
 6広報やまなし7 広報やまなし

　　　　　　　　飲食・観光券と全店共通券が使える店舗

　　　　　　　小売・サービス券と全店共通券が使える店舗

取扱店舗・事業所を紹介します！（8 月 3 日現在）

問商工労政課商工労政担当　内線 2362

①

②

有効期限は、令和 5 年 1 月 31 日㈫までです

▶詳しくは「山梨市公式 HP」で確認！

山梨市 みんなの商品券

　　　　　 全店共通券
　　　のみ使える店舗
③

　昨年に引き続き、9 月 1 日から市内登録店舗で利用できる商品券（市民 1 人あたり 5,000 円分）を世帯
主あてに簡易書留で送付しました。（９月に入っても商品券が届かない場合は、お問い合わせください）
　利用方法などの詳細は、同封の「取扱店一覧」の表紙、および市ホームページで確認できます。
　取扱店舗の登録は、商工労政課で随時募集中です。最新情報は、市ホームページに随時掲載します。

山梨市  　　 商品券
第３弾

<観光>　

居酒屋　彩り 松玉園食堂 手打ちうどん みや
居酒屋　拓 食祭亭　みかど 手打ち蕎麦　はな花
居酒屋　花咲かじい 食事処　なかむら TRANQUIL
磯料理いさみ 食事処 みはらし 展望　星屑レストラン　ガイア
えのきや山梨店 食の源 にく屋　燦火肉
L・River（エル・リバー） 食ぶんや　志村苑 のんきばぁーば
オーチャードカフェ街の駅やまなし店 初代おとん バーミヤン山梨落合店
お食事処　はくさい 真心 ふじ寿司
お食事処　歩成 鮨・割烹　清 富士見茶屋　いろり
割烹　友 寿司割烹　いづ屋 フルーツ王国ガイアたべ teracce
Café and Dining　蕎麦廣 大衆料理　上海 フレンチ居酒屋　四季のあそび Ba
かりさかラーメン中村屋 ダイニング　膳 マクドナルド山梨万力店
ガリバーハウス 玉寿し・すしやのスパゲッティ marc
かりふわっ ちどり食堂 松寿し
きくや 中華　味平 麺飯点　酔湖伝
キッチンどんぐり 中華　李白 やきとり一番
喜楽食堂 中華飯店　青柳 焼肉京城園
蔵元ごはん＆カフェ　酒蔵 櫂 中華料理　大連 柳寿し
くるまやラーメン万力店 中華料理　白楽天 やぶそば利久
工房ＳＴＡＮＧＬ 中国家庭料理　来々 ら～めんテラス　好吃（ハオチー）
珈琲　東山 中国料理　幸佳摟 らくあん
里山亭 珍山 和ごころ
さんちゃん ディープ . ジョティ 和菜屋　宴

<飲食>

イツモア旅行センター山梨 市民観光株式会社 フルーツパーク富士屋ホテル
岩下温泉旅館 正徳寺温泉　初花 ホトリニテ
栄和交通タクシー ツチと実　ぶどう農園 牧丘タクシー
丘の駅　桃源郷　フルーツセンター 西沢渓谷コンニャク館 ( 有 ) 向山商店 道の駅はなかげの郷まきおか
割烹旅館　秋月 はやぶさ温泉 道の駅みとみ
㈱日下部タクシー 一之橋館 やまなしフルーツ温泉　ぷくぷく
川浦温泉　山県館 笛吹観光自動車株式会社 有限会社 萩原フルーツ農園
甲州タクシー 笛吹川フルーツ公園くだもの工房１階さんさんマルシェ
甲州屋

いちやまマート山梨店 コメリハードアンドグリーン山梨万力店
おかじま七日市場店 サンドラッグ万力店
オギノ山梨店 綿半スーパーセンター万力店

足裏みらくる サロン・ド・コッコロ ヘアーサロン　カリーナ
アメリ サロン・ド・ハヤカワ ヘアーサロン・キムラ（小原西）
癒し処　こったんとるでぇ See: ｎ N ヘアーサロン・キムラ（牧丘町窪平）
岩窪クリーニング店 鍼灸マッサージ治療院　温 ヘアーサロン　宮本
vivace せんたくクラブおかじま食品館七日市場店 ヘアーサロン　メンズ・ビー
内田自動車整備工場 せんたくクラブ落合店 玄坂カークリニック㈲
エステサロン　LURA 中央自動車整備工場 ほぐし処　ツボミ
エステティック　Refuge ディス・ボーイ 三富自動車工業
小川理容室 中村クリーニング 未来工房　光信
㈱奥井商工 中村自動車興業 メンケーナ・ヘアーサロン
㈱小野設備 野沢自工 山梨 CATV ㈱
㈱堀口建築工業所 花輪自動車板金塗装工場 ( 有 ) マルヤマ　エネオス　万力 SS
㈱松土建設興業 美容室ウチダキャトルクラッセ ( 有 ) 村松自動車整備工場
株式会社まるしごと 美容室ナインハーフ・VELL 理容 青柳
株式会社　来夢 美容室　畑のまんなか 理容　石森
岸本クリーニング店 Farfalle 理容　内田
北野あたため整骨院 藤木クリーニング店 理容　ヨシダ
抗酸化陶板浴　酸化還元洞 富士住宅株式會社 渡辺カメラ ( 有 )
Cocoro 美容室 ヘア―サロン　エテルナ

<小売>

<サービス>

赤池米穀店 食鮮館りゅうきょう フルーツ直売所　八幡店
アサヤ食品 株式会社 杉原 栄商店 フルーツ山梨農業協同組合　加納岩支所
アメミヤ衣料品店 杉原食品 フルーツ山梨農業協同組合　笛川支所
雨宮洋品店 スポーツショップオダギリ フルーツ山梨農業協同組合　山梨支所
いせや石油店 セブンイレブン下神内川店 フルーツ山梨農業協同組合　八幡支所
衣料品まるぎん セブンイレブン山梨歌田店 ポーラ化粧品 山梨ショップ
ウエルシア山梨下神内川店 セブンイレブン山梨加納岩店 ポワール・おきなや
ウエルシア山梨七日市場店 セブンイレブン山梨上石森店 牧丘産業株式会社
エクラ・プシャンス セブンイレブン山梨北中学校前店 マネキン堂
大竹精肉店 セブンイレブン山梨三ヶ所北店 まるいちストア
オオムラ時計店 セブンイレブン山梨万力店 マルモ小笠原商店
奥山米穀店 鮮魚・仕出し　佐久間商店 まるよ菓子店
おしゃれと制服の店ナカムラヤ 総合食品ヤマジュウ ミスタータイヤマン峡東店
ガーデン甲斐山梨店 駄菓子屋　おがわ みんなの店　ひとやすみ
鍵と化粧品の店 やました 田中畳店 メガネスーパー山梨市下石森店 (SC 店 )
菓子工房フレーズ 土屋ガス商店 メガネの愛眼堂
菓子処　流月堂 ツルハドラッグ山梨石森店 餅菓子処こばやし製菓
活あゆ直売センター山梨養魚場 ツルハドラッグ山梨正徳寺店 矢﨑青果店
株式会社タカギ デイリーヤマザキ　雁坂ライン店 ヤマガタ書店
株式会社まもかーる デイリーヤマザキ　山梨万力公園前店 山﨑石油店
業務スーパーアクロス山梨店 天真堂本店 山下石油店
クスリのサンロード小原西店 ときわ調剤センター 山梨トヨタ山梨日川店
くぼたニコニコ堂 戸田酒販　山梨万力店 山梨プロパン株式会社
源　株式会社 野沢ビニール 山梨南 SS
小池石油店 バイクと自転車の店 ( 有 ) フクダ ( 有 )YEC 米倉電気
 康　鈴木園 萩原製パン工場直売所 ( 有 ) かけもと
GOMI-RIN 長谷川精肉店 有限会社　奥井技建
コメリハードアンドグリーン上栗原店 日野原商店 有限会社　古屋貴石商會
坂本油店 広瀬商店 有限会社　若月商事
サンコー電化 ファミリーマート　山梨市駅前店 ( 有 ) ライフショップこうの
サントネージュワイン㈱売店 深沢商店 La Cachette ラ・カシェット
サンドラッグ小原西店 福島屋薬局 Y ショップ KADOYA
松陽軒長崎 藤原時計店 ワークマンプラス山梨万力店


