一三堂書店
エコホーム フカサワ
塩山駅前サービスステーション
(有)塩山酒販
(有)岡部生花店
オギノ 塩山店
かがみもち座
菓詩処 石井
(有)グリーン住宅
甲州タクシー(株)
甲州屋
COSMETICS コロムビア
小林時計店
コロムビア電化部
(株)笹本精肉店
サラダ館 塩山駅前通り店
寝装品のあきやま
綜合インテリア 正直屋
(株)田辺分店
中華料理 菊亭
釣魚料理 海
ツルハドラッグ 甲州塩山店
とこやのひろせ
とん作
中村油店
野沢輪業社
(株)ビーバーハウジング
樋原商店
美容室 マッシュ
(有)ふきよせスポーツ
フルーツ山梨農業協同組合 塩山支所
益田米店
(有)まるや
美喜松
三森商店
ミネノのりもの商会
武川肥料店
(有)吉澤電機商会
吉澤美容室
ローラ商会
アベイル

塩山店

塩山上於曽地区
甲州市塩山上於曽644-1
0553-33-2109
甲州市塩山上於曽1379-1
0553-33-9232
甲州市塩山上於曽1716
0553-33-2018
甲州市塩山上於曽1925
0553-33-2223
甲州市塩山上於曽1140
0553-33-2729
甲州市塩山上於曽853-1
0553-32-1121
甲州市塩山上於曽141-6
0553-33-2366
甲州市塩山上於曽1107-27 0553-33-2310
甲州市塩山上於曽948
0553-33-4105
甲州市塩山上於曽1858
0553-33-2306
甲州市塩山上於曽1763
0553-33-2176
甲州市塩山上於曽1135
0553-33-4408
甲州市塩山上於曽1369
0553-33-2769
甲州市塩山上於曽1133
0553-33-2024
甲州市塩山上於曽109
0553-33-2656
甲州市塩山上於曽1765
0553-32-4061
甲州市塩山上於曽1129
0553-33-2206
甲州市塩山上於曽1234-2
0553-33-2148
甲州市塩山上於曽653-1
0553-33-2002
甲州市塩山上於曽1645-3
0553-32-1154
甲州市塩山上於曽870-1
0553-33-8182
甲州市塩山上於曽853-1
0553-32-6268
甲州市塩山上於曽1720-3
0553-33-3489
甲州市塩山上於曽1119
0553-33-4240
甲州市塩山上於曽643
0553-33-2658
甲州市塩山上於曽423-9
0553-33-2657
甲州市塩山上於曽1824-9
0553-33-7531
甲州市塩山上於曽1005-1
0553-33-2379
甲州市塩山上於曽1714
0553-33-7077
甲州市塩山上於曽1079
0553-33-9595
甲州市塩山上於曽941-1
0553-32-3131
甲州市塩山上於曽1241
0553-33-2354
甲州市塩山上於曽1104
0553-33-2356
甲州市塩山上於曽1139
0553-33-2642
甲州市塩山上於曽1725-1
0553-33-2334
甲州市塩山上於曽1075
0553-33-2269
甲州市塩山上於曽1764
0553-33-2044
甲州市塩山上於曽1123
0553-33-2288
甲州市塩山上於曽1123
0553-33-2288
甲州市塩山上於曽423-16
0553-33-3617
塩山下於曽地区
甲州市塩山下於曽1441
0553-20-2686

書籍・文具
建築・設計・リフォーム・外構
ガソリンスタンド
酒類
生花・花束・アレンジ・鉢花
スーパーマーケット
芸能鑑賞・芸能家派遣・似顔絵作成・お土産品
和菓子製造・販売
リフォーム・建築工事一式
タクシー
青果・食品
化粧品
眼鏡・時計・補聴器
電化製品
食肉
ギフト
寝具
内装仕上げ
米穀・酒類・食品
中華料理
飲食店
ドラッグストア
理容室
とんかつ
ガソリンスタンド
二輪車販売・修理
建築
米穀・燃料
美容室
スポーツ用品
農業資材・生活資材
米
パン製造・販売
中華料理
LPガス・灯油・重油・酒類
自転車、原動機販売・修理
野菜、花の種・苗・肥料
家電・電気工事
美容室
自動車用品・部品
衣料品

いちやまマート 塩山店
ウエルシア薬局 塩山市民病院前店
オギノ 甲州店
おさかな屋 きたいさん
オリンピヤ スポーツ
黒蜜庵 塩山店
ケーズデンキ 塩山店
(有)昭和堂
ニューフェイス コロムビア
平山理容所
フォネットネクスト甲州
フラワーショップ はなやさん
モード若葉
もちづき寝具店
(有)矢崎住宅設備
(株)夢や
理容 スズキ
ケーヨーデイツー 塩山店
ココス 甲州塩山店
サトー・ヘアーサロン
サンドラッグ 塩山店
セブン-イレブン 塩山上塩後店
たまご村 塩山店
西松屋チェーン 甲州塩山店
felice
ローソン 塩山上塩後店
ローソン 塩山下塩後店
ウエルシア
日原商店

塩山北店

セブン-イレブン 甲州塩山千野店
(有)早川建材設備
美容室 Ａｉｒ
広瀬畳店
福田オート
フルーツ山梨農業協同組合 玉宮支所
フレッシュストア ツノダ
塩山タイヤ商会
かど柳
グディーズ ナカヤ 三日市場店
駒園ヴィンヤード(株)

甲州市塩山下於曽1620
0553-33-2173
甲州市塩山下於曽1470
0553-32-6255
甲州市塩山下於曽1470
0553-32-8100
甲州市塩山下於曽1615
0553-33-7225
甲州市塩山下於曽1073-2
0553-33-2318
甲州市塩山下於曽1594-2
0553-33-1026
甲州市塩山下於曽1325
0553-32-5011
甲州市塩山下於曽1541-1
0553-32-1325
甲州市塩山下於曽1470
0553-32-1312
甲州市塩山下於曽969
0553-33-2824
甲州市塩山下於曽1538
0553-34-8116
甲州市塩山下於曽1386-1
0553-33-8783
甲州市塩山下於曽1477
0553-32-1314
甲州市塩山下於曽851-3
0553-33-2443
甲州市塩山下於曽542-2
0553-33-2565
甲州市塩山下於曽1317-3
0553-33-3694
甲州市塩山下於曽1614
0553-33-4630
塩山塩後地区
甲州市塩山下塩後向原910 0553-32-6222
甲州市塩山下塩後536-1
0553-32-6281
甲州市塩山下塩後373-5
0553-33-3399
甲州市塩山下塩後943-1
0553-32-6250
甲州市塩山上塩後1347-1
0553-33-4456
甲州市塩山上塩後923
0553-32-0005
甲州市塩山下塩後842
0553-33-7630
甲州市塩山下塩後373-5
0553-33-1108
甲州市塩山上塩後300-7
0553-32-5995
甲州市塩山下塩後535-2
0553-32-3296
塩山赤尾地区
甲州市塩山赤尾229
0553-20-6020
甲州市塩山赤尾513
0553-33-3931
塩山千野玉宮地区
甲州市塩山千野410
0553-33-5203
甲州市塩山千野3493
0553-32-2359
甲州市塩山千野654-7
0553-33-6220
甲州市塩山千野475
0553-33-2870
甲州市塩山千野126
0553-32-2510
甲州市塩山竹森3381
0553-33-3276
甲州市塩山千野504
0553-33-3452
塩山松里地区
甲州市塩山上井尻1391-4
0553-33-4196
甲州市塩山三日市場2294
0553-33-4246
甲州市塩山三日市場3211-3 0553-39-9526
甲州市塩山藤木1937
0553-33-3058

スーパーマーケット
ドラッグストア
スーパーマーケット
鮮魚販売・飲食店
スポーツ用品・ウェア
菓子
家電量販店
眼鏡・時計・宝飾品・補聴器
化粧品
理容室
情報通信機器
生花
婦人服・下着
寝具販売・製造
LPガス・ガス、石油機器・住宅設備機器・家電製品
建築
理容室
ホームセンター
ファミリーレストラン
理容室
ドラッグストア
コンビニエンスストア
卵・お菓子類
ベビー子ども用品
美容室
コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
ドラッグストア
食料品・日用品・駄菓子
コンビニエンスストア
給排水衛生設備
美容室
新畳・表替え・裏返し
自動車販売・修理
農業資材・生活資材
食料品
タイヤ販売・修理
鮨店
食品・医薬品・日用品・ペット用品・介護用品
ワイン

セブン-イレブン 塩山三日市場店
茶々茶
ファミリーマート 塩山小屋敷店
フルーツ山梨農業協同組合 松里果実支所
フルーツ山梨農業協同組合 松里支所
(有)山下自動車鈑金塗装
理容 タナカ

甲州市塩山三日市場2692-9 0553-33-8388
甲州市塩山上井尻1393-1
0553-33-7845
甲州市塩山小屋敷1651
0553-32-6331
甲州市塩山三日市場3234
0553-33-3096
甲州市塩山小屋敷1379
0553-33-3050
甲州市塩山上井尻768
0553-33-3264
甲州市塩山三日市場3423-4 0553-33-3198
塩山奥野田地区
(有)鈴木石油
甲州市塩山西広門田62
0553-32-3607
スナック ゆうき
甲州市塩山熊野120-1
0553-33-3248
セブン-イレブン 甲州熊野橋西店
甲州市塩山熊野1279
0553-33-8231
天真堂書店 塩山店
甲州市塩山熊野88-1
0553-33-1110
東京靴流通センター 塩山店
甲州市塩山西広門田330-1 0553-32-3159
(有)ニッタ
甲州市塩山熊野1195-1
0553-33-2063
ヌーヴェルブティック ギョクホードー
甲州市塩山西広門田459-1 0553-32-3539
(有)日原工務店
甲州市塩山熊野267-2
0553-33-4047
ファッションセンターしまむら 塩山店
甲州市塩山熊野31
0553-20-2525
ファミリーマート 甲州塩山店
甲州市塩山西広門田353-1 0553-20-2511
フルーツ山梨農業協同組合 奥野田支所
甲州市塩山熊野784-2
0553-33-3085
ホームプラザナフコ 塩山店
甲州市塩山熊野507-1
0553-20-6301
甲州市塩山熊野67 相川ビル1Ｆ 0553-32-6188
メガネストアー 塩山店
(株)山忠実業
甲州市塩山熊野546-1
0553-32-3642
ラストパラダイス
甲州市塩山熊野1413-4
0553-32-1941
リフォームランド 塩山店
甲州市塩山西広門田332-1 0553-33-7642
ローソン 塩山バイパス店
甲州市塩山熊野69-1
0553-33-6788
塩山神金大藤地区
フルーツ山梨農業協同組合 大藤支所
甲州市塩山上栗生野504-2 0553-33-3151
フルーツ山梨農業協同組合 神金支所
甲州市塩山上萩原63
0553-33-3138
フルーツ山梨農業協同組合 神金 Ｙショップ 甲州市塩山上萩原63
0553-33-3138
勝沼町勝沼地区
あし川分店
甲州市勝沼町勝沼3021
0553-44-0177
上野印房
甲州市勝沼町勝沼3152
0553-44-0344
三枝呉服店
甲州市勝沼町勝沼3023
0553-44-0263
ハーブ庭園旅日記 勝沼庭園
甲州市勝沼町等々力1736
0553-44-3715
原自動車整備工場
甲州市勝沼町勝沼3120
0553-44-0341
b style
甲州市勝沼町等々力1694-5 0553-44-1796
(有)ビデオルック
甲州市勝沼町勝沼3008-1
0553-44-1566
(有)平塚燃料
甲州市勝沼町勝沼3251
0553-44-0190
ふたば商店
甲州市勝沼町勝沼757
0553-44-1010
フルーツ山梨農業協同組合 勝沼支所
甲州市勝沼町勝沼1205
0553-44-3030
丸山美容室
甲州市勝沼町勝沼757-25
0553-44-0623
万年屋
甲州市勝沼町勝沼3142
0553-44-0052
(株)三森商店
甲州市勝沼町勝沼3264
0553-44-1188

コンビニエンスストア
飲食店
コンビニエンスストア
農業資材・生活資材
農業資材・生活資材
車検整備・鈑金塗装
理容室
ガソリンスタンド
飲食店
コンビニエンスストア
書籍・雑誌・文房具
靴
米・酒・お茶・LPガス・肥料
眼鏡・補聴器
建築
衣料品
コンビニエンスストア
農業資材・生活資材
ホームセンター
眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器
建築塗装・防水工事
飲食店
洋服直し
コンビニエンスストア
農業資材・生活資材
農業資材・生活資材
食料品
日本料理
印章・ゴム印
衣料品・学生服・体操着
ハーブ商品・花・苗
自動車整備
理容室
家電販売・修理
燃料
文具・事務用品・菓子
農業資材・生活資材
美容室
米・酒・食品
農業資材・建築資材

向山理容店
ロリアンワイン白百合醸造
勝沼自動車整備工場
グディーズ ナカヤ 勝沼店
清水亭
セブン-イレブン 甲州勝沼東雲店
ＤＣＭくろがねや 甲州店
デイリーヤマザキ 山梨勝沼店
新田商店
パンテーブル
(有)廣瀬自動車興業
フーズマーケットおかじま 甲州店
フルーツ山梨農業協同組合 東雲支所
ヘアー・メイク ひまわり
岩崎醸造(株)
釈迦堂上りＰＡ 山梨フルーツ王国
蒼龍葡萄酒(株)
フルーツ山梨農業協同組合 岩崎支所
フルーツ山梨農業協同組合

レストラン

フルーツ直売所

シャンモリ

内田衣料店
佐藤建具木工所
シャトー勝沼
フルーツ山梨農業協同組合

菱山支所

セブン-イレブン 甲斐大和店
フルーツ山梨農業協同組合 大和支所
古屋商店
大和栄屋

甲州市勝沼町勝沼3139
0553-44-0345
甲州市勝沼町等々力878-2 0553-44-3131
勝沼町東雲地区
甲州市勝沼町小佐手1254-9 0553-44-0700
甲州市勝沼町小佐手475
0553-39-9587
甲州市勝沼町山128-2
0553-44-5354
甲州市勝沼町休息1612-1
0553-44-5215
甲州市勝沼町山250
0553-44-5711
甲州市勝沼町休息1322-1
0553-44-5188
甲州市勝沼町休息1560
0553-44-0464
甲州市勝沼町休息1360
0553-44-5488
甲州市勝沼町休息1599
0553-44-0820
甲州市勝沼町山250
0553-39-8835
甲州市勝沼町休息1551
0553-44-1161
甲州市勝沼町小佐手2170-2 0553-44-3939
勝沼町祝地区
甲州市勝沼町下岩崎957
0553-44-0020
甲州市勝沼町藤井477 中央道パーキングエリアより 0553-39-8612
甲州市勝沼町下岩崎1841
0553-44-0026
甲州市勝沼町下岩崎954
0553-44-1251
勝沼店 甲州市勝沼町藤井280-3
0553-44-2511
甲州市勝沼町下岩崎1453
0553-44-5556
勝沼町菱山地区
甲州市勝沼町菱山1321-4
0553-44-0411
甲州市勝沼町菱山2920-2
0553-44-2365
甲州市勝沼町菱山4729
0553-44-3399
甲州市勝沼町菱山3060-2
0553-44-1125
大和町地区
甲州市大和町初鹿野1714-18 0553-48-2639
甲州市大和町初鹿野1724-2 0553-48-2511
甲州市大和町初鹿野1825
0553-48-2018
甲州市大和町初鹿野1684
0553-48-2008

理容室
果汁・果実酒・甘味果実酒・ブランデー・リキュール
自動車修理・車検
食品・医薬品・日用品・ペット用品・介護用品
日本料理
コンビニエンスストア
ホームセンター
コンビニエンスストア
酒・米・ワイナリー
パン製造・販売
自動車整備・車検
スーパーマーケット
農業資材・生活資材
美容室
果実酒製造・販売
菓子・果物
酒類・果汁
農業資材・生活資材
食料品
飲食店
婦人洋品
建具製造・障子・襖張替え・ガラス修理
ワイン・土産品・ジュエリー・フレンチレストラン・自社製造パン

農業資材・生活資材
コンビニエンスストア
農業資材・生活資材
米・食料品・衣料品・雑貨・燃料
食料品

