
甲州市地域応援商品券

取扱店舗一覧

<有効期限>

令和３年９月１日～令和４年１月３１日

発 行 者 甲州市役所



樋原商店 燃料・米販売

サンドラッグ　塩山店 薬・日用品・加工食品・化粧品販売 青柳時計眼鏡店 時計・眼鏡・宝飾品販売

(株)いちやまマート　塩山店 スーパーマーケット 鶴田石油塩山駅前給油所 ガソリンスタンド

GOODIESナカヤ　三日市場店 食品・日用品・医薬品等販売 ビューティーサロン　カスミ 美容室

GOODIESナカヤ　勝沼店 食品・日用品・医薬品等販売 釣魚料理　海 飲食店

オギノ　塩山店 スーパーマーケット 三省堂 和菓子製造販売

オギノ　甲州店 スーパーマーケット 林電気商会 家電販売・修理

ＤＣＭくろがねや甲州店 ホームセンター ローラ商会 自動車部品・用品販売

ウエルシア　塩山北店 医薬品・化粧品・日用品・食品等販売 横谷写真館 スタジオ撮影・証明写真

ウエルシア　塩山市民病院前店 医薬品・化粧品・日用品・食品等販売 (有)岡部生花店 生花販売（切花・鉢花等）

ファッションセンターしまむら　塩山店 衣料品販売 魚活寿し 飲食店（寿司）

アベイル　塩山店 衣料品販売 丸山館 土産品・ワイン・酒販売

ケーズデンキ　塩山店 家電量販店 (株)田辺分店 酒類・米穀類・清涼飲料水販売

おかじま甲州店 スーパーマーケット アソウ写真館 スタジオ撮影・証明写真・出張撮影

サラダ館　塩山駅前通り店 ギフト販売

大村青果店 青果販売 町田製パン パン製造販売

つじや商店 洋品・寝具・ギフト販売 (有)ふきよせスポーツ スポーツ用品販売

とこやのひろせ 理容室 奥藤　第十分店 飲食店（そば・うどん）

沼田商店 ガス機具等販売 炭火焼肉　おおとり 飲食店

寝装品のあきやま 寝具販売 (株)甲州屋商店 青果・食品販売

(有)まるや パン製造販売 雨宮孝商店 米穀・燃料（ＬＰガス・灯油）販売

小林時計店 時計・眼鏡販売 美容室　マッシュ 美容室

三森商店 ＬＰガス・灯油・酒類販売 Washoku　大澤 飲食店（和食）

癒しの家 婦人服・衣料品・雑貨販売 塩山舗装(株) 舗装

中村油店 ガソリンスタンド フルーツ山梨農業協同組合　塩山支所 農業資材・生活資材販売

野沢輪業社 二輪車販売・修理 (株)山田印刷所 印刷

オフィス　かがみもち Ｔシャツ・手ぬぐい販売、オンラインでの芸能披露、イベント企画等 綜合インテリア　正直屋 内装仕上（カーテン・壁紙・カーペット・襖・障子・日除け等）

コロボックル 飲食店

(有)吉澤電機商会 家電販売・電気工事 オリンピヤスポーツ スポーツ用品・ウェア・シューズ販売

吉澤美容室 美容室 モード若葉 婦人服販売

益田米店 米穀販売 食の房　うさぎ 飲食店

(有)塩山酒販 酒類販売 甲斐ワイナリー(株) ワイン製造販売

居酒屋　いろは 飲食店 ワインカフェ古壺 飲食店

丸幸商店 中高制服・靴類・衣料品等販売 山梨パン工房　モンマーロ パン製造販売

コロムビア電化部 家電販売・修理 もちづき寝具店 寝具製造販売

COSMETICS　コロムビア 化粧品販売 NEWフェイス　コロムビア 化粧品販売

ダスキンはたの 清掃用品レンタル・販売 御食事処　居酒屋　味里 飲食店

一三堂書店 書籍・文具販売 おか動物病院 小動物診療（薬品・餌等）

(株)塩山薬局 医薬品・化粧品販売、処方箋調剤 平山理容所 理容室

フォトランド　エル 写真現像・プリント等 おさかな屋　きたいさん 鮮魚販売・飲食

美喜松 飲食店 (株)清水屋 酒類販売

割烹　あし川 飲食店 あしざわ薬局 経口補水液・のど飴・健康食品・マスク・手指消毒液等販売

アポロ印刷 印刷 (有)昭和堂 眼鏡・時計・宝飾品・補聴器販売、修理

(有)しおかわ 飲食店（馬のもつ煮・まぐろ刺等） ちょんまげ 飲食店

リーチ英会話教室 英会話教室 フラワーショップ　はなやさん 生花販売

(株)笹本精肉店 食肉販売 hair salon VICELLA 美容室

三森青果店 野菜・果物・食品販売 とりまる次郎　塩山店 テイクアウト

焼豚食道 飲食店（ラーメン） (有)内川自動車工業 自動車整備

とん作 飲食店 もつ定食の店 飲食店

(株)小林事務機　甲州営業所 文具・雑貨・生活用品販売 塩山ヒタチ商会 家電販売・管工事

赤ちょうちん 飲食店 とりいち 飲食店

グリル＆ワイン 飲食店 (株)夢や 建築

菓詩処　石井 和菓子製造販売 味一番 弁当販売

旅館　ゆばた 旅館 みやけ鍼灸整骨院/みやけ巻き爪矯正院 療術（整体・巻き爪矯正）

中華　鳳龍 飲食店 大衆割烹　すヾ菜 飲食店（和食）

花とくだもの　なるみや 花・果物・ワイン販売 脱毛サロン　リアナ 脱毛サロン

中華料理　菊亭 飲食店 (株)栄和交通　東部営業所 路線・タクシー

(株)フレンド ギフト商品関連販売 (有)矢崎住宅設備 ＬＰガス・灯油・住宅設備機器・家電販売

甲州タクシー(株) タクシー ローソン　塩山熊野店 コンビニエンスストア

ミネノのりもの商会 自転車販売・修理

令和３年度　甲州市地域応援商品券　取扱店舗一覧
大　型　店 ・ドラッグストア

下於曽地区

上於曽地区
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フェリーチェ 美容室 (有)黒川物産 ガソリンスタンド

たまご村　塩山店 農業・卵販売・菓子製造販売 ナチュラルカフェ 飲食店

いとまに 洋菓子販売 御食事処　花藤 飲食店

廣瀬商店 ＬＰガス・灯油・肥料・農薬・米販売 山小舎　福ちゃん荘 飲食・土産

お好み焼き  美芳 お好み焼き、鉄板焼 (株)ミソカワイントン 生肉・加工品（ワイントン）販売

サトー・ヘアーサロン 理容室 (有)山の湯宿はまやらわ 旅館・土産品販売・飲食

フルーツ山梨農業協同組合　購買部 農業資材・生活資材販売 甘味処　山の湯宿はまやらわ 飲食店

ローソン　塩山下塩後店 コンビニエンスストア フルーツ山梨農業協同組合　Ｙショップ神金店 食料品販売

ローソン　塩山上塩後店 コンビニエンスストア フルーツ山梨農業協同組合　神金支所 農業資材・生活資材販売

フルーツ山梨農業協同組合　大藤支所 農業資材・生活資材販売

スナック　ゆうき 飲食店 フルーツ山梨農業協同組合　玉宮支所 農業資材・生活資材販売

ヘアーサロン　エターナル 理容室

ギョクホードー 眼鏡・補聴器販売 皆吉 飲食店

山県自動車整備工場 自動車整備 北井精肉店 牛肉・豚肉・鶏肉・馬肉等販売

日原商店 日用雑貨・食品・駄菓子販売 東夢ワイナリー直売店 ワイン製造販売

リフォームランド　塩山店 洋服直し 勝沼飯店 飲食店

武藤商会 農機販売・修理 (株)三森商店 農業資材・建築資材販売

(有)鈴木石油 ガソリンスタンド (有)勝沼観光タクシー タクシー

居酒屋　まんま 飲食店 三桝鮨 飲食店（寿司）

ほっこりや テイクアウト（馬肉コロッケ・国産馬刺し等） 向山理容店 理容室

シャトレーゼ　塩山店 菓子製造販売 丸山美容室 美容室

(有)ニッタ 米・酒・肥料・ＬＰガス・お茶の春木屋販売 b style 理容室

ラストパラダイス 飲食店 レディースショップ　ウエノ 婦人服販売

甲州　完熟屋 飲食店 ふたば文具店 文具・食品販売

フレンチダイニング　竜 飲食店（フランス料理） 麻屋葡萄酒(株) ワイン製造販売

ファミリーマート　甲州塩山店 コンビニエンスストア アサヤ商事(株) 果実酒・清涼飲料等販売

天真堂書店　塩山店 書籍・雑誌・文具販売 三枝呉服店 体育着・学生服・衣料品等販売

隠れ家サロン“美希の部屋” リラクゼーション・トータルビューティサロン つぐら舎 飲食店

南ホンダ株式会社 自動車販売・修理 上野印房 印房（印章・ゴム印）

自分のご褒美サロン　mimosa アロマトリートメントサロン あし川　分店 飲食店

小笠原整骨院 加圧トレーニング 美容室　セットアップ 美容室

フルーツ山梨農業協同組合　奥野田支所 農業資材・生活資材販売 (有)ビデオルック 家電販売・修理

ローソン　塩山バイパス店 コンビニエンスストア ロリアンワイン白百合醸造 ワイン製造販売

三森ガソリン店 ガソリンスタンド

窪田精肉店 食肉販売 シャトレーゼ　勝沼店 菓子製造販売

フレッシュストアー　ツノダ 鮮魚販売 (有)平塚商店 燃料販売

(有)雨宮石油 ガソリンスタンド グレイスワイン ワイン製造販売

福田オート 車両販売・修理 沢田屋酒店 酒類販売

(有)早川建材設備 給排水衛生設備 あっぷるびーと 美容室

Air artistic produce 美容室 万年屋 米・酒・食品販売

セブン-イレブン　甲州塩山千野店 コンビニエンスストア 清水屋 食品等販売

金子理容 理容室 ハーブ庭園旅日記　勝沼庭園 観光施設・ハーブグッズ（化粧水・苗等）販売

ローソン　塩山千野店 コンビニエンスストア 岩間ベーカリー 菓子製造販売

広瀬畳店 畳製造販売 (有)天野印刷所 印刷

原茂ワイン(株) ワイン製造販売

機山洋酒工業(株) ワイン製造販売 フルーツ山梨農業協同組合　勝沼支所 農業資材・生活資材販売

茶々茶 飲食店

ラーメンめん丸　塩山店 飲食店（ラーメン） 手作り料理　かざま 飲食店

心と身体を整えるサロン　Moefu 整体・リラクゼーション 旬彩和創　清水亭 飲食店（日本料理・酒・ソフトドリンク）

塩山タイヤ商会 タイヤ修理販売 新田商店 酒類・米穀類・食品販売

ファミリーマート　塩山小屋敷店 コンビニエンスストア 錦城葡萄酒(株) ワイン製造販売

かど柳 飲食店（寿司） 茶屋Pas Mal 飲食店

ARAI METAL WORKS アクセサリー・ジュエリー パンテーブル パン製造販売

(有)山下自動車鈑金塗装 自動車車検・整備・鈑金塗装 勝沼自動車整備工場 自動車車検・整備・修理

駒園ヴィンヤード(株) ワイン製造販売 手打ちうどん信玄 飲食店（うどん・居酒屋）

(株)タタミワールド 畳製造販売 ヘアー・メイク　ひまわり 美容室

フルーツ山梨農業協同組合　松里支所 農業資材・生活資材販売 フルーツ山梨農業協同組合　東雲支所 農業資材・生活資材販売

フルーツ山梨農業協同組合　松里果実支所 農業資材・生活資材販売 デイリーヤマザキ　山梨勝沼 コンビニエンスストア

上塩後・下塩後地区

千野地区

上萩原・下小田原・上粟生野・竹森地区

勝沼地区

東雲地区

赤尾・熊野・西広門田地区

上井尻・三日市場・藤木・小屋敷地区
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フジッコワイナリー(株) ワイン製造販売

まるき葡萄酒(株) ワイン製造販売

レストラン　シャンモリ 飲食店

岩崎醸造(株) ワイン製造販売

ビストロ・ミル・プランタン 飲食店（フランス料理）

蒼龍葡萄酒(株) ワイン製造販売

丸藤葡萄酒工業(株) ワイン製造販売

デイリーヤマザキ　甲州勝沼店 コンビニエンスストア

(株)くらむぼんワイン ワイン製造販売

大泉葡萄酒(株) ワイン製造販売

シャトー・メルシャン勝沼ワイナリー ワインギャラリー ワインショップ

ＪＡフルーツ山梨　フルーツ直売所　勝沼店 農作物・土産・酒販売

フルーツ山梨農業協同組合　岩崎支所 農業資材・生活資材販売

銀月食堂 飲食店

内田衣料店 婦人衣料・小中学校体育着販売

エリソン・ダン・ジュール 飲食店（フランス料理）

ジュエリー英 ジュエリー

パン工房　鳥居平 パン製造販売

レストラン　鳥居平 飲食店

シャトー勝沼　ワインショップ ワイン製造販売

甲州市勝沼ぶどうの丘 観光施設（果実酒販売・お土産・レストラン・温泉・宿泊）

ジングウジ美容室 美容室

フルーツ山梨農業協同組合　菱山支所 農業資材・生活資材販売

佐藤建具木工所 木製建具製造、障子・襖張替え等

御食事　あまの 飲食店

古屋商店 食料品・米穀・酒類・日用雑貨・ＬＰガス・灯油販売

雅 飲食店

道の駅　甲斐大和 地元産農産物・土産品等販売

味処　そばの実 飲食店（そば）

砥草庵 飲食店

フルーツ山梨農業協同組合　大和支所 農業資材・生活資材販売

甲州市日川渓谷緑の村 バーベキュー・釣り堀

甲州市やまと天目山温泉 公衆浴場

大和栄屋 食品等販売

大和地区

菱山地区

祝地区

有効期間：令和4年1月31日(日)まで

お問合せ：甲州市商工会 0553-33-2236

甲州市観光商工課 0553-32-5091

・この一覧に記載されていない取扱店であっても、「甲州市地域応援商品券」取扱店のポスターや

のぼり旗が設置されていれば商品券の使用は可能です。

・取扱店の追加については市HPや広報等で随時紹介していきます。


