自動車整備・各種修理 アユザワ自動車 甲府市国母４丁目１番７号

サービス 自動車整備・各種修理 エブリワン 甲府市国玉町８８７－３

サービス 自動車整備・各種修理 オート ボディ ショップ A&K 甲府市上向山町1496

サービス 自動車整備・各種修理 オートグラス山梨 甲府市徳行3-3-21

サービス 自動車整備・各種修理 オートサービス 甲府市大里町５３３番地

サービス 自動車整備・各種修理 オートショップコンシェルジュ 甲府市富竹3-3-2ラジランスミライ103

サービス 自動車整備・各種修理 オートショップシムラ 甲府市国玉町１０５８－１

サービス 自動車整備・各種修理 オートメンテナンス　チノ 甲府市荒川２－６－１２

サービス 自動車整備・各種修理 カーアドバイザー　トータル 甲府市徳行１－１３－１６

サービス 自動車整備・各種修理 カープラザフジサキ 甲府市 向町　２８９

サービス 自動車整備・各種修理 キリン自動車 甲府市国母５丁目１０番１２号

サービス 自動車整備・各種修理 くるま工房　CRAFT 甲府市上今井町176-1

サービス 自動車整備・各種修理 クレアーレ 甲府市上今井町２４４９番地６

サービス 自動車整備・各種修理 サイクルショップspringwind230 甲府市中町433-1

サービス 自動車整備・各種修理 ジムニー専門店キャメルオート 甲府市徳行３－１１－５
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サービス 自動車整備・各種修理 スパイラルオート 甲府市国玉町１０６２－３

サービス 自動車整備・各種修理 スマイルオート 甲府市塩部３－１６－１７

サービス 自動車整備・各種修理 タイヤ&サービス カウカウ 甲府市太田町29-1

サービス 自動車整備・各種修理 テクニカルショップイニシャル 甲府市国母8-20-54

サービス 自動車整備・各種修理 トータルカーサービスKaZu 甲府市上阿原町３２３－３

サービス 自動車整備・各種修理 パソコン総合サポートAND 甲府市上阿原町286-1ガルテン渡辺107

サービス 自動車整備・各種修理 プラス・ワン 甲府市徳行１丁目１０番３号

サービス 自動車整備・各種修理 プロテクト 甲府市白井町1070-8

サービス 自動車整備・各種修理 マイティーカーズ 甲府市蓬沢１－５－１２

サービス 自動車整備・各種修理 ミカサ商会 甲府市国母１丁目２３番４号

サービス 自動車整備・各種修理 ミスタータイヤマン国母 甲府市国母1-4-1

サービス 自動車整備・各種修理 モバイルコンサル 甲府 甲府市富竹3-1-9

サービス 自動車整備・各種修理 モンキー・Car's 甲府住吉店 甲府市住吉1-10-31

サービス 自動車整備・各種修理 リペア工房スピーディ 甲府市丸の内2-1-10アルカディアビル103

サービス 自動車整備・各種修理 芦沢自動車工場 甲府市湯田１丁目１３－４

サービス 自動車整備・各種修理 塩部モータース 甲府市塩部３丁目１６番１６号

サービス 自動車整備・各種修理
株式会社２りんかんイエローハッ
ト

甲府２りんかん 甲府市徳行５－１３－２５

サービス 自動車整備・各種修理 株式会社R&N 甲府市南口町5-２３番R&N

サービス 自動車整備・各種修理 株式会社エンヂニア 本社 甲府市下石田2-11-1

サービス 自動車整備・各種修理 共進モータース 甲府市青沼1－2－16

サービス 自動車整備・各種修理 玉諸ガレージ 甲府市西高橋町122

サービス 自動車整備・各種修理 近藤モータース本社ショールーム 甲府市住吉５丁目５４７番地の２

サービス 自動車整備・各種修理 窪川自動車整備工場 甲府市城東１ー１６－２２

サービス 自動車整備・各種修理 窪田自動車鈑金塗装工場 甲府市東光寺2-23-19

サービス 自動車整備・各種修理 原品自動車工業所 甲府市向町394-2

サービス 自動車整備・各種修理 荒井自動車鈑金塗装 甲府市大里町３５４－３

サービス 自動車整備・各種修理 国母タイヤサービスショップ 甲府市国母1-4-1

サービス 自動車整備・各種修理 込山自動車 甲府市国母8-12-31

サービス 自動車整備・各種修理 山宮モータース 甲府市山宮町50-8

サービス 自動車整備・各種修理 山梨クラリオン 甲府市塩部３丁目１６番１７号

サービス 自動車整備・各種修理 市川自動車工業 甲府市大里町９４６番地の１

サービス 自動車整備・各種修理 篠原ホンダ販売 甲府市下石田2-11-4

サービス 自動車整備・各種修理 車検の速太朗甲府バイパス店 甲府市住吉4丁目24-1

サービス 自動車整備・各種修理 小澤自動車 甲府市住吉3-30-22

サービス 自動車整備・各種修理 上田機械店 甲府市徳行２丁目１０－３３

サービス 自動車整備・各種修理 森澤自転車店 甲府市千塚2-5-11

サービス 自動車整備・各種修理 須田自動車工場 甲府市下飯田2-11-30
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サービス 自動車整備・各種修理 清水塗装 甲府市富竹3-1-14

サービス 自動車整備・各種修理 青木自動車商会 甲府市飯田2-6-9

サービス 自動車整備・各種修理 青柳サイクル 本店 甲府市中央4-6-7

サービス 自動車整備・各種修理 千野自動車鈑金塗装 甲府市千塚４ー１１－１８

サービス 自動車整備・各種修理 村上自動車 甲府市上町1229-7

サービス 自動車整備・各種修理 大進自動車 甲府大里店 甲府市大里町126-1

サービス 自動車整備・各種修理 大進自動車 甲府千秋橋店 甲府市高畑2-8-8

サービス 自動車整備・各種修理 単車屋 甲府市北口1-3-1

サービス 自動車整備・各種修理 中田鈑金 甲府市富竹２丁目10-21

サービス 自動車整備・各種修理 日栄自動車 甲府市上今井町２４９８番地

サービス 自動車整備・各種修理 日産プリンス山梨販売株式会社
日産プリンス山梨　美術館通り本
店

甲府市富竹2-1-29

サービス 自動車整備・各種修理 日産プリンス山梨販売株式会社 甲府国母店 甲府市国母5-10-21

サービス 自動車整備・各種修理 波切カバン店 甲府市住吉５−１８−２５

サービス 自動車整備・各種修理 馬淵自動車 甲府市川田町857-2

サービス 自動車整備・各種修理 飯野塗装 甲府市貢川１丁目３番１３号

サービス 自動車整備・各種修理
有限会社カーボディーショップ中
川

甲府市上町１４６４－１

サービス 住宅建設・リフォーム GARDEN PRODUCE K 甲府市堀之内町664

サービス 住宅建設・リフォーム Neo Life Laco 甲府市湯村1-10-12

サービス 住宅建設・リフォーム アイライフ(I LIFE) 甲府市下小河原町２４８番地１

サービス 住宅建設・リフォーム アマノ塗装店　甲府ショールーム 甲府市上阿原町４４６－１

サービス 住宅建設・リフォーム いとう不動産 甲府市東光寺町９６９番地２

サービス 住宅建設・リフォーム ウエケン 甲府市伊勢3-9-1

サービス 住宅建設・リフォーム ウスイロックセンター 甲府市丸の内３ー１０－１９

サービス 住宅建設・リフォーム お助けマン 甲府市大津町1349

サービス 住宅建設・リフォーム クリア 甲府市青沼２丁目２３番１４号

サービス 住宅建設・リフォーム クリーン 甲府市高畑１－２－１７

サービス 住宅建設・リフォーム クリーン 甲府市高畑3-3-3201

サービス 住宅建設・リフォーム グローカルコミューン 甲府市湯村１丁目１番１６号

サービス 住宅建設・リフォーム サインワークヒノデザイン 甲府市千塚1-2-11グリーンハイツ千塚102

サービス 住宅建設・リフォーム シンセラティー住設有限会社 甲府市南口町736-3

サービス 住宅建設・リフォーム ソネット エネスタ若松町 甲府市若松町５番１号

サービス 住宅建設・リフォーム ソネット エネスタ朝日町 甲府市朝日5ー6ー8

サービス 住宅建設・リフォーム トウリハウス 甲府市山宮町710-12

サービス 住宅建設・リフォーム ニッコウ装美 甲府市向町475-9

サービス 住宅建設・リフォーム フジオ 平和通り店 甲府市丸の内３丁目２０－１

サービス 住宅建設・リフォーム フジオ 甲府北口駅前店 甲府市北口1-4-14

サービス 住宅建設・リフォーム フジオ管理 甲府市丸の内3-1-7

63 ページ



カテゴリ名 サブカテゴリー 店舗名１ 店舗名２ 住所

サービス 住宅建設・リフォーム ミスターデイク株式会社 甲府東店 甲府市増坪町167-2

サービス 住宅建設・リフォーム ミスターデイク株式会社 甲府市国母７丁目５番９号

サービス 住宅建設・リフォーム リフォームブルーム 甲府市北口２丁目１３番１２号

サービス 住宅建設・リフォーム 雨宮建築 甲府市里吉2-13-15

サービス 住宅建設・リフォーム 株式会社 シンサナミ 甲府営業所 甲府市大津町67番1

サービス 住宅建設・リフォーム 株式会社七保 甲府市向町２９６

サービス 住宅建設・リフォーム 共信冷熱 甲府市大里町１０９４

サービス 住宅建設・リフォーム 金沢屋 甲府店 甲府市下河原町2-7

サービス 住宅建設・リフォーム 甲府文化瓦斯ガス機器販売 甲府市城東1-10-17

サービス 住宅建設・リフォーム 山口ガラス建材 甲府市下石田２丁目７番１号

サービス 住宅建設・リフォーム 山信ホーム 甲府市上今井町２１８番地１

サービス 住宅建設・リフォーム 山本建築工業 甲府市中央５丁目２番６号

サービス 住宅建設・リフォーム 小田切塗装株式会社 甲府市丸の内１－１１－８

サービス 住宅建設・リフォーム 水質メンテナンスアクア 甲府市大津町６５番地１

サービス 住宅建設・リフォーム 星野エクステリア 甲府市善光寺1-19-20善光寺矢花ビル1階

サービス 住宅建設・リフォーム 青山畳店 甲府市青沼2丁目12-3

サービス 住宅建設・リフォーム 太田工業株式会社 甲府市蓬沢町１１４６

サービス 住宅建設・リフォーム 池川工務店 甲府市里吉2‐1‐35

サービス 住宅建設・リフォーム 銅信 甲府市相生1ー7ー10

サービス 住宅建設・リフォーム 桧家住宅 甲府市上町2016

サービス 住宅建設・リフォーム 不動産売却アシスト 甲府市伊勢4-21-8

サービス 住宅建設・リフォーム
有限会社アメミヤ住宅設備サービ
ス

アトム電器甲府上今井店 甲府市上今井町２５７３番地の１

サービス 電話・通信・ISP・テレビ・新聞 NSN 甲府中央 甲府市相生２－２－４

サービス 電話・通信・ISP・テレビ・新聞 五味新聞店住吉本店 甲府市住吉４丁目１－３０

サービス 電話・通信・ISP・テレビ・新聞 五味新聞店小瀬店 甲府市上町836-1

サービス 電話・通信・ISP・テレビ・新聞 五味新聞店相川店 甲府市屋形1-3-23

サービス 電話・通信・ISP・テレビ・新聞 有限会社丸山新聞店 甲府市国母７丁目４番２号

サービス 理容・美容 @marché
甲府市徳行2-5-21ハイツアルプステナン
ト101

サービス 理容・美容 Agu hair
甲府市丸の内２－２－３第１１浅川ビル
２Ｆ

サービス 理容・美容 Agu hair 甲府市丸の内2-3-3タチバナビル2階2B号

サービス 理容・美容 Agu hair 甲府市国母8-4-12ブルータウン2階6区画

サービス 理容・美容 Aimer 甲府市音羽町1-27

サービス 理容・美容 ALBA酒折店 甲府市酒折２丁目１０－２２

サービス 理容・美容 a－life　hair 甲府市後屋町３７１－２

サービス 理容・美容 AMBER
甲府市中央一丁目14-13ギンザセンタービ
ル2F

サービス 理容・美容 amu 甲府市城東1-8-17岡ビル2階

サービス 理容・美容
Aroma Beauty Salon Ｒａ＊ｐｏｕ
ｌ

甲府市上石田4-12-10第二ハイツあしざわ
106
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サービス 理容・美容 B.A.L 甲府市国母8-2-5

サービス 理容・美容 background 甲府市北口2-5-142F

サービス 理容・美容 ｂａｌｌｏ　ｓａｌｏｎ
甲府市貢川本町４ー２６Ｖｉｖｒｅ２１
１０１

サービス 理容・美容 Bamboo grass 本店 甲府市中央１丁目７番７号

サービス 理容・美容 Bamboo grass second 甲府市丸の内2-16-72階

サービス 理容・美容 Ｂａｍｂｏｏｇｒａｓｓ
甲府市中央１－１５－１Ｂｅ－ｂｕｉｌ
ｄｉｎｇ２階

サービス 理容・美容 Bamboograss　2nd
甲府市丸の内２－１６－７第４丸銀ビル
２階

サービス 理容・美容 B-Barber　Vif 甲府市西下条町1035-1

サービス 理容・美容 BBS  DIAMOND MOON 甲府市下石田2-17-22ボヌール石田201

サービス 理容・美容 Beauty salon Mer 甲府市下曽根町1456-4

サービス 理容・美容 ｂｅｒｒｙ　ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ 甲府市中村町１１－３

サービス 理容・美容 Bianca HAIR 甲府市貢川本町8-28

サービス 理容・美容 Bijoux 甲府市上石田1-8-8

サービス 理容・美容 C7gHONTEN 甲府市富竹1-2-21

サービス 理容・美容 ＣＡＬ甲府本店 甲府市伊勢２－１３－６

サービス 理容・美容 CAZ 甲府市下石田2-21-23

サービス 理容・美容 CAZ 甲府市上石田3-8-8

サービス 理容・美容 charme 甲府市高畑3-3-8コーポ飛鳥101

サービス 理容・美容 charme 甲府市高畑3-3-8コーポ飛鳥101

サービス 理容・美容 CHARME RS 甲府市北口2-9-12ニシコービル

サービス 理容・美容 chouette 甲府市貢川本町12-3sora-C

サービス 理容・美容 ＣＩＬＶＩＯ【シルヴィオ】 甲府市伊勢１－９－３０

サービス 理容・美容 CLaN×2. 甲府市塩部3-3-8ロイヤル塩部105

サービス 理容・美容 Ｃｏｃｏｃｈｉ 甲府市大里町２１５４ー１１６

サービス 理容・美容 Cocochi HairMake&Spa 甲府市大里町2154-116

サービス 理容・美容 colorer 甲府市大里町4225-1コアタウン2号

サービス 理容・美容 COLORS hair 甲府市古上条町11-1

サービス 理容・美容 CORALNE neori
甲府市国母2008-4-12ブルータウン2F-8ブ
ルータウン2F-8

サービス 理容・美容 Coubertin(クーベルタン) 甲府市上町275-2

サービス 理容・美容 coucou 甲府市池田2-5-24

サービス 理容・美容
Ｃｒｅｅｒ・ｒｏｕｇｅエステ・
ネイルスペース

甲府市城東１２－２０

サービス 理容・美容 Cut house charm 甲府市湯田2-1-20

サービス 理容・美容 ＣｕｔＨｏｕｓｅナカゴミ 甲府市大里町３９１３－８

サービス 理容・美容 DAYTONA 甲府市白井町1394-1

サービス 理容・美容 Denim 甲府市貢川本町７ー２４

サービス 理容・美容 DESIGN SOCKET SWITCH 甲府市大里町1661-2ライフピースM102

サービス 理容・美容 DIMENSION　大里 甲府市大里町５２１６
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サービス 理容・美容 Ｅ－１０ 甲府市横根町６４７－１

サービス 理容・美容 EDEN　Start from Zero 甲府市上今井町260-5井上ビル1F

サービス 理容・美容 Ell－Collection
甲府市徳行１－２－１８オギノ貢川店敷
地内

サービス 理容・美容 Elmo　Hair　＆　SPA 甲府市国母８－２－５ヴィラ雨宮３号

サービス 理容・美容 emu 甲府市大里町4132-5

サービス 理容・美容 ENA　bridal 甲府市上石田３－２０－５ＧＬＡＮＺ２

サービス 理容・美容 Ennon
甲府市 青沼　2丁目18-11 トラスト甲府
中央 1階

サービス 理容・美容 envy hair design 甲府市上今井町553-90

サービス 理容・美容 ETT 甲府市高畑2-10-6

サービス 理容・美容 evoke 甲府市上阿原町607-2

サービス 理容・美容 eyelash salon CILVIO 甲府市高畑2-15-12T-CUBE101

サービス 理容・美容 eyelash salon KIMA 甲府市徳行3丁目2-6ホープＪ30:

サービス 理容・美容 FEED 甲府市中小河原１丁目１１番１１号2F

サービス 理容・美容 FIRST 甲府市大里町5257

サービス 理容・美容 Flaner 甲府市朝気1-9-6辻ビル2階

サービス 理容・美容 FORME HAIR 甲府市上石田3-20-5GLANZ1

サービス 理容・美容 GALA HAIR 甲府市丸の内1-17-3

サービス 理容・美容 gatehair 甲府市下石田2丁目15-4

サービス 理容・美容 glam 甲府市富竹3-3-2レジデンス未来101

サービス 理容・美容 GLOW 甲府市丸の内1丁目21-24AOビル

サービス 理容・美容 GLOW 甲府市堀之内町７５４番地１

サービス 理容・美容 Griffe-M 甲府市国母二丁目3-31

サービス 理容・美容 guffa hair 甲府市中央1-3-8ツジヤビル2F

サービス 理容・美容 Hair　　Room　　PoPo 甲府市青葉町５４６－８

サービス 理容・美容 Hair design Vif. 甲府市西下条町1035-1

サービス 理容・美容 hair grace Lehua 甲府市大里町4184

サービス 理容・美容 Hair Grand Baie 甲府市下飯田2-4-5

サービス 理容・美容 Hair　Grandir 甲府市横根町４５１－１ＫＮビル１階

サービス 理容・美容 hair　lucia 甲府市下石田２ー１０ー２０

サービス 理容・美容 hair　make　rita
甲府市住吉４－２２－１９ジョイステー
ジ住吉１－Ｃ

サービス 理容・美容 hair make Roly Poly 甲府市湯田2-11-4101

サービス 理容・美容 hair of Garden 甲府市酒折2-2-7ワールドプラザ

サービス 理容・美容 Hair office ISSEI 甲府市小瀬町76-5

サービス 理容・美容 hair room mite 甲府市国玉町943-1

サービス 理容・美容 hair room More 甲府市千塚2-5-15

サービス 理容・美容 Hair room Noel 甲府市大里町2331-3-A

サービス 理容・美容 HAIR SALON BESPOKE 甲府市中小河原１丁目１３番７号2F
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サービス 理容・美容 Hair Salon ecoo 甲府市下向山町3420-2

サービス 理容・美容 Hair Salon GOTO 甲府市宮前町4-1

サービス 理容・美容 Hair salon GOTOH 甲府市朝日2-9-8

サービス 理容・美容 Hair Salon IDEA 甲府市上石田3-7-5パールウェイビル1F

サービス 理容・美容 hair salon L'Aube 甲府市下飯田２−６−３メゾン渡辺A105

サービス 理容・美容 Hair Salon Sao 甲府市大里町3049-44

サービス 理容・美容 Hair Salon Toaly 甲府市上石田1-6-18

サービス 理容・美容 HAIR SHOP CLAIRE 甲府市下石田2-15-1

サービス 理容・美容 HAIR STUDIO Paradise 甲府市善光寺3丁目27-25

サービス 理容・美容 Hair Studio T-bus 甲府市上町817-12

サービス 理容・美容 HAIR STUDIO Zipper 甲府市上今井町275-1

サービス 理容・美容 hair styling La Cruz 甲府市下飯田4-5-23

サービス 理容・美容 HAIR WORKS if 甲府市飯田5-5-27

サービス 理容・美容 HAIR　worksJIJI
甲府市国母１－１７－２７ａｓｔビル１
－２

サービス 理容・美容 Hair Wuk PROMO 甲府市酒折1-9-15

サービス 理容・美容 HAIR ふふ 甲府市山宮町885-3-1

サービス 理容・美容 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｕｐ　ＥＮＡ 甲府市岩窪町４５０

サービス 理容・美容 Hair’s Mania ENIGMA 甲府市里吉3-1-20

サービス 理容・美容 HairdesignChiChi
甲府市徳行２－１３－３イチヤママート
内美容室

サービス 理容・美容 hairdresser’s by Lady 甲府市丸の内1-13-3

サービス 理容・美容 HairGrandBaie 甲府市下飯田２－４－５

サービス 理容・美容 HairLink TERRA 甲府市大里町294-3

サービス 理容・美容 hairlucia 甲府市下石田2-10-20

サービス 理容・美容 hairmake LiLi
甲府市上石田1丁目12-20プラッツ上石田
102

サービス 理容・美容 HairSalon RULER 甲府市宮原町1226-1

サービス 理容・美容 HAIRWORKSJIJI 甲府市国母１丁目１７－２７AST1-2

サービス 理容・美容 HAlR&MAKEUP ENA 甲府市上石田3-20-5GLANZ2

サービス 理容・美容 Healing salon JUN 甲府市丸の内3-32-10-805

サービス 理容・美容 HIROSE 甲府市中小河原1-13-72階

サービス 理容・美容 HIT HAIR 甲府市横根町162-4

サービス 理容・美容 illume eyelash 甲府市和戸町996-1ルクソールI102号室

サービス 理容・美容 Juno 甲府市中央1-21-1

サービス 理容・美容 juta 甲府市大里町５２４２

サービス 理容・美容 KAGAMI 甲府市国玉町334-2

サービス 理容・美容 KAJINAIL 甲府市上石田３－３－４３

サービス 理容・美容 KALMIA国母
甲府市国母８－４－１２ブルータウン国
母

サービス 理容・美容 kiitos 甲府市下飯田1-4-8ミキハウス102
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サービス 理容・美容 KOJIMA 甲府市上石田1-9-4

サービス 理容・美容 KOLORS　HAIR 甲府市上阿原町451-6

サービス 理容・美容 koti 甲府市上今井町６１８

サービス 理容・美容 La casita 甲府市住吉4-3-33ＢELL住吉1Ｂ

サービス 理容・美容 La fleur 甲府市住吉5-3-31ドミールタナベ1-B

サービス 理容・美容 Ｌａ　ｐｏｒｔｅ 甲府市上石田４－７－８

サービス 理容・美容 LaLa 甲府市和戸町707-1

サービス 理容・美容 Largo.hair 甲府市国母5丁目3-3レジデンス原田1-A

サービス 理容・美容 ｌｅ　Ｌｉｅｎ 甲府市上今井町６７５－１Ｂ

サービス 理容・美容 Le luci 甲府市武田3-3-5

サービス 理容・美容 LEON 甲府市湯村1-12-3

サービス 理容・美容 Lily　by Pledge Hair Design 甲府市上石田2-3-10

サービス 理容・美容 LONGIST 甲府市下石田2-10-1あしざわハイツ103

サービス 理容・美容 ＬＵＭＢＥＲ＆ＧＥＮＴＬＥ
甲府市下石田２－１０－１ハイツあしざ
わ１０１

サービス 理容・美容 LUNARIA 甲府市中央４－８－２上杉ビル１Ｆ

サービス 理容・美容 Lutella 甲府市下小河原町248-1グレイスリー1F

サービス 理容・美容 MANHATTAN 甲府店 甲府市丸の内3-20-4若林ビル１階

サービス 理容・美容 MAQUIA 甲府城東店 甲府市国玉町294-1城東ﾋﾞﾙ1F

サービス 理容・美容 melc hairsalon 甲府市国母7-1-26Mビル２階

サービス 理容・美容 melia 甲府市高畑3-3-3アスカⅡ-102

サービス 理容・美容 MEN'S HAIR SALON GOTO 甲府市丸の内1-13-2

サービス 理容・美容 merci 甲府市屋形２ー３ー２３

サービス 理容・美容 meso 甲府市徳行2-17-11エテルノ甲府103

サービス 理容・美容 metier 甲府市幸町6-13

サービス 理容・美容 MiShuRuKaNoNミシュルカノン
甲府市川田町501エスポワールKUBOTA107
号室

サービス 理容・美容 Mondo 甲府市和戸町700

サービス 理容・美容 MYKONOS 甲府市下石田2-29-4フェリア2F

サービス 理容・美容 N3． 甲府市朝日５－５－１２１Ｆ

サービス 理容・美容 NAIL SALON Briller 甲府市住吉4-23-17ウェルズ21D号棟2F

サービス 理容・美容 nanohana  salon 甲府市新田町11-39

サービス 理容・美容 ｎａｕｇｈｔｙ．ｉｄ 甲府市川田町945-4

サービス 理容・美容 nico beauty&spa 甲府市古上条町416-1

サービス 理容・美容
Ｎｉｆ　ｎａｉｌ＆ｅｙｅｌａｓ
ｈ

甲府市朝日５－５－１３クリエイトビル

サービス 理容・美容 ｎｉｎｏ 甲府市下飯田１－１－８Ｂ

サービス 理容・美容 Ns　kelly 甲府市朝気２－１－１８

サービス 理容・美容 NUI 甲府市丸の内１ー７ー３

サービス 理容・美容 obje 甲府市大里町935-3グリーンハイツ1F-101
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サービス 理容・美容 ONE'S professional 甲府市後屋町735-1

サービス 理容・美容 Orb 甲府市朝日２－１０－５

サービス 理容・美容 PaPaDoo 甲府西店 甲府市下飯田2-13-20

サービス 理容・美容 Pledge Hair Design 甲府市里吉4-3-13

サービス 理容・美容 Prime Rose 甲府店 甲府市上石田4-12-10106

サービス 理容・美容 Prime Rose 本店 甲府市朝日4-6-17

サービス 理容・美容 private hair salon ito 甲府市上阿原町字塚腰663-9

サービス 理容・美容 puravida 甲府市上石田3-7-3レセーナ1階PURAVIDA

サービス 理容・美容 Ｒhair 大里店 甲府市大里町5228アルティーヌ103

サービス 理容・美容 RADIANCE 甲府市大里町4326-2

サービス 理容・美容 RASSALA 甲府市桜井町372-9

サービス 理容・美容 REGOLITH 甲府市朝気1-5-24

サービス 理容・美容 Remercie 甲府市伊勢2-10-11

サービス 理容・美容 reve esthe salon 甲府市朝気1-9-6辻ﾋﾞﾙB棟2F

サービス 理容・美容 ricordoリコルド 甲府市徳行3-5-7

サービス 理容・美容 Rojita eyelash.nails 甲府市住吉2-6-17サンマリーナ住吉207

サービス 理容・美容 SALON”S ECRU 甲府市富竹1-3-26

サービス 理容・美容 SANO LABO 甲府市富竹1-3-26

サービス 理容・美容 SIIKA
甲府市上阿原町417-1スモールワールドオ
フィスビル2F-A

サービス 理容・美容 SOL 甲府市国母8-26-15

サービス 理容・美容 ＳＯＬ
甲府市古上条町１１－１クライムマルヤ
マ１０１

サービス 理容・美容 SOL elbio 甲府市下石田2-20-1ポポレゴ1号、2号

サービス 理容・美容 SOPO hairworks 甲府市宝2-21-6アローズビル1階

サービス 理容・美容 Sugar 甲府市国玉町976-3

サービス 理容・美容 Tetra 甲府市高畑1-10-17

サービス 理容・美容 THE  BEATS 甲府市上石田14-32

サービス 理容・美容 Toaly 甲府市上石田１－６－１８

サービス 理容・美容 trico
甲府市富竹2-6-1メゾンドールタイヨー一
階

サービス 理容・美容 Tripod 甲府市上石田4-12-10第2ハイツあざわ1号

サービス 理容・美容 True Trust un 甲府下石田店 甲府市下石田2-15-7

サービス 理容・美容 True Trust 和戸店 甲府市和戸町８０９‐１

サービス 理容・美容 TrueTrust 甲府市大里町5097

サービス 理容・美容 TrueTrust un下石田店 甲府市下石田2-15-7

サービス 理容・美容 ＴｒｕｅＴｒｕｓｔｕｎ下石田店 甲府市下石田２－１５－７

サービス 理容・美容 UKA　hair　design 甲府市下飯田１－４－２９

サービス 理容・美容 VERDE 甲府市下小河原町231-5

サービス 理容・美容 VISION 甲府市伊勢1-4-3
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サービス 理容・美容 vivi  hair  &  beauty 甲府市伊勢３－１４－４

サービス 理容・美容 voce 甲府市善光寺3-29-7

サービス 理容・美容 Welina hair salon 甲府市下石田2-20-1

サービス 理容・美容 ZELE 甲府向町 甲府市和戸町542-1

サービス 理容・美容 アージュへアデザイン 甲府市国母1-11-6

サービス 理容・美容 アージュへアデザイン 甲府市高畑2-15-17

サービス 理容・美容
アイ・ラビッツ（ｉ・ＬＡＢＢＩ
ＴＳ）

甲府市朝日1-5-2天野ビル1階

サービス 理容・美容 アイズ 甲府市蓬沢１ー１１ー５

サービス 理容・美容 アイラッシュサロン　アリシア
甲府市川田町９４４－１モナーク甲府２
１０

サービス 理容・美容 アッシュボーテ 甲府市上石田２－２３－１４

サービス 理容・美容 アニー美容室 甲府市大里町４４１１番地の２

サービス 理容・美容 アロンジェ甲府向町店
甲府市向町２０２－２グリーンタウン甲
府東Ａ棟

サービス 理容・美容 アンベリールヘアクリニック 甲府市朝日5-6-16

サービス 理容・美容 イン東京 甲府市和戸町993-2

サービス 理容・美容 イン東京 甲府市貢川本町12-1

サービス 理容・美容 ウイット美容室 甲府市丸の内1-20-20

サービス 理容・美容 エムボーテ 甲府市国母1丁目10-10

サービス 理容・美容 エメリー 甲府東店 甲府市上阿原町1024-1

サービス 理容・美容 エンジョイニューヨーク 上今井店 甲府市上今井町769-1オギノ上今井店

サービス 理容・美容 おしゃれギャラリー　ネオ 甲府市上石田３丁目１４－１０

サービス 理容・美容 おしゃれ美容室 甲府市美咲２ー１６－２１

サービス 理容・美容 カツコ美容室 甲府市酒折2丁目1-10

サービス 理容・美容 カットサロン ムラマツ 甲府市朝日2-13-9

サービス 理容・美容 カットスタジオＷｉｎ 甲府市上町1951-6

サービス 理容・美容 カットスタジオハッピィスタイル カットスタジオハッピィスタイル 甲府市湯村2-1-23

サービス 理容・美容 カットハウスクイック 池田店 甲府市池田2-5-16

サービス 理容・美容 カットハウスクイック 大里店 甲府市大里町2846

サービス 理容・美容 カットハウスクイック 徳行店 甲府市徳行1-6-10

サービス 理容・美容 カットハウスクイック 北口店
甲府市北口1-4-122F(ガソリンスタンド横
に専用駐車場有り)

サービス 理容・美容 カットハウスクイック 中央店 甲府市太田町5-30

サービス 理容・美容 カットハウスクイック 住吉店 甲府市住吉4-10-38

サービス 理容・美容 カトレア美容室 甲府市青沼１丁目１３－１４

サービス 理容・美容 きく美容室 Advance 甲府市伊勢2-15-7

サービス 理容・美容 クイーンズゲート RITZ店 甲府市向町252-16

サービス 理容・美容 クイーンズゲート 和戸店 甲府市和戸町880

サービス 理容・美容 クーベルタン 甲府市上町275-2

サービス 理容・美容 グランディール 甲府市横根町451-1KNビル1F
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サービス 理容・美容 ザ・サンラウンジ甲府 甲府市丸の内1-16-13日焼けビル

サービス 理容・美容 ザヘアーズプラス 甲府市大里町4365-3

サービス 理容・美容 サロン・ド・クリオン 甲府市徳行５－７－５

サービス 理容・美容 サロンドクリオン 甲府市徳行5-7-5

サービス 理容・美容 ジグソー 甲府市川田町954番地3

サービス 理容・美容 シャンローゼ 甲府市上石田3丁目13-16

サービス 理容・美容 スプリングブリーズ 甲府市上今井町951-7

サービス 理容・美容 トゥルートラスト 大里店 甲府市大里町5097

サービス 理容・美容 トゥルートラスト
甲府市大里町5032アクロスプラザ国母Cソ
シンH棟B

サービス 理容・美容 トゥルートラスト 和戸店 甲府市和戸町809-1

サービス 理容・美容 パールプラス 甲府店 甲府市住吉5-22-14ヤマリンビル106.107

サービス 理容・美容 ハピシェア 甲府市国母８丁目２番５号

サービス 理容・美容 ぴゅあはーと 甲府市伊勢3-6-192F

サービス 理容・美容 ビューティーくらら 甲府市大里町3559-24

サービス 理容・美容 ビューティーサロン松木 甲府市塩部４－１６－１１

サービス 理容・美容 ビューティーぱぁらぁ　そりた 甲府市丸の内3-26-13

サービス 理容・美容
フェイスリノベーションサロン
tutumu

上石田店 甲府市上石田3‐18‐20

サービス 理容・美容 プラゼール 甲府市国母２３－１７

サービス 理容・美容 ヘア メイク リタ
甲府市住吉4-22-19ジョイステージ住吉1-
C

サービス 理容・美容 ヘアーコンサルタント リンク 甲府市徳行2-5-3テラスショップA

サービス 理容・美容 ヘアーサロン　アオシマ 甲府市湯田1-12-15

サービス 理容・美容 ヘアーサロン　キュア 甲府市里吉１ー１１－１

サービス 理容・美容 ヘアーサロン　ナカネ 甲府市 白井町　663-4

サービス 理容・美容 ヘアーサロン　ルルド 甲府市青沼3-18-15

サービス 理容・美容 ヘアーサロンヒロ 甲府市富竹３－１－７

サービス 理容・美容 ヘアーサロンモカラ 甲府市国母1-7-8

サービス 理容・美容 ヘアーサロンもちづき 甲府市城東3-3-6

サービス 理容・美容 ヘアーサロン石原 甲府市千塚４－１１－２３

サービス 理容・美容 ヘアーズ キュア 甲府市貢川1-2-7

サービス 理容・美容 ヘアースタジオnative 甲府市音羽町3-1

サービス 理容・美容 ヘアーデザイン　チチ　得行店 甲府市徳行2－13－3

サービス 理容・美容 ヘアービートパンプアップ 甲府市荒川1-8-18豊栄ビル102

サービス 理容・美容 ヘアーメイクアッシュ
甲府市朝気3-1-12イーストモールバリオ
2F

サービス 理容・美容 ヘアイズムリーブス 甲府市湯村3-14-12

サービス 理容・美容 ヘアサロン P:time 甲府市徳行1-11-5

サービス 理容・美容 ヘアメーク23 甲府市住吉５ー２５ー１４ＩＫビル１Ｆ

サービス 理容・美容 マリーン美容室 甲府市美咲2-15-16
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サービス 理容・美容 メンズヘアーサロンゴトウ 甲府市丸の内１－１３－２

サービス 理容・美容 ユース美容室 甲府市中央3-11-5

サービス 理容・美容 ヨダ理容室 甲府市朝日５丁目１２－６

サービス 理容・美容 ラポール・沙羅 甲府市山宮町１２９９－１５

サービス 理容・美容 ランティス
甲府市塩部４丁目５－２０三友マンショ
ン105

サービス 理容・美容 リベルテヘアーデザイン 甲府市横根町４８０ー１

サービス 理容・美容 りぼん美容室 甲府市相生2-6-11

サービス 理容・美容 リュッカ ヘアデザイン 甲府市武田1-3-9ハイツサントリア1F

サービス 理容・美容 レイクォヘアスタジオ 甲府市下石田２丁目７番２６号

サービス 理容・美容 ワンピース 甲府市貢川本町18-19

サービス 理容・美容 茜美容室 甲府市大里町２３１８－102

サービス 理容・美容 花やの前の美容室　国母店 甲府市国母７－４－６

サービス 理容・美容 花やの前の美容室　山梨本店 甲府市上阿原町１２１７‐３

サービス 理容・美容 旧クーベルタン 甲府市上町275-2

サービス 理容・美容 芹澤美容院 甲府市太田町10-10

サービス 理容・美容 犬の美容室　ジュリアン 甲府市国母４丁目１４－２１

サービス 理容・美容 甲府ＷＥＳＴ 甲府市下飯田２丁目１３－２０

サービス 理容・美容 山手倶楽部 甲府市中小河原町１６１番地５

サービス 理容・美容 司美容院 甲府市相生1-4-11

サービス 理容・美容 森のくまさん 甲府市大里町１８７６ー１

サービス 理容・美容 髪のアトリエcoffret 甲府市上石田4-1-18一ノ瀬グランドパレB

サービス 理容・美容 髪屋　Hair’s　CURE 甲府市貢川１－２－７

サービス 理容・美容 髪匠美容室 甲府市貢川本町13-1サンライト南西1-A

サービス 理容・美容 美容院　ブルーム 甲府市池田1-12-19

サービス 理容・美容 美容院LEON 甲府市湯村１丁目１２－３

サービス 理容・美容 美容室　Bel Tempo 甲府市後屋町412-1山都ビル１F

サービス 理容・美容 美容室 Mimpi 甲府市富竹1-2-26

サービス 理容・美容 美容室 ニュアンス 甲府市川田町934-1サンコーレ甲運121

サービス 理容・美容 美容室　ビーダッシュ
甲府市飯田4-11-22グリーンハイツ阪本
103

サービス 理容・美容 美容室　髪優 甲府市堀之内町1-7

サービス 理容・美容 美容室423 甲府市住吉4-23-7

サービス 理容・美容 美容室Aerna 甲府市上石田1-14-12

サービス 理容・美容 美容室Bam-boo 甲府市里吉4-1-26

サービス 理容・美容 美容室calm 甲府市国母8-1-5ミルハウスB

サービス 理容・美容 美容室copan 甲府市朝気3-14-3

サービス 理容・美容 美容室nuance
甲府市川田町９３４－１サンコーレ甲運
１２１

サービス 理容・美容 美容室Paris 甲府市朝気1-5-7
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サービス 理容・美容 美容室Wink 甲府市朝気１丁目１０－２２

サービス 理容・美容 美容室ZERO 甲府市長松寺町13-9

サービス 理容・美容 美容室アリス 甲府市国母１-１７-２７

サービス 理容・美容 美容室アンレーヴ 甲府市住吉4-23-17C号室

サービス 理容・美容 美容室エピ 甲府市中村町15-7

サービス 理容・美容 美容室クール 甲府市富士見1丁目22番9号

サービス 理容・美容 美容室ビートル 甲府市住吉１－１－３５

サービス 理容・美容 美容室プラゼール 甲府市国母8丁目23-17

サービス 理容・美容 美容室マーノドゥース 甲府市丸の内1-16-4

サービス 理容・美容 美容室ラ・ポール 甲府市北新2-10-18

サービス 理容・美容 美容室らぁぶ 甲府市千塚４ー１３ー２１

サービス 理容・美容 美容室レイ 甲府市飯田4-3-1７号室

サービス 理容・美容 訪問美容　サンカット 甲府市徳行1-6-10

サービス 理容・美容 理容スズキ 甲府市上石田１－９－１５

サービス 理容・美容 理容プラージュ 和戸店 甲府市向町３６４－８

サービス 理容・美容 理容室ジェラール 甲府市中村町1-19

サービス 旅行代理店・旅行業 オンリー 甲府市上石田３丁目５番８号

サービス 旅行代理店・旅行業 トラベルサロン 甲府市下飯田４丁目７－３０

サービス 旅行代理店・旅行業 健康旅行サービス 甲府市国母3-14-3

サービス 旅行代理店・旅行業 地球旅クラブ 甲府市相生2-3-19ナトリビル１Ｆ

サービス その他（サービス） (株)セラヴィ セラヴィ山梨店 甲府市和戸町961-1

サービス その他（サービス） 8Links 甲府市貢川本町7-28ヴィラ貢川201

サービス その他（サービス） Alivie 甲府市朝気2-4-15

サービス その他（サービス） asian relaxation Villa 甲府平和通り店 甲府市中小河原町568-1

サービス その他（サービス） AZNAIL 甲府市大里町294-3PK大里103

サービス その他（サービス） B3FIT 城東店
甲府市城東３丁目１１番１２号環境第一
ビル１Ｆ

サービス その他（サービス） B3FIT 甲府市大里町５０２８Gビル２F

サービス その他（サービス） B3FIT
甲府市国母３－２－１グレースイシハラ
１０１

サービス その他（サービス） billiard UNICORN 甲府市朝日5丁目13-6ケンプラザ2F

サービス その他（サービス） Bivouac 甲府市国母8-17-19A102

サービス その他（サービス） BUBBLERING 甲府市住吉４－６－２３

サービス その他（サービス） Ｃａｆｅ　Ｐａｓｔｏｒｉｕｓ 甲府市国玉町９４３－１

サービス その他（サービス） christine eye Whitening 甲府市宝2-8-4

サービス その他（サービス） CONC 甲府市上石田1-9-16

サービス その他（サービス） Coworking Space CROSS BE 甲府市丸の内2-2-1CROSS5001F

サービス その他（サービス） dry head spa hocoro 甲府市国母2-14-12

サービス その他（サービス） Firstship貢川ベース 甲府市貢川本町13-27
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サービス その他（サービス） Firstship貢川ベース ２号店 甲府市貢川本町13-6hanasora2F

サービス その他（サービス） FORTUNE 甲府市下石田2-7-4

サービス その他（サービス） Free Star Lesson 甲府市上石田3-2-18

サービス その他（サービス） iB Music School 甲府市荒川1-9-5iBMusicSchool

サービス その他（サービス） iPhone修理スママモ 甲府市丸の内1-2-8アサヒ電機ビル4階

サービス その他（サービス） KAZOO HALL 甲府市上小河原町1262

サービス その他（サービス） Kサービス 甲府市国母7-12-43メリットビル1-1

サービス その他（サービス） LAVA 甲府店 甲府市中小河原町533-1

サービス その他（サービス） Leiki Ueda Studios 甲府市善光寺1-11-12

サービス その他（サービス） Ｎ＆Ｋ
カラオケスタジアム キングアー
サーアルプス通り店

甲府市徳行2-5-9

サービス その他（サービス） Ｎ＆Ｋ
カラオケスタジアム　キングアー
サー 甲府北口店

甲府市元紺屋町3-12

サービス その他（サービス） Nail*美容整骨COCO
甲府市朝日1丁目1-1メゾン・ド・アル
ドゥール306

サービス その他（サービス） NIKKI graphica 甲府市里吉4-1-1

サービス その他（サービス） PARAFUSE.YAMANASHI 甲府市中央5-2-7-27メゾンオークラ401

サービス その他（サービス） PCサポート甲府 甲府市富竹1-7-4

サービス その他（サービス） Rainbow vocal school 甲府市古府中町1428-1

サービス その他（サービス） refle山梨 甲府市下石田2-8-6

サービス その他（サービス） Relations yuru-yuru 甲府市下石田2-29-4フェリア2F

サービス その他（サービス） Relations 甲府市横根町480-1

サービス その他（サービス） Relaxation Re:set 甲府市富士見2-8-15コーポワイエム102

サービス その他（サービス） Relaxation&Beauty Meloa 甲府市古上条町502-1リサイア.W105

サービス その他（サービス） RelaxationSalon R 甲府市砂田町12-19ラ・メールB202

サービス その他（サービス） Self Whitening MeMe 甲府市塩部1-5-17

サービス その他（サービス） Smily 向町店 甲府市向町202

サービス その他（サービス） Studio Lible 甲府市川田町500

サービス その他（サービス） Studio maman 甲府市大里町1001-17

サービス その他（サービス） Uスポーツクラブドリームピッチ 甲府市東光寺１丁目１０番５号

サービス その他（サービス） wakeboardfield SATIVA
甲府市後屋町312-1後屋ガーデンプレイス
2A

サービス その他（サービス） WakiWaki 甲府市小瀬町45シャーメゾン小田切A102

サービス その他（サービス） Ｙ－ＣＯＮ 甲府市和戸町３２７

サービス その他（サービス） アーユルヴェーダサロンプリヤ 甲府市池田３丁目１４－１０２階

サービス その他（サービス） あいせ税理士 甲府市丸の内３丁目２７番１４号

サービス その他（サービス） アロマルーム　Nagomi 甲府市上石田1-11-1

サービス その他（サービス） イースト・ブック 甲府市中央1-7-15古名屋ホテルM2F写真室

サービス その他（サービス） いきいき健康サロン　びいらいふ 甲府市飯田4-4-19

サービス その他（サービス） エステルーム　ゆう 本店 甲府市貢川2-14-29

サービス その他（サービス） オズブライダル 甲府市上今井町１１１８番地５
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サービス その他（サービス） カーボディーショップ中川 甲府市上町１４６４-１

サービス その他（サービス） カイロプラクティック和 甲府市古上条町502-1リサイアW203

サービス その他（サービス） カイ整体院 甲府市中央3-9-8

サービス その他（サービス） カウンセリングルーム　ルーチェ 甲府市屋形二丁目1-352F

サービス その他（サービス） カラオケbar　はなび
甲府市上石田３－８－１ハイツ田中１０
３

サービス その他（サービス）
カラオケスタジアムキングアー
サー甲府アルプス通り店

甲府市徳行２－５－９

サービス その他（サービス） カラオケチカラグループ MISSION甲府駅前店 甲府市丸の内2-16-1甲府富士急ビル1F

サービス その他（サービス） カラオケまねきねこ 甲府アルプス通り店 甲府市徳行２－１２－１５

サービス その他（サービス） からだケアサロン　りふ 甲府市大里町4459-5

サービス その他（サービス） からだほぐしMeMe 甲府市塩部1-5-17

サービス その他（サービス） グレースヒーリング 甲府市川田町933-26

サービス その他（サービス） くろねこ整体院 甲府市上今井町666ザホワイトハウスA102

サービス その他（サービス） コンビクション 甲府市朝気２丁目４番１３号

サービス その他（サービス） サロンMareEmiy 甲府市七沢町150―5

サービス その他（サービス） さんぼんパン 甲府市国玉町750-3

サービス その他（サービス） ジェイド 甲府市丸の内3-10-18

サービス その他（サービス） シャララ 甲府市上今井町１９４９－５

サービス その他（サービス） ジュエリー工房カズヤ 甲府市七沢町507-22

サービス その他（サービス） ジラフコンサルティング 甲府市山宮町467-3有賀方

サービス その他（サービス） スポーツボディケアサロン Aura
スポーツボディケアサロン Aura 
本店

甲府市住吉5丁目5-11

サービス その他（サービス） ちゃこの手本舗 甲府市貢川本町13-27

サービス その他（サービス） とらいあんぐる　MYーFIT 甲府市美咲1-2-14

サービス その他（サービス） なんでもやります便利隊 甲府支店 甲府市富竹2-4-20

サービス その他（サービス） にんじんうさぎ 甲府市山宮町１８１１－１２

サービス その他（サービス） バハギアＳＰＡ甲府店
甲府市国母８－４－１２ブルータウン１
階

サービス その他（サービス） ひろせスタジオ 甲府市湯村2-1-29

サービス その他（サービス） フトン巻きのジロー　甲府国玉店 甲府市国玉町９７３－１

サービス その他（サービス） プラズマサロンひだまり庵 甲府市池田3丁目14-22

サービス その他（サービス） フルリール甲府 甲府市大津町１５０９番地１

サービス その他（サービス） ヘルシーSPAサンロード 甲府市大里町4144-4

サービス その他（サービス） ベンリー甲府南西店 甲府市相生1-11-15

サービス その他（サービス） ボードゲームひろば 甲府市荒川1-8-18豊栄ビル201

サービス その他（サービス） ほぐし処ひまわり
甲府市大里町1827-1ドリームハウス石原
103

サービス その他（サービス） ボデガー 甲府市西高橋町190-1

サービス その他（サービス） ボデガー 甲府市上阿原町550

サービス その他（サービス） マイウェイジム 甲府市下石田２丁目１９番地１７号

サービス その他（サービス） まねきねこ 甲府アルプス通り店 甲府市徳行２－１２－１５
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サービス その他（サービス） みき整体ラボ 甲府市中央1-1-7飯田ビル２F

サービス その他（サービス） もんでくじゃん 甲府西店 甲府市徳行1-8-13

サービス その他（サービス） やまなしレンタル 甲府市貢川本町5-10

サービス その他（サービス） ライフ・フォレスト 甲府市大里町2247-1101

サービス その他（サービス） らくーだポーチャイ
甲府市徳行3-13-13キヨクニアパートメン
トザハウス１－ｂ

サービス その他（サービス） らくーだポーチャイ
甲府市徳行3-13-13キヨクニアパートメン
トメントザハウス1-b

サービス その他（サービス） らくろう
甲府市上小河原町１０４１－５Tビル３０
８号室

サービス その他（サービス）
リーガルエキスパート司法書士事
務所

甲府市丸の内3丁目19-1

サービス その他（サービス） リフレクソロジーサロン足の裏 甲府市蓬沢1-16-35

サービス その他（サービス） リラクゼーションサロンresy 甲府市富士見2丁目11県営団地2-601

サービス その他（サービス） リラクゼーションゆあ 甲府市上石田2-32-10

サービス その他（サービス） りらくる 甲府バイパス店 甲府市向町517-1

サービス その他（サービス） レンタル着物マイン 甲府店 甲府市丸の内2-1-8駅前銀座ビル７階

サービス その他（サービス） ワールドクラスツールズ 甲府市山宮町58

サービス その他（サービス） 依田会計事務所 甲府市貢川本町13-6hanasora店舗2階

サービス その他（サービス）
黄土よもぎ蒸し　おうちサロン　
pampam

甲府市相生1-15-13

サービス その他（サービス） 温活&デトックスエステ　おまめ 甲府市向町593-1ハイツトザワ103

サービス その他（サービス） 株式会社バイコナミ 山梨営業所 甲府市大里町3131-1森下ビル103

サービス その他（サービス） 靴磨き専門店BASE 甲府市 上石田　1-17-22

サービス その他（サービス） 健美館 ギックリ腰110番店
甲府市 朝気　3-1-12 オギノイースト
モールショッピングセンター1階

サービス その他（サービス） 古谷淳 古谷音楽教室 甲府市美咲1-4-12

サービス その他（サービス） 幸せの丘　ありあんす 甲府市上曽根町4011

サービス その他（サービス） 甲斐リフレッシュ整体 甲府市住吉１丁目15-6

サービス その他（サービス） 甲府スポーツ整体院 甲府市中央2-6-26

サービス その他（サービス） 甲府市総合市民会館 甲府市青沼3-5-44

サービス その他（サービス） 合気道養神会 合気道山梨養神館甲府本部道場 甲府市城東5-2-4

サービス その他（サービス） 国母整体　スパイス 甲府市国母7丁目2-20

サービス その他（サービス）
山梨カイロプラクティックセン
ター

甲府市増坪町461ー2

サービス その他（サービス） 山梨甲府整体院
甲府市大里町１８７６−１ドリームハウス
3103

サービス その他（サービス） 山梨中央自動車教習所 甲府市横根町194

サービス その他（サービス） 酸素カプセル infinite 甲府市西油川町18-5

サービス その他（サービス） 似顔絵きらら 甲府市元紺屋町４２番地２４

サービス その他（サービス） 写真&編集スタジオ　バディ 甲府市大里町432

サービス その他（サービス） 手もみ処　りもあ 甲府市国母5-5-21

サービス その他（サービス） 小口亮平税理士事務所 甲府市高畑1-13-28

サービス その他（サービス） 小松電工 甲府市富士見２丁目８番２１号

サービス その他（サービス） 小澤畳工業所 甲府市富士見2-8-19
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サービス その他（サービス） 心体健康スタジオみらい
甲府市富士見1－2－12グローブライト事
務所1号

サービス その他（サービス） 水無月 甲府市城東1-10-7

サービス その他（サービス） 整体サロンあ・うん
甲府市小瀬町500-1ディアスサカモトA-
102

サービス その他（サービス） 整体院　翔 甲府市湯村2丁目4－26DハウスA号室

サービス その他（サービス） 石井テニスアカデミー 甲府校 甲府市住吉5-14-1

サービス その他（サービス） 占いの館千里眼 甲府駅前店 甲府市丸の内2丁目1-9

サービス その他（サービス） 川手整体 甲府市上石田3-1-19メゾン田中105

サービス その他（サービス） 相川行政書士事務所 甲府市丸の内2-19-8

サービス その他（サービス） 総合整体 チェリオ 甲府市住吉1-11-2

サービス その他（サービス） 総合探偵社ガルエージェンシー 甲府中央店 甲府市徳行3-9-34藤ビル201

サービス その他（サービス） 大宣堂印刷 本店 甲府市中央１－１２－３１

サービス その他（サービス） 滝沢無線株式会社 写真のアリーナ甲府 甲府市飯田2-3-6

サービス その他（サービス） 田中カイロプラクティック院 甲府市国母3-4-16

サービス その他（サービス） 湯村自動車学校 甲府市塩部２－２－１５

サービス その他（サービス） 藤原会計事務所 甲府市川田町アリア203

サービス その他（サービス） 日独宝石研究所 甲府市古上条町824-5

サービス その他（サービス） 日本チェアスノーボード協会 甲府市下石田2-8-6

サービス その他（サービス） 美保姿きもの総合学院 甲府校 甲府市住吉2-3-32

サービス その他（サービス） 美容の小箱 甲府市丸の内3-4-6京栄ビル１階

サービス その他（サービス） 富士山税理士 甲府事務所 甲府市上石田1-3-18-3F

サービス その他（サービス） 冨士健幸
甲府市 大手　１丁目２番２１号 イノ
ベーションベースSoie102

サービス その他（サービス） 本川修一税理士事務所 甲府市酒折町1340-10

サービス その他（サービス） 夢咲 甲府市住吉4-4-14

サービス その他（サービス） 癒しの宮　ここん 甲府市小瀬町651-2

サービス その他（サービス） 癒し空間mahalo 甲府市丸の内1-19-212階

サービス その他（サービス） 有限会社エムズ 甲府市貢川本町１８番地３

サービス その他（サービス） 有限会社ディバイン 甲府市宮原町１９１番地１

サービス その他（サービス） 料理代行ゴリラキッチン 甲府市 城東　5-17-25

サービス その他（サービス） 腱引き　山梨甲府道場 甲府市千塚2-1-26

サービス その他（サービス）
鍼灸・マッサージ・スピリチュア
ル　だるま堂

甲府市小瀬町102-4-201小瀬団地

サービス その他（サービス） 折井光写真事務所 甲府市 湯村　３－１－２６

交通 タクシー かいごタクシーフラワー 甲府市湯村3-19-21

交通 タクシー みちるの介護タクシー
甲府市住吉５丁目２５番３２号Ｉ－ＳＯ
ＨＯ－Ａ

交通 タクシー 幸タクシー 甲府市幸町23-8

交通 タクシー 甲斐延タクシー 甲府市徳行1-6-24

交通 タクシー 合同タクシー 甲府市大和町1番48号

交通 タクシー 国母観光自動車 甲府市国母五丁目５－７
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交通 タクシー 山梨交通 甲府市飯田３丁目２番３４号

交通 タクシー 相互タクシー 甲府市北口２丁目９番１２号

交通 タクシー 第一交通　甲州 甲府市富士見2-1-62

交通 タクシー 第一交通　山梨 甲府市富士見2-1-62

交通 タクシー 第一交通　武田 甲府市富士見2-1-62

交通 タクシー 中央タクシー 甲府市古上条町１５４－６

交通 タクシー 中央タクシー山梨営業所 甲府市高畑1-2-17

交通 タクシー 南西タクシー 甲府市上石田3-3-20

交通 タクシー 美咲タクシー 甲府市美咲2丁目10番21号

交通 タクシー 舞鶴タクシー 甲府市青沼２丁目24-1

交通 タクシー 末広タクシー 甲府市国玉町８１１番地８

交通 タクシー 有限会社 幸タクシー 甲府市幸町２３－８

交通 宅配業 清瀬運送グループ 本店 甲府市音羽町3-7

交通 宅配業 赤帽　ムラサキ運送 甲府市川田町816-1サンハイツ川田205

交通 運転代行業 Fit代行 甲府市上今井町2460ハイツクボタ101

交通 運転代行業 GT代行サービス 甲府市高畑1-21-21

交通 運転代行業 ＪＡＰＡＮ運転代行 甲府市大津町1349

交通 運転代行業 My運転代行サービス 甲府市伊勢1-1-9

交通 運転代行業 TK運転代行 甲府市大里町4449-1サザンクロスA号室

交通 運転代行業 アスク代行 甲府市大和町1-53NDSビル3F

交通 運転代行業 グローバル代行社 甲府市大里町2348-2

交通 運転代行業 ダイナマイト代行 甲府市宮原町１３５０－５５

交通 運転代行業 ハローパーキング 甲府市下石田2-8-6

交通 運転代行業 ハロー代行 甲府市下石田2-8-6

交通 運転代行業 大国運転代行 甲府市国母４丁目２２番９号

交通 運転代行業 大里代行 甲府市堀之内町２０番地１

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 NAP bed and lounge 甲府市中央4-3-25

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ゲストハウスソノママ 甲府市丸の内2-12-8

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 センティアホテル内藤 甲府市相生2-3-16

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ビジネスホテル あづま 甲府市丸の内3-4-11

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ビジネスホテル 美奈月 甲府市丸の内3-19-10

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ビジネスホテルニシコー 甲府市丸の内1ー19ー1

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ビジネス旅館末広 甲府市丸の内2-14-4

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテル1-2-3 甲府市国母8-1-1

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテルシーラックパル 甲府 甲府市徳行3-11-9

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテルたちばな 甲府市丸の内１－７－４

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテルルートイン 甲府 甲府市富竹２－２－２４
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宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテル菊富士 甲府市朝日４丁目６番２号

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテル吉野 甲府市湯村３丁目１１番１４号

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテル談露館 甲府市丸の内１丁目１９番１６号

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ホテル内藤甲府昭和 甲府市国母７－１２－３

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 ユムラ銀星 甲府市湯村3-2-32

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 奥湯村温泉　紅椿の湯 甲府市羽黒町１５２０

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 格安ホテルfreestyle 甲府市中央4-4-13

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 楽水園 甲府市湯村１－１１－５

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 株式会社クア・アンド・ホテル 甲府プリンスホテル朝日館
甲府市朝日2-5-13甲府プリンスホテル朝
日館

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場
株式会社ホテルニューステーショ
ン

ホテル　ニューステーション 甲府市北口１丁目４番１５号

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 菊水旅館 甲府市上曽根町１８７０番地

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 源泉湯燈屋 甲府市上阿原町590-3

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 古名屋ホテル 甲府市中央1丁目7-15

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 甲府記念日ホテル 甲府市湯村３－２－３０

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 昇仙峡渓谷ホテル 甲府市高成町１００7

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 城のホテル 甲府 甲府市丸の内１－４－１８

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 青雲荘 甲府市猪狩町383

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 柳屋 甲府市湯村３－１６－２

宿泊 ホテル・旅館・レジャー・浴場 旅館明治 甲府市湯村３－１０－１４
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