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センベロ 甲州店 甲州市 塩山下於曽１３１７－３　なりまち２０２ 飲食店 JS-0003-0237

炭火焼肉おおとり 甲州市 塩山上於曽９１７－６ 飲食店 JS-0000-7455

フレンチダイニング竜 甲州市 塩山赤尾５９５－１ 飲食店 JS-0000-4154

レストラン シャンモリ 甲州市 勝沼町下岩崎１４５３ 飲食店 JS-0001-4820

BistroMillePrintemps 甲州市 勝沼町下岩崎２０９７－１　　 飲食店 ZN-0001-3276

カフェカーサダノーマ 甲州市 勝沼町勝沼３１８１　原茂ワイン２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4341

フラワーショップはなやさん 甲州市 塩山下於曽１３８６－１ ショッピング JS-0005-2459

窪田精肉店 甲州市 塩山千野３８５２－３　　 ショッピング PK-0000-8241

盛田甲州ワイナリー 甲州市 勝沼町勝沼２８４２ ショッピング JS-0001-9551

Antique 甲州市 塩山下於曽１０４１ サービス JS-0003-3612

田辺自動車 甲州市 塩山上於曽８７５－１ サービス JS-0004-7310

Smau 甲州市 塩山千野６５４－７ サービス JS-0003-3295

KINGSWEll 甲斐市 下今井２４４６　　 飲食店 ZN-0001-3277

甲州地どり庵一π 甲斐市 下今井２４７１－１ 飲食店 JS-0003-5954

食卓 Labo88 甲斐市 下今井２７０７－１　スコール赤坂Ｄ 飲食店 JS-0004-1483

すし 礎 甲斐市 下今井２７６３ 飲食店 JS-0001-0111

えがお屋竜王店 甲斐市 玉川１５１９－２　　 飲食店 ZN-0001-3323

焼肉ジュゲン 甲斐市 玉川１７２－１　　 飲食店 ZN-0001-3433

甲州ほうとう 小作 竜王玉川店 甲斐市 玉川２３４　　 飲食店 ZN-0001-3291

清りゅう 甲斐市 玉川４７６－３　　 飲食店 ZN-0001-3427

うなよし 甲斐市 篠原２６６８－３ 飲食店 JS-0005-2011

TheCAFEL．D．K 甲斐市 篠原２７４－１　　 飲食店 ZN-0002-2536

ゴルフバー＆ダイニングブービーズ 甲斐市 篠原８３４ 飲食店 JS-0001-5203

Tomato 甲斐市 中下条２０３６－４ 飲食店 JS-0002-5614

焼肉もう家 甲斐市 中下条６５７－５ 飲食店 JS-0000-9327

ジャルダンアッシュ 甲斐市 島上条３０７０ 飲食店 JS-0002-0348

深川 甲斐市 名取６５６－１ 飲食店 JS-0001-1784

焼肉 四季 甲斐市 竜王１１５５－１ 飲食店 JS-0001-4837

炭火串焼き 鈴いち 甲斐市 竜王１２８４－１ 飲食店 JS-0003-3390

食彩ぐぅ 甲斐市 龍地３２９６－３ 飲食店 JS-0003-7111

沢庵 甲斐市 龍地３５７９－８ 飲食店 JS-0001-4348

フラワ－ショップマツオ　アピタフタ 甲斐市 志田６４５　ラザウォ－ク内　　 ショッピング PK-0000-8821

GRACE 甲斐市 西八幡１２２５－３　 ショッピング SL-2000-1655

［HC］株式会社もちでん 甲斐市 西八幡２５５７－３ ショッピング JS-0001-9070

LS BALLERS 甲斐市 西八幡３６４７－２　ロワフルール１Ｆ－４ ショッピング SL-2000-4124

アジアン家具・雑貨 YAYAPAPUS 甲斐市 長塚１６４－５ ショッピング JS-0000-6988

BASKETCOUNT 甲斐市 長塚２１２－７ ショッピング JS-0001-4540

満足屋 竜王本店 甲斐市 富竹新田１６４７　 ショッピング SL-2001-0738

ケ－キアットク－ 甲斐市 龍地２４３８－１６　　 ショッピング PK-0000-8819

Crystal Kingdom 甲斐市 龍地２７５３－３ ショッピング JS-0001-6389
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BASTA 甲斐市 下今井２７０７－１　スコール赤坂Ｃ サービス JS-0003-4807

トゥルートラスト 甲斐市 西八幡１４１２　　 サービス ZN-2000-6531

美容室ハッピーヘアー 西八幡店 甲斐市 西八幡２６０１－１　オギノ西八幡店 サービス JS-0001-5584

Hair Merci 甲斐市 西八幡３７００－３　西八幡店舗３ サービス JS-0001-5723

lohas hair smile 甲斐市 西八幡４０４４－２　菊池ビル１Ｆ サービス SL-2000-9377

ノア動物病院敷島病院 甲斐市 中下条１３６２－６　サン・ヤマモトビル サービス JS-0001-3943

b － right 甲斐市 中下条１９６０－１ サービス JS-0004-4617

Healia 甲斐市 長塚１４７－１ サービス JS-0002-9728

美容室 KIRINHOUSE 甲斐市 島上条１５０－８ サービス JS-0001-5644

HairSpaceanG － L 甲斐市 島上条１８７－１　　 サービス ZN-0002-8149

CHARMERS 甲斐市 島上条６４９－８ サービス JS-0000-7686

エンゼル動物病院 甲斐市 富竹新田１５８４－６ サービス JS-0001-5543

有限会社名取自工 甲斐市 竜王新町１２８１ サービス JS-0003-8991

freak ambient 甲斐市 龍地４４９４－１ サービス JS-0001-5601

UN PLUS 甲斐市 龍地４５５１－１　龍地平屋店舗１０１ サービス JS-0002-7376

サイボディ響ヶ丘店 甲斐市 龍地３６４９－１－２ その他 JS-0003-6960

居酒屋一休 甲府市 下河原町１－２２ 飲食店 JS-0001-9681

蕎麦屋さけ処六味庵 甲府市 下石田２－１６－２４　タカノマンションＡー２ 飲食店 SL-2001-0996

Spuntino バルめし！ 甲府市 下石田２－１６－２４　タカノマンションＡー４ 飲食店 SL-2001-0816

TAMARIBAR 甲府市 下石田２－２２－７　サンエイビル２０３ 飲食店 JS-0005-4894

みな実 甲府市 下曽根町３６３－１ 飲食店 JS-0000-9643

ラ・リシェスエルモイゾーラ 甲府市 丸の内１－１－２５　夢小路Ｊ棟 飲食店 JS-0005-9180

あくつ 甲府市 丸の内１－１４－１９　日原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3373

酒場日々 甲府市 丸の内１－１５－８　三星ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5518

ナポリ甲府中央 甲府市 丸の内１－１６－２０　　 飲食店 ZN-0001-3365

大阪鉄板フジケン 甲府市 丸の内１－１７－１６ 飲食店 JS-0005-9326

銀次 甲府市 丸の内１－７－１　上田ビル 飲食店 JS-0000-9365

甲州ほうとう小作 甲府駅前店 甲府市 丸の内１－７－２　　 飲食店 ZN-0001-3287

四文屋甲府駅前店 甲府市 丸の内１－７－３　　 飲食店 ZN-0001-3358

魚の四文屋甲府駅前店 甲府市 丸の内１－７－３　さかえやビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3371

奥藤本店甲府駅前店 甲府市 丸の内１－７－４ 飲食店 JS-0000-6580

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３Ｆ 飲食店 JS-0002-9263

古板に太鼓 甲府市 丸の内２－１６－１９　　 飲食店 ZN-0001-3425

旬菜そばかさふじ 甲府市 丸の内２－２－７ 飲食店 JS-0001-4326

酒場らっぱ 甲府市 丸の内２－２９－５　たちばな屋ビル１Ｆ－北　 飲食店 ZN-2000-5666

うなぎ串焼きういち 甲府市 丸の内２－４－７　丸二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3275

沖縄料理てだこ家 甲府市 丸の内２－７－１２　　 飲食店 ZN-0001-3424

はる将 甲府市 丸の内３－１０－２ 飲食店 JS-0001-4791

焼鳥ぶんぶん丸 甲府市 丸の内３－２６－１３ 飲食店 JS-0005-7906

甲州ワインステーキ BEL － Marin 甲府市 向町１７９－３　　 飲食店 ZN-0001-3422

花春寿司 甲府市 向町５１８－１ 飲食店 JS-0001-4349

甲州ほうとう小作美術館前 甲府市 貢川１－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-3292

たまや甲府南店 甲府市 高室町１１－５ 飲食店 JS-0000-8555

Taiwan 居酒屋ごちや 甲府市 高畑２－１９－６　クレインビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5588
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PRANK 甲府市 国玉町１０６０－１ 飲食店 JS-0001-2987

魚の仕事人「樹」 甲府市 国玉町８２６ 飲食店 JS-0003-2200

N IssHin 甲府市 国母４－１６－１９ 飲食店 JS-0005-9059

うまいもん酒場あやの甲府昭和店 甲府市 国母７－１２－３　ホテル内藤昭和１Ｆ 飲食店 JS-0004-1004

8cafe 国母店 甲府市 国母７－１２－４３　　 飲食店 ZN-0001-3263

活・粋すし長 甲府市 国母７－４－２７ 飲食店 JS-0001-6323

手打そば 奥藤本店 甲府市 国母７－５－１２ 飲食店 JS-0000-6708

千鳥 甲府市 国母８－１－５　ミルハウス１０３ 飲食店 JS-0003-5771

居酒屋みつ屋 甲府市 国母８－５－１６　　 飲食店 ZN-0001-3431

さ蔵 Jr． 甲府市 桜井町１５０－６ 飲食店 JS-0003-3195

洋風居酒屋ますかっと 甲府市 桜井町３１４　　 飲食店 ZN-2000-4410

寿司処ちひろ 甲府市 寿町１－４　コラニー文化ホール前 飲食店 JS-0002-0987

海鮮ひろばとと屋 甲府市 住吉３－１－２４　　 飲食店 ZN-2000-2371

ダイニング枕 甲府市 住吉５－１－２１　ジョイステージ樋口 飲食店 JS-0000-3339

dining bar LOCC 甲府市 上石田２－３９－１７　ピュアハウス２Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0002-9137

すし処いけや 甲府市 千塚２－４－２４ 飲食店 JS-0001-4350

雲流 甲府市 千塚４－１３－２６ 飲食店 JS-0000-4324

キャセロール 甲府市 善光寺町２７６９ 飲食店 JS-0001-4328

薩摩酒房そつのんごろ 甲府市 相生１－１－１１　アカオビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5938

佐渡屋 甲府市 相生２－３－１３ 飲食店 JS-0001-0109

北海屋中央店 甲府市 相生２－３－１６　センティアホテル内藤１Ｆ 飲食店 JS-0001-1157

串ラボ 甲府市 大里町１５６０－５　　 飲食店 ZN-0001-3426

北海屋大里本店 甲府市 大里町４２５４－１ 飲食店 JS-0001-1156

焼肉たまほ 甲府市 大里町８９０－１　　 飲食店 ZN-2000-6923

ビストロ萄 pe’ 溜 甲府市 中央１－１－１０ 飲食店 JS-0000-8964

ふぐ海鮮さんせん甲府店 甲府市 中央１－１－１１　第２ＦＰビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3346

てっぱん秀 甲府市 中央１－１－１４ 飲食店 JS-0000-5933

小料理克 甲府市 中央１－１－１８　　 飲食店 ZN-0001-3401

風月堂 甲府市 中央１－１－２３　　 飲食店 ZN-2000-7233

ダイニングアミューズメントバー EBL 甲府市 中央１－１２－３　大久保パーキングビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3309

串処 ほとり 甲府市 中央１－１－２３　風月堂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9574

DININGTOMO 甲府市 中央１－１２－５　五光ビル　　 飲食店 ZN-2000-2895

日本料理 釜めしたぬき 甲府市 中央１－１４－８　　 飲食店 ZN-0001-3384

炭焼ホルモン春日のちゃぶ台 甲府市 中央１－１５－９ 飲食店 JS-0005-8297

若荒井 甲府市 中央１－１８－７　　 飲食店 ZN-0001-3398

濃厚水炊きかぐら 甲府市 中央１－２０－１７ 飲食店 JS-0005-8299

ぎり舎 甲府市 中央１－２０－２０ 飲食店 JS-0002-4588

やまぶき 甲府市 中央１－２０－２３　オリンピック通り 飲食店 JS-0005-9682

まねこ家 甲府市 中央１－２０－３ 飲食店 JS-0004-1759

とん吉 甲府市 中央１－２０－３　ニュー銀座街１Ｆ 飲食店 JS-0002-3254

じゃじゃまる甲府中央店 甲府市 中央１－２－１０　万世ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7048

弁天堂 甲府市 中央１－２－２　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5616

BRAVE 甲府市 中央１－３－７　甲府１０１ 飲食店 JS-0003-7881

AMULET 甲府市 中央１－３－７　甲宝シネマ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2573
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バガボンド Jr 甲府中央店 甲府市 中央１－４－９　　 飲食店 ZN-0001-3300

ボンマルシェ 甲府市 中央１－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-3396

千成寿司 甲府市 中央１－５－１４ 飲食店 JS-0000-1063

CAFE ＆ WINETROLL 甲府市 中央１－５－６　　 飲食店 ZN-0001-3375

甲州・車屋 甲府市 中央１－６－１０　　 飲食店 ZN-2000-4097

甲州焼肉奏 甲府市 中央１－６－１８　　 飲食店 ZN-0001-3377

ブラッスリー山梨 甲府市 中央１－６－４　 飲食店 SL-2000-6656

甲府ぐるめ横丁 甲府市 中央１－６－４　芳野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5345

魚屋ちから 甲府市 中央１－６－８　完幸ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3415

レストランバー SAIKI 甲府市 中央１－７－７　　 飲食店 ZN-0001-3274

カフェ杢糸 甲府市 中央２－５－２７ 飲食店 JS-0005-4561

みな与商事 甲府市 中央３－１１－２０　　 飲食店 ZN-0002-6564

レストランバーアルフィー 甲府市 中央４－３－１９　桜商事ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3383

コットンクラブ 甲府市 中央４－３－２０ 飲食店 JS-0002-0945

小料理哲 甲府市 中央４－４－２４ 飲食店 JS-0001-2717

手打そば奥村本店 甲府市 中央４－８－１６　　 飲食店 ZN-0001-3296

治作鮨 甲府市 中央４－８－１９ 飲食店 JS-0002-7956

日本料理早川 甲府市 中央５－７－２１　　 飲食店 ZN-0001-3417

新世館 甲府市 中小河原町５７５－１ 飲食店 JS-0001-7434

焼肉 ばんばん 甲府市 長松寺町１３－４５　 飲食店 SL-2000-0515

炭焼 Bistro 炭香 甲府市 湯田２－５－２１ 飲食店 JS-0002-3389

PHO HANOI 甲府市 徳行１－１１－１３ 飲食店 JS-0005-1555

かごのとり 甲府市 徳行２－１－１　ピーチプラザビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1068

鮨処やすけ 甲府市 徳行２－５－３　テラスショップＣ 飲食店 JS-0002-3329

Dullix 甲府市 徳行２－８－１５　ウェルネスゾーンＡ－１７　 飲食店 ZN-2000-6427

創作居酒屋 Plus 甲府市 徳行３－７－６　コスモＭ１０１ 飲食店 JS-0002-3312

HENRY ＆ HENRY 甲府市 徳行３－７－６　コスモＭ１０３ 飲食店 JS-0001-7919

焼肉しん 甲府市 徳行４－１２－１　　 飲食店 ZN-0001-3278

味処 甲府市 徳行５－１３－２２ 飲食店 JS-0002-4400

和食あかざわ 甲府市 宝２－１９－４ 飲食店 JS-0001-7716

キーズカフェ時夢創屋 甲府市 蓬沢１－２３－８　 飲食店 SL-2000-2633

甲州ほうとう小作 北口店 甲府市 北口１－４－１１　　 飲食店 ZN-0001-3290

鉄板 genten 甲府市 北口２－４－１５　武井ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-3316

和の食鮨やまむら 甲府市 緑が丘１－１５－１０　　 飲食店 ZN-2000-7360

丹澤電機 甲府市 伊勢１－１０－３ ショッピング JS-0005-7258

土屋眼鏡店 甲府市 伊勢１－３－９ ショッピング JS-0005-3669

フラワ－ショップマツオ　イッツモア 甲府市 塩部１－１－１０　　 ショッピング PK-0000-8816

かぶとや 甲府市 屋形３－７－１５ ショッピング JS-0004-0469

OEUF Feria 店 甲府市 下石田２－２９－４　フェリアビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4525

かいや本社 甲府市 下曽根町３３３０－１ ショッピング JS-0005-1782

道がまっすぐ 甲府市 丸の内１－１－２５　甲州夢小路　 ショッピング ZN-0002-2855

葡萄屋 kofu 夢小路店 甲府市 丸の内１－１－２５　甲州夢小路Ｆ１０４　 ショッピング ZN-0003-1531

オリゾンチス 甲府市 丸の内１－１４－１４　オリオン共同ビル１０３ ショッピング JS-0005-5269

TOLABO 甲府市 丸の内１－１４－１４　オリオン共同ビル１０４　 ショッピング ZN-0002-2195
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Jewels ＆ Things 甲府市 丸の内１－１４－１４－１０９ ショッピング JS-0002-3984

Diana 甲府市 丸の内１－１５－１０ ショッピング JS-0001-7920

ビッキー 甲府市 丸の内１－１５－８　オリオン西ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6759

トレジャー 甲府市 丸の内１－１６－３　ココリ１０９　 ショッピング ZN-0002-6354

ブティックふうげつ 甲府市 丸の内１－２１－１５　岡島デパート１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4182

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１Ｆ ショッピング JS-0002-4551

WOMAN 甲府市 丸の内１－８－９　　 ショッピング ZN-0002-4178

ビーウェイ甲府 甲府市 丸の内２－１－８　タムラビル３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2875

自然食品有機村 甲府市 貢川１－６－２３　　 ショッピング ZN-0002-6385

nu － ito　factory 甲府市 貢川２－１－１１　１Ｂ　　 ショッピング PK-0000-8451

nativesurf 甲府市 貢川本町７－２４　　 ショッピング ZN-0002-2712

SUNDAY 甲府市 国母１－１９－９　　 ショッピング ZN-0002-4195

リゾート・インテリア・スタジオ 甲府市 国母３－１１－１７ ショッピング JS-0002-6520

二木ゴルフ 甲府店 甲府市 国母８－１１－４２　 ショッピング AX-2000-0043

HOOPTIE 甲府市 国母８－２－５　ヴィラ雨宮１Ｆ ショッピング JS-0004-5359

プロキッチン えびす 甲府市 桜井町１４４－１ ショッピング JS-0003-1577

SUN コーポレーション 甲府市 桜井町３０８ ショッピング JS-0001-7436

翔雲 甲府市 山宮町８８５－３－２ ショッピング JS-0000-0720

ポケットハウス 甲府市 酒折１－４－８　　 ショッピング ZN-0002-2471

フラワーマーケット 甲府市 寿町４－１ ショッピング JS-0004-4180

JOYFIT 甲府 甲府市 住吉３－３０－５ ショッピング JS-0001-3672

美容室＆写真館 夢咲 甲府市 住吉４－４－１４ ショッピング JS-0002-2777

LURA 甲府店 甲府市 上阿原町４１７－１　スモールワールドオフィス ショッピング JS-0004-2912

寝具の望月バイパス店 甲府市 上阿原町４２２－１ ショッピング JS-0001-7931

DOGFUN 甲府市 上町２９４－３ ショッピング JS-0000-5104

光和堂薬局 甲府市 城東２－１０－１５ ショッピング JS-0005-7553

CHUMMY ＇ S MARKET 甲府店 甲府市 城東４－１６－１０　保坂ハイツ１０６ ショッピング SL-2001-0923

DELIS 甲府市 相生２－３－１１ ショッピング JS-0002-7141

篠原貿易株式会社 甲府市 相生２－４－１５　 ショッピング SL-2000-7855

ジュエリーコンシェルジュ 甲府市 相生２－４－１５　篠原貿易ビル２F ショッピング SL-2000-2025

武川靴店 甲府市 中央１－１－２２ ショッピング JS-0005-3705

Lupinus 甲府市 中央１－５－６ ショッピング JS-0005-8473

BEAM 甲府市 中央４－４－２７　　 ショッピング ZN-0002-2265

山梨リオン補聴器センター 甲府市 中央５－２－２９ ショッピング ZN-2000-1608

ボンスポーツ 甲府市 中小河原町５６８－３ ショッピング JS-0002-8742

甲斐水晶工芸（株） 甲府市 猪狩町３８４－１ ショッピング JS-0002-3033

花幸 甲府市 朝日１－１０－１　　 ショッピング ZN-0002-6863

HANAICHI ーハナイチ 甲府市 朝日１－１０－４　 ショッピング SL-2000-0933

Sunflower 甲府市 朝日１－５－２　清水ビル１Ｆ－Ａ ショッピング JS-0000-7742

メガネ・トケイ ユキエ 甲府市 朝日２－１６－１４ ショッピング JS-0001-7914

（有）タマヤ商店 甲府市 朝日４－１－２　 ショッピング SL-2000-6911

子供服 ファミーユ 甲府市 朝日５－５－９　 ショッピング SL-2000-2474

美肌工房 SATOSHIYA 甲府市 朝日５－６－１１　 ショッピング SL-2001-0094

クロスワンショップ 甲府市 天神町１１－３５　独立行政法人国立病院機構甲府病院内　 ショッピング ZN-2000-0335
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ヤマグチ薬局甲府店 甲府市 徳行１－７－３５　　 ショッピング ZN-2000-4857

Gardener’s drawer 甲府市 徳行１－９－２７ ショッピング JS-0004-0582

サントレ 甲府市 徳行２－８－１５　ウェルネスゾーンＡ－５ ショッピング JS-0001-4656

カルノーサ 甲府市 徳行３－１３－２２ ショッピング JS-0003-9396

寝具の望月 甲府市 美咲２－１６－１７ ショッピング JS-0001-7932

スマイル 1 甲府市 富竹１－１１－１４ ショッピング JS-0001-9591

キッチングッズ えびす 甲府市 富竹１－３－２６ ショッピング JS-0003-1576

remercie 甲府市 伊勢２－１０－１１ サービス JS-0002-8240

Merci 甲府市 屋形２－３－２３ サービス JS-0002-3319

トゥルートラスト un 下石田店 甲府市 下石田２－１５－７　　 サービス ZN-0003-1096

HairroomLeboisum 甲府市 下石田２－１６－２０　秋元ビル１Ｆ サービス JS-0000-7911

VIVINAIL 甲府市 下石田２－１６－２２　HAKUYOU ビル１０２ サービス JS-0001-3982

GALA HAIR 甲府市 丸の内１ー１７ー３　 サービス SL-2000-2973

HairSalonRULER 甲府市 宮原町１２２６－１ サービス JS-0001-1529

LuxurystyleRICH 甲府市 宮前町１－１８　国際ビル１Ｆ サービス JS-0000-6778

a － lifehair 甲府市 後屋町３７１－２ サービス JS-0000-5507

Metier 甲府市 幸町６－１３ サービス JS-0001-1911

イン東京 甲府店 甲府市 貢川本町１２－１ サービス JS-0000-1405

ballo salon 甲府市 貢川本町４－２６　VIVRE ２１　１０１ サービス JS-0002-7409

hairroommite 甲府市 国玉町９４３－１ サービス JS-0000-6567

PC ドクター 甲府市 国母１－１２－１８ サービス JS-0003-0846

ウエノ薬局 甲府市 国母１－４－７ サービス JS-0001-3899

ラポール・沙羅 甲府市 山宮町１２９９－１５ サービス JS-0003-9568

タンブレロカ－ズ 甲府市 七沢町３２６－１　　 サービス PK-0000-7814

スプリング・ブリーズ 甲府市 上今井町９５１－７ サービス JS-0000-1381

ビジュ 甲府市 上石田１－８－８ サービス JS-0002-7461

LILY 甲府市 上石田２－３－１０ サービス JS-0002-7398

puravida 甲府市 上石田３－７－３　レセーナ１F サービス SL-2000-5613

Coubertin 甲府市 上町２７５－２　　 サービス ZN-2000-5633

クレエルージュ 甲府市 城東３－１２－２０　　 サービス ZN-0002-8148

ノア動物病院城東センター病院 甲府市 城東３－４－１５ サービス JS-0001-3944

naughty．id 甲府市 川田町９４５－４　 サービス SL-2000-6661

芹澤美容院 甲府市 太田町１０－１０　　 サービス ZN-0002-9657

HairroomNoel 甲府市 大里町２３３１－３　Ａ サービス JS-0001-4355

サロン・ド・ボテヴェール 甲府市 中央１－１５－８　第２丸忠ビル３Ｆ サービス JS-0001-4345

シャトー・ドゥ・クープ 甲府市 中央１－２－１０　きぬやビル２Ｆ サービス JS-0001-6713

たま動物病院 甲府市 中央３－１１－３２ サービス JS-0001-6618

LUNARIA 甲府市 中央４－８－２　上杉ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9645

ハァースト ビューティハウス 甲府市 中小河原１－１１－１１ サービス SL-2000-8366

FEED ヘアサロン 甲府市 中小河原１－１１－１１ サービス SL-2000-8367

レンタルのニッケン 甲府営業所 甲府市 中小河原町７３１ サービス JS-0003-1890

HYhairworks 甲府市 朝気１－９－６　辻ビルＡ１０２ サービス JS-0002-5278

Orb 甲府市 朝日２－１０－５ サービス JS-0001-6699

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 JS-0005-7858
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HAIRLABOLazoo 甲府市 長松寺町７－１２　１Ｆ サービス JS-0003-3674

LEON 甲府市 湯村１－１２－３ サービス JS-0001-9128

IMAMURA 甲府市 湯村１－１２－４ サービス JS-0002-8237

フォレ・ドゥ・クープ 甲府市 湯村１－９－２６ サービス JS-0001-6769

整体院 信玄 甲府市 徳行２－１０－１７　ウェルネスゾーンＢ棟Ｔ サービス JS-0002-7331

らく～だポーチャイ 甲府市 徳行３－１３－１３　１０２号　 サービス ZN-2000-1474

さくら調剤薬局　甲府店 甲府市 富士見１－５－１９ サービス JS-0001-0927

Mimpi 甲府市 富竹１－２－２６ サービス JS-0000-5141

background 甲府市 北口２－５－１４　２Ｆ サービス JS-0003-7496

CHARME corso como 甲府市 北口２－９－１２　ニシコウビル１－２ サービス JS-0000-7753

Pledge 甲府市 里吉４－３－１３ サービス JS-0001-1724

G － SWATSHOPYAMANASHI 甲府市 和戸町１０８８－３ サービス JS-0001-9778

ZELE 向町 甲府市 和戸町５４２－１ サービス JS-0001-7572

イン東京 甲府東店 甲府市 和戸町９９３－２ サービス JS-0000-1427

カラオケスタジアム 甲府北口店 甲府市 元紺屋町３－１２ エンターテインメント JS-0002-3960

ナオル薬品 甲府市 住吉５－１８－２６　 その他 SL-2000-9391

お食事処歩成 山梨市 上神内川１２３４ 飲食店 SL-2000-9334

寿司割烹いづ屋 山梨市 上神内川２－１ 飲食店 JS-0004-2933

にく屋 燦火肉 山梨市 万力２０５７－４ 飲食店 JS-0001-7793

松陽軒　長崎 山梨市 一町田中１１０２－３　　 ショッピング PK-0000-8854

Eclat Puissance 山梨市 一町田中９４０－１　 ショッピング SL-2000-1652

（有）サトウオートショップダイハツアビレ 山梨市 下栗原４６４－１ ショッピング JS-0001-9779

おしゃれと制服の店　ナカムラヤ 山梨市 小原西１１４７－５　　 ショッピング PK-0000-8463

Luhur 山梨市 上神内川１１７１－１　ＴＩビル１Ｂ　 サービス ZN-0002-8145

フィーネヴァレンテ 山梨市駅前店 山梨市 上神内川１５２６　マルキビル１Ｆ サービス JS-0002-8900

KIKI 山梨市 上神内川６１　フレッツタカノ１０８ サービス JS-0003-7202

カラオケスタジアム山梨店 山梨市 落合２６４ エンターテインメント JS-0000-7819

アートショップ メッセージ 山梨市 江曽原１３８８　フルーツパーク富士屋ホテル内 その他 SL-2000-3333

富士薬局 山梨市 上神内川４７　 その他 SL-2000-1431

お食事処あやの上野原本店 上野原市 上野原１７０９－１ 飲食店 JS-0004-0857

山下自動車 上野原市 上野原１１５２ ショッピング JS-0004-4507

せきもと 上野原市 棡原２７４９－１ ショッピング JS-0005-2171

さくら調剤薬局　上野原店 上野原市 上野原３６４６－１ サービス JS-0000-9913

割烹 とりしん 西八代郡 市川三郷町市川大門１７７－１　 飲食店 SL-2000-7208

ケーアンドカーズ 西八代郡 市川三郷町高田１８０－３ サービス JS-0001-1560

芦沢カメラ店 西八代郡 市川三郷町市川大門１７６８－３　 サービス PK-0000-9123

市川大門調剤薬局 西八代郡 市川三郷町市川大門４４１－１ サービス JS-0003-3032

有限会社 土屋輪業 大月市 御太刀１－１－１５　 ショッピング SL-2000-7292

SHOTROCKJAPAN 大月市 大月３－１－２２ ショッピング JS-0005-7821

OSSCLOTHING 大月市 大月町真木４２－２ ショッピング JS-0001-3529

トミ美容室大月 大月市 大月２－５－２ サービス JS-0001-7518

大月市薬剤師会会営大月調剤薬局 大月市 大月町花咲１２６４－４ サービス JS-0001-3565

JustOne 大月市 大月町真木４０４８　 サービス SL-2000-0724

French Bulldog 中央市 若宮２５－２　Neocity Ｆ１Ｆ－２ 飲食店 JS-0004-0215
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お食事処串焼きかめや 中央市 若宮２９－１ 飲食店 JS-0001-2664

どさん子×とり鉄玉穂医大前店 中央市 若宮２９－６　　 飲食店 ZN-0001-3366

飲み食い処 輪っしょい 中央市 若宮３１－１０ 飲食店 JS-0005-1822

イタリアンダイニングコネル 中央市 若宮３１－１０－１０１　サンタウン 飲食店 JS-0001-1253

焼肉希夢知 中央市 布施２３００－９ 飲食店 JS-0001-1827

歓灯 中央市 布施３３９３－３ 飲食店 JS-0005-2419

Smile 2 中央市 山之神１１２２－６５７ ショッピング JS-0001-9592

CAROL 玉穂店 中央市 若宮５０－１　イッツモア玉穂ＳＣ１Ｆ ショッピング JS-0002-9281

シノン イッツモア玉穂店 中央市 若宮５０－１　イッツモア玉穂ショッピングセンター ショッピング JS-0001-3124

コラージュ玉穂店 中央市 若宮５０－１　イッツモア玉穂店内 ショッピング JS-0004-5634

おもちゃのイチノセ 中央市 西花輪３５０８ ショッピング JS-0000-0479

フェニックスブラジル 中央市 布施２４５７－１　　 ショッピング ZN-0002-6670

DEPARTURE 中央市 山之神３６２５－１ サービス JS-0003-4615

oasis 中央市 若宮２４－９ サービス JS-0003-0358

さくら調剤薬局　医大前店 中央市 若宮２７－２ サービス JS-0000-4321

オートステーション TATSUMi 中央市 浅利３５７１－１ サービス JS-0002-9514

Hair ALLURE ＋ Quality ＆ Creative 中央市 中楯１２８７－４　 サービス SL-2000-1730

アトリーチェ田富店 中央市 布施２１－２　　 サービス ZN-0002-9648

和遊工房どりき 中巨摩郡 昭和町河西１０２３　ハッピープラザ１０３ 飲食店 JS-0004-0465

たまや本店 中巨摩郡 昭和町河西１１０７ 飲食店 JS-0000-8556

番屋 中巨摩郡 昭和町河西１２３５－２　　 飲食店 ZN-0001-3353

居酒屋となり 中巨摩郡 昭和町河西６２１－１６　　 飲食店 ZN-0001-3311

肉匠 僊人 中巨摩郡 昭和町河東中島１２８７－２ 飲食店 JS-0005-8376

dining 玉屋 中巨摩郡 昭和町清水新居１１３３－３ 飲食店 JS-0000-8621

和志牛昭和店 中巨摩郡 昭和町清水新居１３４０　　 飲食店 ZN-2000-7463

さかな おばんざい 中 中巨摩郡 昭和町清水新居１５０２　ＯＢＩビル２０３ 飲食店 JS-0002-6521

居酒屋彩 ’s 中巨摩郡 昭和町清水新居１５０２　小尾ビル１０１ 飲食店 JS-0001-1442

甲州地鶏 季鳥 中巨摩郡 昭和町清水新居１５０３　ＮＫビル１０３ 飲食店 JS-0001-2451

やまちゃん家 中巨摩郡 昭和町清水新居１５４３ 飲食店 JS-0005-6332

Guruto 中巨摩郡 昭和町清水新居１５４３　太田ビル２０２ 飲食店 JS-0000-3594

ダイニングバー Wing 中巨摩郡 昭和町清水新居１５４３　大田ビル２０１ 飲食店 JS-0004-1795

SpicyRocca 中巨摩郡 昭和町清水新居２３９－１　ホサカタウン１０６ 飲食店 JS-0001-6127

串家 IBUKI 昭和 中巨摩郡 昭和町清水新居２９３　ダイタ昭和モ－ル新館２Ｆ２０３ 飲食店 JS-0004-0650

じゃじゃまるアルプス通り店 中巨摩郡 昭和町清水新居３９－３ 飲食店 JS-0005-7911

イルキャンティ 中巨摩郡 昭和町西条１０３　　 飲食店 ZN-0001-3379

和ダイニング季酔 中巨摩郡 昭和町西条１９８７－４　　 飲食店 ZN-0001-3310

月ノ和 中巨摩郡 昭和町西条１９９８－３ 飲食店 JS-0005-2532

奥京 甲府昭和店 中巨摩郡 昭和町西条２２７１－１ 飲食店 JS-0003-2231

季節料理えん 中巨摩郡 昭和町西条３８０４－１　Ｓ＆Ｅビル１０２ 飲食店 JS-0001-6626

カラオケ＆カフェ純子 中巨摩郡 昭和町西条４３０７－５　カロリータウン１－４ 飲食店 JS-0005-2581

さくらん 昭和 中巨摩郡 昭和町西条５０５０ 飲食店 JS-0003-1271

めらんべゑ 中巨摩郡 昭和町西条５１１０　ＹＫビル１０２ 飲食店 JS-0003-4710

リストランテカントゥ 中巨摩郡 昭和町西条５１５４　ニューライフビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4347

バガボンド Jr．昭和店 中巨摩郡 昭和町西条５１５６－３　　 飲食店 ZN-0001-3372
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四季の味 小磯 中巨摩郡 昭和町西条５１９５－１０１ 飲食店 JS-0001-6645

香ほり屋 中巨摩郡 昭和町西条５２００　森田ビル２－２０２ 飲食店 JS-0002-0209

琉球鉄板ちゅら鉄 中巨摩郡 昭和町西条５２１９－２　ＳＴＫビル２０２　 飲食店 ZN-0001-3367

すし小次郎 中巨摩郡 昭和町西条５２９０　プロムナードＮ１０３ 飲食店 JS-0001-4346

昭和グルメ横丁 中巨摩郡 昭和町西条６６１ 飲食店 JS-0004-1533

海鮮居酒屋いそ勘 中巨摩郡 昭和町西条８３０－２　　 飲食店 ZN-0001-3303

炭火焼ダイニング華金 中巨摩郡 昭和町西条８７５－１　昭和銀座２０５ 飲食店 JS-0004-0130

吉べえ 中巨摩郡 昭和町飯喰１２４２－１　　 飲食店 ZN-0001-3304

モリエール 中巨摩郡 昭和町飯喰１３５３－１ 飲食店 JS-0003-8463

レストランラ・クール 中巨摩郡 昭和町飯喰４１３－１ 飲食店 JS-0002-3046

BitchGoldLabel 中巨摩郡 昭和町押越１０３２－１５　 ショッピング ZN-0002-2264

モッシーズ 中巨摩郡 昭和町押越１０４－１ ショッピング JS-0001-6730

しゃんてぃこっこ 中巨摩郡 昭和町押越２４４９－２　　 ショッピング PK-0000-8581

BOSS CAR’S 中巨摩郡 昭和町河西１５０５ ショッピング JS-0002-1895

CANTINHO BRASIL 中巨摩郡 昭和町上河東５４０－２　Ａ６細田テンポ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6684

ぶんか書店甲府店 中巨摩郡 昭和町清水新居１０４０－１ ショッピング JS-0002-9320

グッドスピード 中巨摩郡 昭和町清水新居３５７ ショッピング JS-0005-8481

フラワ－センタ－マツオ 中巨摩郡 昭和町西条１１７３　　 ショッピング PK-0000-8818

ウォンバット 中巨摩郡 昭和町西条１６９５－５　 ショッピング SL-2000-9722

ギフトセンターサクマ 中巨摩郡 昭和町西条３８１２－２ ショッピング JS-0002-4732

インクポット 昭和店 中巨摩郡 昭和町西条５０４４ ショッピング JS-0002-2322

DIAMONDROUGE 昭和町店 中巨摩郡 昭和町西条５２００　森田ビル２　１０２　 ショッピング ZN-0002-4188

とことん 871 中巨摩郡 昭和町飯喰１０９９ ショッピング SL-2000-8737

サイボディ 昭和店 中巨摩郡 昭和町飯喰１１２８－３ ショッピング JS-0004-8630

パティスリーザ・エレン 中巨摩郡 昭和町飯喰４５７－４ ショッピング JS-0002-3047

カ－イノベ－ション 中巨摩郡 昭和町押越７４２－１　　 サービス PK-0000-7767

ヘアーメイク undine 中巨摩郡 昭和町上河東１３０３－３ サービス JS-0000-9260

ヘアプロデュースアラ・モード 中巨摩郡 昭和町清水新居１０８２－１ サービス JS-0000-3297

ラブリッシュ 中巨摩郡 昭和町清水新居５９－１　サンシャイン平岩１０５ サービス JS-0004-0142

Vivogue 中巨摩郡 昭和町西条１６９２－３ サービス JS-0002-0235

有限会社イワトモ 中巨摩郡 昭和町西条２４１５－２ サービス JS-0001-1514

アトリーチェ昭和店 中巨摩郡 昭和町西条３１２３　　 サービス ZN-0002-9647

Lunon hair 中巨摩郡 昭和町西条３３３５－１ サービス JS-0001-5290

ホットカンパニー 中巨摩郡 昭和町西条５１１２－１　　 サービス ZN-0002-6500

Hair Make HAL 中巨摩郡 昭和町西条５１９５　昭和タウン１Ｆ サービス JS-0002-5953

Salon de Belle 中巨摩郡 昭和町西条５２１９－２　ＳＴＫビル１０５ サービス JS-0002-2427

DESIR 中巨摩郡 昭和町西条５２３９ サービス JS-0003-4293

高野どうぶつ病院 中巨摩郡 昭和町西条６１９ サービス JS-0000-5356

mate 中巨摩郡 昭和町西条新田６１６－１ サービス JS-0004-8384

CANAAN 中巨摩郡 昭和町飯喰１０９６ サービス JS-0002-6972

美容室アッシュ 中巨摩郡 昭和町飯喰１５１９－１ サービス JS-0004-8764

DARUMA 笛吹市 一宮町竹原田１８２４－６ 飲食店 JS-0000-4921

朝日屋 笛吹市 御坂町栗合１０４ 飲食店 JS-0002-2602

ルフレ 笛吹市 石和町下平井１２６－３ 飲食店 JS-0003-9763
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甲州ほうとう小作石和駅前通り店 笛吹市 石和町窪中島７３－３　　 飲食店 ZN-0001-3288

居酒屋お多福 笛吹市 石和町四日市場１７３１－１　　 飲食店 ZN-0001-3340

焼肉ハウス新羅石和店 笛吹市 石和町四日市場１８５３－１　　 飲食店 ZN-0001-3388

美食ダイニング螢 笛吹市 石和町市部１０９９－１　坂本ビル２０３ 飲食店 JS-0001-5547

新中国料理 大三元 笛吹市 石和町市部７８９－９８　　 飲食店 ZN-2000-0073

椀 さし いなほ 笛吹市 石和町川中島４６５－１ 飲食店 JS-0005-9412

居酒屋政 笛吹市 石和町川中島９２－２　　 飲食店 ZN-0001-3355

音酒場キーストーン 笛吹市 石和町八田４１－１　２Ｆ－２ｂ　 飲食店 ZN-2000-7349

寿し料理花田 笛吹市 石和町八田４１－１　ファームス８Ｆ１ 飲食店 JS-0000-8266

日川中央葡萄酒 笛吹市 一宮町市之蔵１１８－１ ショッピング JS-0004-8102

Apexmoto 笛吹市 御坂町栗合１７７－１ ショッピング JS-0002-3170

インクポット 石和店 笛吹市 石和町窪中島１０５－１ ショッピング JS-0002-2277

Smile World 石和店 笛吹市 石和町四日市場１７４５ ショッピング JS-0001-9593

満足屋 石和店 笛吹市 石和町四日市場１８１６　 ショッピング SL-2001-0736

笛吹中央病院売店 笛吹市 石和町四日市場４７－１ ショッピング JS-0005-4533

メガネ・時計・宝飾すすき 笛吹市 石和町市部１０６８ ショッピング JS-0001-2161

メガネ・トケイ・ホウセキカモシタ 笛吹市 石和町市部１１０９－１３ ショッピング JS-0001-6584

川合商店 笛吹市 石和町市部５３８－１　　 ショッピング PK-0000-8509

葡萄の里 笛吹市 石和町市部９７７－２６ ショッピング JS-0005-1781

kuku 工房 笛吹市 石和町川中島１０９４ー１０　 ショッピング SL-2000-3907

猫ガレージ 笛吹市 石和町唐柏１０８７－１ ショッピング JS-0003-9871

納豆工房せんだい屋山梨本店 笛吹市 石和町唐柏５８５－２　　 ショッピング ZN-0002-7084

のざわ動物病院 笛吹市 一宮町東原２６２－１ サービス JS-0004-2306

リバライズ・オート・トレーディング 笛吹市 境川町小黒坂１０８１－１ サービス JS-0002-7901

ニコニコレンタカー笛吹御坂町店 笛吹市 御坂町成田１１８９－４ サービス JS-0001-8551

笛吹どうぶつクリニック 笛吹市 春日居町小松６８２－１ サービス JS-0001-7391

ヘア－サロン　soin 笛吹市 石和町駅前２－１３　Ｍビル１Ｆ　　 サービス PK-0000-7793

KEYSHAIR 笛吹市 石和町松本３８－１ サービス JS-0000-8792

Bi 髪 笛吹市 石和町松本３９　大谷ビル１－１ サービス JS-0002-6103

カインドライフサービス 笛吹市 石和町中川１８－６ サービス JS-0004-6118

石和どうぶつ病院 笛吹市 石和町中川３０－４ サービス JS-0004-4623

ウエノ石和薬局 笛吹市 石和町東高橋１３０ サービス JS-0001-3897

有限会社 石和酒販 笛吹市 石和町川中島９１－４　 その他 SL-2000-3223

焼肉マル源 都留市 下谷３－６－２１　　 飲食店 ZN-0001-3262

創旬割烹光千 都留市 下谷４－２－２０ 飲食店 JS-0000-9822

LUMBER ROOM COFFEE 都留市 上谷６－１０－９ 飲食店 JS-0003-6068

La Bonne Table  A．La．Carte 都留市 田原３－１－３　 飲食店 SL-2000-1665

メンズ＆レディース スガヤ 都留市 中央２－６－２２ ショッピング JS-0002-2814

満足屋 都留大月店 都留市 田野倉１６９　 ショッピング SL-2001-0737

ヴァンテーヌ 都留市 上谷３－３－２３　１０３ビル２Ｆ サービス JS-0001-7582

Quaint 都留市 田原２－１５－３ サービス JS-0000-6830

FETE 都留市 田原２－７－１１ サービス JS-0001-7515

スマイル×スマイル都留店 都留市 上谷６－１１－２０ エンターテインメント JS-0002-1126

カラオケスタジアム都留店 都留市 法能１００８－１ エンターテインメント JS-0001-7960
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都留ファミリーボウル 都留市 上谷６－７－１３ その他 JS-0003-5238

アルプスの酒場ばりすけ 南アルプス市 小笠原１３３３－４ 飲食店 JS-0003-3882

牛繁南アルプス店 南アルプス市 小笠原１４３４－１　　 飲食店 ZN-2000-5083

台北飯店 南アルプス市 小笠原３１７－１ 飲食店 JS-0001-3275

田舎カフェ オーチャード 南アルプス市 徳永４１０　　 飲食店 ZN-0001-3390

とな吉 南アルプス市 百々１８３５－４　　 飲食店 ZN-0001-3352

バガボンド白根店 南アルプス市 六科１４３９ 飲食店 JS-0001-6128

近藤クリ－ニング店 南アルプス市 鮎沢４７７－１　　 ショッピング PK-0000-8144

河西オートボディショップ 南アルプス市 加賀美３２９０ ショッピング JS-0002-3038

こまたいや 南アルプス市 在家塚１０８ ショッピング JS-0000-6579

フラワ－マツオ　イオンビッグクシガ 南アルプス市 十五所７００－１　　 ショッピング PK-0000-8833

パン工房　ブ－ランジェルマルシェ 南アルプス市 十五所７００－１　　 ショッピング PK-0000-8869

SILVERLAKECLUBFirstS 南アルプス市 小笠原２６８ ショッピング JS-0001-7489

イチゴザンマイ 南アルプス市 西南湖１２４０　　 ショッピング PK-0000-8308

オートジュン 南アルプス市 東南湖１６９－３ ショッピング JS-0003-5756

ファッションプラザちの南アルプス店 南アルプス市 東南湖９４２－１ ショッピング JS-0005-3598

衣料センタ－　旭屋 南アルプス市 有野４９６　　 ショッピング PK-0000-8802

株式会社カインズ 南アルプス市 榎原７９３－２ サービス JS-0001-3870

Baboo for hair 南アルプス市 鏡中條１４８－１ サービス JS-0005-5459

HairsiteK － 2WAKAKUSA 南アルプス市 浅原２０９－２　　 サービス ZN-0002-8147

美容室ピュール 南アルプス市 東南湖１２７５－２ サービス JS-0002-2909

HairLUXURY 南アルプス市 東南湖９７１－１ サービス JS-0000-4148

ゆたか屋 南巨摩郡 身延町角打３０１８　　 飲食店 ZN-0001-3402

カフェ＆鉄板レストラン 藤川 南巨摩郡 身延町常葉７０５２－１４ 飲食店 JS-0001-6577

お食事処南部路 南巨摩郡 南部町中野４８２１－１ 飲食店 AD-0000-0716

肉の市川 南巨摩郡 南部町南部８４０２　　 ショッピング PK-0000-8547

山京・じゅぱんぐ 南巨摩郡 富士川町最勝寺１６４５　 ショッピング SL-2000-9816

ミ－ト・　橋 南巨摩郡 富士川町青柳町４７３－１　 ショッピング PK-0000-8652

焼肉 FUJI 南都留郡 山中湖村山中１５５－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-8298

キャンティコモ 南都留郡 山中湖村山中２１３－７　　 飲食店 ZN-0001-3378

レイクサイドキャビン 南都留郡 山中湖村山中２２６ 飲食店 JS-0001-9679

北海 南都留郡 山中湖村山中２２６ 飲食店 JS-0001-9680

甲州ほうとう小作山中湖店 南都留郡 山中湖村山中２３４　　 飲食店 ZN-0001-3293

シーホース 南都留郡 山中湖村山中８６ 飲食店 JS-0000-9004

手打そばやまさと 南都留郡 山中湖村平野１１５ 飲食店 JS-0004-8041

DALLAS VILLAGE 南都留郡 山中湖村平野４７９－２９　 飲食店 ZN-0001-3380

FUJITAYA レストラン 南都留郡 山中湖村平野５０６－２９６　２Ｆ 飲食店 JS-0003-9395

車や 南都留郡 忍野村内野６９５ 飲食店 JS-0001-7355

天祥庵 南都留郡 忍野村忍草２８４８－２　　 飲食店 ZN-0001-3356

Ricetta 南都留郡 富士河口湖町勝山２８６１－１ 飲食店 JS-0002-8403

網焼 HANA 南都留郡 富士河口湖町浅川２０５－１ 飲食店 JS-0001-0264

ハーブガーデン四季の香り 南都留郡 富士河口湖町船津１２００－１　 飲食店 ZN-0002-7041

38KAWAGUCHIKO 南都留郡 富士河口湖町船津１２０１ー１　 飲食店 SL-2000-4565

甲州ほうとう小作 河口湖店 南都留郡 富士河口湖町船津１６３８－１　 飲食店 ZN-0001-3289
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牛繁富士急ハイランド前店 南都留郡 富士河口湖町船津１７３９９５６　 飲食店 ZN-0001-3339

居酒屋 笑顔 南都留郡 富士河口湖町船津２４８５－１　 飲食店 SL-2000-2886

タイキッチンキンカオコン 南都留郡 富士河口湖町船津２８８－１　大橋通りテナント２Ｆ 飲食店 JS-0001-0308

さざなみ氷屋 南都留郡 富士河口湖町船津４０１０ 飲食店 JS-0005-6232

Kuu 南都留郡 富士河口湖町船津４７７６－１ 飲食店 JS-0001-7380

Kokua 南都留郡 富士河口湖町船津４７７６－１ 飲食店 JS-0001-7404

フランスの食堂キャフェドゥブローニュ 南都留郡 富士河口湖町船津５５２１－２ 飲食店 JS-0003-1063

甲州炭火焼きダイニング河口湖 南都留郡 富士河口湖町船津６７１３－１２０　 飲食店 ZN-2000-5506

炭火焼肉鉄庵 南都留郡 富士河口湖町船津６７９９　 飲食店 ZN-0001-3389

居酒屋みなみ 南都留郡 富士河口湖町船津６８２５－３ 飲食店 JS-0003-4373

ガンジス川富士河口湖店 南都留郡 富士河口湖町船津６８９７　 飲食店 ZN-0002-1561

Miura 料理店 南都留郡 富士河口湖町船津７８２２－１ 飲食店 JS-0000-6801

和牛焼肉よりとも 南都留郡 富士河口湖町船津９９６－２１　ヨウザンサンプラザ７ 飲食店 JS-0004-2799

売店 FUJI 南都留郡 山中湖村山中１５５－１　１Ｆ ショッピング JS-0002-8297

有限会社 丸一高村本店 山中湖ハム 南都留郡 山中湖村山中７０８ ショッピング SL-2000-8736

ギャラリーカナモリ 南都留郡 山中湖村平野５０６－２９６ ショッピング JS-0004-7391

FUJITAYA 南都留郡 山中湖村平野５０６－２９６　１Ｆ ショッピング JS-0003-9287

FUJITAYA 南都留郡 山中湖村平野５０６－２９６　FUJITAYA ビル ショッピング JS-0004-6703

GardenShed 南都留郡 山中湖村平野７０７－５ ショッピング JS-0004-4551

雑器や ふくろう 南都留郡 山中湖村平野７２１－４ ショッピング JS-0005-5458

NEO SPORTS KIDS フォレストモール富士河口湖教室 南都留郡 富士河口湖町小立４３１８－１　フォレストモール富士河口湖Ｂ棟 ショッピング SL-2000-1928

オプトナカムラ 南都留郡 富士河口湖町船津２４４８ ショッピング JS-0002-9423

河口湖ハーブ館 南都留郡 富士河口湖町船津６７１３－１８　 ショッピング ZN-0002-2421

河口湖ハーブ館売店 3 南都留郡 富士河口湖町船津６７１３－１８　 ショッピング ZN-0002-6069

河口湖ハーブ館香水館 南都留郡 富士河口湖町船津６７１３－１８　 ショッピング ZN-0002-6070

河口湖ハーブ館 2F 南都留郡 富士河口湖町船津６７１３－１８　２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2422

ジュエリーアグサス 南都留郡 富士河口湖町船津６８２６　 ショッピング SL-2000-2319

充之多メガネ 南都留郡 富士河口湖町船津６８７２ ショッピング JS-0004-0543

大石紬伝統工芸館 南都留郡 富士河口湖町大石１４３８－１　 ショッピング ZN-0002-4190

壱の蔵 南都留郡 富士河口湖町大石１４７７－１ ショッピング JS-0003-2243

富士桜工房 南都留郡 富士河口湖町大石１４７７－１　ハナテラス内 ショッピング JS-0003-2813

河口湖自然生活館本館 南都留郡 富士河口湖町大石２５８５　 ショッピング ZN-0002-2423

河口湖自然生活館 南都留郡 富士河口湖町大石２５８５　 ショッピング ZN-0002-6214

河口湖自然生活館売店 南都留郡 富士河口湖町大石２５８５　 ショッピング ZN-0002-6215

腰原自動車 南都留郡 富士河口湖町河口２４６８－１７ サービス JS-0002-7002

ケン カイロプラクティック 南都留郡 富士河口湖町勝山１８５１－２　 サービス SL-2000-3581

ヒュ－ジロックデザイン 南都留郡 富士河口湖町小立４１１－１　 サービス PK-0000-9036

ILIO 富士河口湖店 南都留郡 富士河口湖町小立８０１７－１ サービス JS-0001-7003

河口湖ミューズ館・与勇輝館 南都留郡 富士河口湖町小立９２３　　 サービス ZN-0002-7095

GALLIA 南都留郡 富士河口湖町船津１２１２－３ サービス JS-0001-7516

hearty 南都留郡 富士河口湖町船津１５３５－１　 サービス ZN-0002-9650

車検のコバック山梨河口湖店 南都留郡 富士河口湖町船津２１８５ サービス JS-0001-9274

m’sFACTORY 南都留郡 富士河口湖町船津３２７０－１ サービス JS-0004-1872

HAIR SHOP Skeleton 南都留郡 富士河口湖町船津６８４８－１ サービス JS-0002-1016
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Vian 南都留郡 富士河口湖町船津７６５１－５　１Ｆ　 サービス SL-2000-6082

ラトリエ 南都留郡 富士河口湖町船津９９６－２１－２ サービス JS-0000-9571

ワインショップ ふじたや山中店 南都留郡 山中湖村山中９９　 その他 SL-2000-5787

牛繁韮崎店 韮崎市 若宮２－９－４１　　 飲食店 ZN-2000-5108

和食処 佳幸 韮崎市 上祖母石７７８－４　 飲食店 SL-2000-3488

肴やくうかい 韮崎市 神山町鍋山３４３－８　　 飲食店 ZN-0001-3374

えがお屋韮崎店 韮崎市 中田町小田川１３７９－１　　 飲食店 ZN-0001-3281

台ヶ原金精軒韮崎店 韮崎市 中田町小田川１５４ 飲食店 JS-0005-4380

台ヶ原金精軒韮崎店 韮崎市 中田町小田川１５４ 飲食店 JS-0005-4383

居酒屋さんばん 韮崎市 富士見１－６－２６　　 飲食店 ZN-0001-3285

cueillette 韮崎市 穂坂町三ツ沢１１２９ 飲食店 JS-0005-5526

アメリカヤ DIY サービスセンター 韮崎市 中央町１０－１７　アメリカヤビル２Ｆ ショッピング JS-0004-1512

ヘアーラウンジ ティアラ 韮崎市 若宮２－１０－２２ サービス JS-0002-0801

エンジョイニューヨーク 韮崎店 韮崎市 藤井町南下條２０５　オギノ韮崎店 サービス JS-0001-5582

スタジオ S 韮崎市 藤井町北下條１４８３ サービス JS-0003-7810

さくら調剤薬局　韮崎店 韮崎市 本町３－６－７－４ サービス JS-0001-6109

渡辺薬局 韮崎市 若宮１－９－７　 その他 SL-2000-3561

GLAD 韮崎市 藤井町駒井２６６１－１ その他 JS-0005-9380

ダウンタウン 富士吉田市 下吉田４－１－５　スミレビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4234

焼肉バル 秀 富士吉田市 松山１－４－１０ 飲食店 JS-0002-7065

富士山海の家本店 富士吉田市 松山５－１４－２２ 飲食店 JS-0001-0080

カルネ 富士吉田市 上吉田１０７０－１－Ａ　　 飲食店 ZN-0001-3413

Champagne 富士吉田市 上吉田１－１－６　大森ビル２号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5113

寿司華 富士吉田市 上吉田３４４７－４ 飲食店 JS-0001-5672

寿海 富士吉田市 上吉田３６４２　　 飲食店 ZN-0001-3414

urban’s camp 富士吉田市 上吉田７－１４－１２　 飲食店 SL-2000-5314

ぱんじゃ 富士吉田市 上吉田東１－１４－３１　　 飲食店 ZN-2000-6243

焼肉・韓一館 富士吉田市 新西原３－３－１８　 飲食店 SL-2000-6470

ボンガ富士吉田店 富士吉田市 富士見７－３－１２　　 飲食店 ZN-0001-3410

創作割烹吟 富士吉田市 竜ヶ丘３－１０－９ 飲食店 JS-0004-2816

スケアクロウ 2F 富士吉田市 下吉田２－６－５　２Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-1243

洋装のつちや 富士吉田市 下吉田３－１２－１８ ショッピング JS-0005-8377

LONGTEMPS 富士吉田市 下吉田３－１２－５４ ショッピング JS-0005-6250

小池時計店 富士吉田市 下吉田５－２－１　 ショッピング SL-2000-9606

Me℃ 富士吉田市 松山５－１４－１ ショッピング JS-0005-1043

シチフクサトー 富士吉田市 上吉田１－１０－１３　　 ショッピング ZN-0002-5264

トレイルランテストセンター 富士吉田市 上吉田２３１０　 ショッピング SL-2000-9790

シマヤ 富士吉田市 上吉田４－９－６ ショッピング JS-0002-2666

イーグルショップ富士五湖店 富士吉田市 中曽根３－１－１２ ショッピング JS-0000-9638

宮本屋薬局本店 富士吉田市 竜ヶ丘１－５－２０　　 ショッピング ZN-0003-1447

トミズキャンプ 富士吉田市 下吉田６－２６－５３ サービス JS-0001-7517

美容室パームス 下吉田店 富士吉田市 下吉田９－５－８　オギノ吉田店 サービス JS-0001-5580

飯島犬猫病院 富士吉田市 上吉田５５９２ サービス JS-0001-5132

有限会社古屋モーター販売 富士吉田市 上暮地２－３－８ サービス JS-0002-8404
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mooi Hair ＋ Relaxation 富士吉田市 竜ケ丘１－３－２　 サービス SL-2000-7196

株式会社虎屋リカー 富士吉田市 下吉田２－１５－３５　 その他 SL-2000-7205

カントリーキッチン ロビン 北杜市 高根町清里３５４５ 飲食店 JS-0005-1927

小作 清里高原 北杜市 高根町清里３５４５　　 飲食店 ZN-0001-3294

紬山荘 北杜市 高根町村山西割３１１３－２ 飲食店 JS-0004-0825

キースプリングカントリーハウス 北杜市 小淵沢町１０２８７－４ 飲食店 JS-0002-4774

但馬家幸之助 小淵沢店 北杜市 小淵沢町１５４９－５　 飲食店 SL-2000-8730

おいしい学校ぼのボーノ 北杜市 須玉町下津金３０５８ 飲食店 JS-0000-1492

藤乃家 北杜市 大泉町西井出２１１２ 飲食店 JS-0005-6342

イタリアーノア・プレスト！ 北杜市 大泉町西井出８２４０－２２４７ 飲食店 JS-0000-7448

八ケ岳えさき 北杜市 大泉町谷戸５７７１－２１０ 飲食店 JS-0004-3608

Cafe ＆ Zakka てんつくりん 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村内 ショッピング JS-0000-8059

自然木工房 ONO 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村内 ショッピング JS-0002-5560

萌木窯 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村内 ショッピング JS-0002-8659

まるてんぼう・萌木の村店 北杜市 高根町清里３５４５　萌木の村内 ショッピング JS-0004-0841

びーはっぴぃ 北杜市 高根町東井出１３４０－６ ショッピング JS-0005-4686

エフェ 北杜市 高根町箕輪２７９８－４４ ショッピング SL-2000-5935

中村キースヘリング美術館 北杜市 小淵沢町１０２４９－７ ショッピング JS-0002-5090

おもちゃ箱 イカロス 北杜市 小淵沢町１５２６　 ショッピング SL-2000-2189

まるてんぼう小淵沢店 北杜市 小淵沢町上笹尾３３３２－１６８ ショッピング JS-0003-1189

八ヶ岳ショールーム 北杜市 大泉町西井出８５６６－２ ショッピング JS-0005-1480

谷櫻酒造 北杜市 大泉町谷戸２０３７ ショッピング JS-0005-1016

総合衣料かわやま 北杜市 大泉町谷戸２２５７ ショッピング JS-0005-1192

CABIN 北杜市 長坂町小荒間７１－４２ ショッピング JS-0005-5787

KAYA 北杜市 長坂町大井ケ森１０４５－１２ ショッピング JS-0005-7700

コレットミユ 北杜市 長坂町大八田１６０　きららシティ１Ｆ ショッピング JS-0005-1485

有限会社アカシヤ 北杜市 長坂町長坂上条２０７７－８９ ショッピング SL-2000-0138

フジデンキ 北杜市 長坂町長坂上条２３１３ ショッピング JS-0000-3856

台ヶ原金精軒 北杜市 白州町台ヶ原２２１１ ショッピング JS-0005-4498

台ヶ原金精軒 北杜市 白州町台ヶ原２２１１ ショッピング JS-0005-4499

篠沢大滝キャンプ場 北杜市 白州町大坊１１８１ ショッピング JS-0002-2278

有限会社宮坂自動車 北杜市 小淵沢町上笹尾２５３８－７０ サービス JS-0001-6664

高原アートギャラリー八ケ岳 北杜市 大泉町谷戸７７４２－２ サービス JS-0001-1106

クリーニングうみの PLUS1 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1407

清水写真店 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1408

りぼん 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1410

くすりの不老堂 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1412

ピクニック 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1416

メガネの北杜 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1417

フットセルゴフクお茶の春木屋長坂店 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1419

地酒の八峰 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1433

コスメティック不老堂 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1445

寿司処菊富士 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1454

ベーカリーブリエ 北杜市 長坂町大八田１６０ サービス JS-0005-1458



15 2020/9/29

［山梨県］

加盟店名 所在地 ジャンル

美容室ハッピーハート 長坂店 北杜市 長坂町大八田１６０　きららシティ サービス JS-0001-5581

ファミリー写真館スマイル 北杜市 長坂町長坂上条２５３５ サービス JS-0003-7809

やま里 北杜市 小淵沢町３８６６ その他 JS-0004-8985


