




店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考

㈲アート企画 山宮町1299-15 内装工事・リフォーム全般・カーテン
Ｒｅ（アールイー） 大里町2990-15 自転車販売店
愛ラボ写真工房 武田1-5-7 デジカメプリント・写真撮影スタジオ
青葉電器サービス 青葉町10-2 各家電メーカー品全般
秋山化粧品店 朝日5-5-13 化粧品
アジアン雑貨　マルルロア 朝日1-6-5 アジアン雑貨　
あなたの街のでんきやさん　スカイ通信 横根町8 家庭電気製品・電球・電池
味一番 中央1-18-3 中華料理
穴水㈱ 城東1-7-2 ガソリンスタンド
アベニュー 中央1-3-7 ゲームセンター
アマノPAX甲府東店 和戸町880 スーパー、コーナーポケット(パン屋)、フローリストオカムラ（花屋)ではご利用いただけません。
㈲アメミヤ住宅設備サービス 上今井町2573-1 給湯機･空調機・水栓金具・家電品
アライ時計店 上曽根町2883-1 時計・眼鏡
アルガ化粧品店 中央1-18-3 化粧品・小間物
ｱﾝｼ ｪ゙ﾘｰﾙ ｲｼｶﾜ・ﾋ ｭ゙ｰﾃｨｰ石川多美子の店 緑が丘1-1-23 貸衣装・美容
E Lounge 丸の内1-2-8 レディース
居酒屋　ＫＡＥＲＵ　かえる 住吉4-6-6 居酒屋
石川自動車整備工場 中畑町569-1 自動車整備・販売
石坂屋 朝日4-5-4 和菓子
㈱石友　感謝祭 川田町アリア106 貴金属製品製造、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます。
和泉愛児園　和泉子供館 湯村3-12-13 子育て支援センター・一時預り
イタヤマメディコ桜井店 桜井町643-1 医薬品・医薬部外品・化粧品・雑貨
一之瀬靖彦衣料㈲ 湯田2-19-8 ユニホームギフト名入タオル
一松 中央1-5-10 日本料理
いちやまマート池田店 下飯田1-2-10 スーパーマーケット、下記３テナントもご利用いただけます。
(テナント)　クリーニング　ミスターホワイト
　　　　　　　リカーショップ
　　　　　　　マクドナルド
いちやまマート貢川店 貢川本町11 スーパーマーケット
イッツモア塩部ショッピングセンター 塩部1-1-10 スーパーマーケット、下記４テナントもご利用いただけます。
(テナント)　ダイソー
　　　　　　　本　BOOKパーク
　　　　　　　フラワーショップ　マツオ
　　　　　　　クリーニング　すずや
イッツモア増坪ショッピングセンター 住吉本町1188 スーパーマーケット、下記５テナントもご利用いただけます。
(テナント)　ドコモショップ南甲府店
　　　　　　　クリーニングすわん
　　　　　　　本　BOOKパーク
　　　　　　　ブロッサム（花）
　　　　　　　美容院　トランスポジション
井筒屋本店 千塚1-2-10 和生菓子・赤飯
いづみや靴履物店 中央1-18-2 スリッパ・草履・ヘップ履
出光興産㈱酒折給油所 酒折2-1-13 ガソリン・軽油･灯油・オイル等
いなり寿司　清水家 中央1-18-9 いなり寿司・いなか巻
井上青果店 国母2-2-13 野菜・果物・日用雑貨
今再珈琲店 湯村3-2-44 喫茶店
イマザワ酒販 幸町9-20 和洋酒・ワイン・調理品
ilk 丸の内1-14-14オリオン共同ビル107 婦人服・紳士服・小物
印傅屋　本店 中央3-11-15 印傳（日用品・贈答品）
Vague（ヴァーグ） 丸の内1-15-9 婦人服
上田屋 上曽根町1849 食料品・鮮魚・野菜・果物
魚そう北口分店 朝日1-7-13 寿司屋
魚そう中道分店 上曽根町2970-1 すし店
魚そう本店 中央4-10-5 寿し・割烹
内田輪業 下曽根町250 自転車・バイク・修理
うなぎ川長 丸の内1-2-12甲府ターミナルホテル1F南 鰻専門店
うなぎ　黒駒 中央1-7-7 うなぎ蒲焼
うなぎの竜由 徳行2-1-3 うなぎ・郷土料理
えぞ 丸の内1-15-3 ラーメン店
エネオス　甲府住吉給油所　㈲イシイ石油 住吉5-19-18 ガソリンスタンド
エルク（ELK） 徳行4-13-9 山岳用品・アウトドアウェア
㈲遠藤フルーツ 丸の内1-8-16 国内外果物・ワイン
遠藤米穀酒類店 富竹2-6-6 酒･米・食品・葬儀用供物
扇電化 相生1-16-14 テレビ・エアコン他家庭電化製品
大須賀　政善商店 上曽根町3201 肥料・農薬・農業資材・燃料
太田屋 中央4-2-15 毛糸
㈲オートグラス山梨 徳行3-3-21 自動車硝子販売施行・カーフィルム・ウインドリペア
㈱小笠原商会 大和町3-31 貴金属製造卸、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます
岡島 丸の内1-21-15 衣料品・食料品販売、地下1FアマノPAX含む全館でご利用いただけます
㈱岡酒類店 城東1-8-17 酒・たばこ・食品
岡本呉服店 美咲2-10-20 衣料品
オギノ　朝日店 朝日4-5-11 食品・住居関連・衣料、下記テナントもご利用いただけます
（テナント）　オスカー
オギノ　イーストモール店 朝気3-1-12 食品・住居関連・衣料、下記３３テナントもご利用いただけます
（テナント）　アクセランド
　　　　　　　 味ぐるめ
               味よし
               アッシュ
               アップ＆アップ・リバージュ
               エムデボンヌ
               吉字屋
               キャンドゥ
               靴のゼペット
               クリーニング　ミスターホワイト
               健美館
               コーヒーS&S
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店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
               コスメティックMACHIKO
               サリーズカフェ
               ジーベレット
               ジー＆ファーマー
               スタンプマート
               ソフトバンク
               タツミヤ
               ノエル
               ハッピーポケット
               ハニーズ
               バリオ旅行センター
               ファッション　ナカヤ
               ファナー
               フォネット
               フラワーショップよなが
               ムカイ
               ラブ・ナカゴミ
               ラブリーボックス
               ロッテリア
               ロりーポップ
               ワコーズ
オギノ　伊勢店 幸町28-24 食品・住居関連・衣料、下記５テナントもご利用いただけます
（テナント）　足達園芸
               オスカー
               澤田屋
               秀鰻
               美容室クレアーレ
オギノ　後屋店 後屋町446-1 食品・住居関連・衣料、下記テナントもご利用いただけます
（テナント）　フラワーハウス
オギノ　貢川店 徳行1-2-18 食品・住居関連・衣料、下記６テナントもご利用いただけます
（テナント）　オスカー
                機種変更センターフォネット
                Kハウス
                デビュー
                秀鰻
                フルールパピヨン
オギノ　国母店 大里町5016 食品・住居関連・衣料、下記２テナントもご利用いただけます
（テナント）　花楽暮
                フォネット
オギノ　城東店 城東4-3-11 食品・住居関連・衣料、下記テナントもご利用いただけます
（テナント）　オスカー
オギノ　中村店 中村町14-22 食品・住居関連・衣料、下記２テナントもご利用いただけます
（テナント）　オスカー
               写真屋キャンパス
オギノ　山城店 下小河原町12-3 食品・住居関連・衣料、下記テナントもご利用いただけます
（テナント）　せんたくクラブ
オギノ　山宮店 山宮町842-1 食品・住居関連・衣料
オギノ　湯村店 千塚1-9-14 食品・住居関連・衣料、下記２０テナントもご利用いただけます
（テナント）　エルム
               オスカー
               かぶら屋
               桔梗屋東治郎
               CLAY
               コスメティックNISHIKI
               こちびのみせ
               三枝豆店
               シュガー
               セリア生活良品
               ソフトバンクショップ
               チェック
               ひしわ園
               美容室R・ジュノン
               フォネット
               フジミガーデン
               メガネサロン　ヤマキ
               山交トラベル
               柳正堂書店
               レディースランドCO・CO
㈲オクノ旗店 宝2-9-7 幟旗・トロフィー・カップ
小倉袋物店 中央4-4-29 鞄
長田自動車整備工場 下向山町713-2 整備・新車中古車販売
長田精肉店 上曽根町1858-8 食肉・惣菜・食品
長田米穀店 塩部1-13-15 米穀販売
御食事処　宮古 下曽根740-1 和食事処
おそうざい　南京楼 中央1-9-1ビル2F おそうざい販売
お茶の春木屋　中央店 中央4-11-10 お茶など
お茶の春木屋　本店 里吉4-15-18 お茶など
人形の春木屋鳳玉 中央4-11-10 ひな人形
乙黒譲商店 飯田4-10-4 洋品・呉服･寝具
お仏壇のはせがわ 中小河原町1-１3-15 仏壇・墓石・神具
おもちゃのさいとう 丸の内1-8-8 おもちゃ・ゲーム・カード
㈲オリオンフラワー 丸の内1-21-22 生花販売

カーナビ取付専門店　スマイルオート 塩部3-16-17 カーナビ取付専門店
鏡温泉 相生1-3-8 公衆浴場
カジハラスポーツ㈲ 国母5-1-3 スポーツ用品・用具
春日鮨 中央1-13-9 寿司店
カットハウス　ノグチ 下曽根町2033-6 理髪店
割烹　壇 武田2-1-14 日本料理
割烹　満月 中央1-17-6 和食
ガトーソレイユ洋菓子 酒折2-10-27 洋菓子製造販売
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店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
カネヨ海苔店 若松町3-14 海苔類
カフェ＆ダイニング Chai Chai 中央1-5-8 カフェ＆ダイニングバー
カフェ・ド・クリエ　甲府駅前店 丸の内1-8-14 喫茶
カムイオート　甲府店 向町493-1 タイヤ・オイル他自動車用品
カムイ　甲府二輪館 上阿原町403-1 オートバイ用品全般
スポーツカムイ　甲府店 西高橋町134-1 野球・サッカー･他スポーツ用品全般
カメラのムサシドー 湯村2-4-25 カメラ・プリント
カラオケパーク　La La La 中央1-6-3 カラオケスタジオ
GALA HAIR 丸の内1-17-3 ヘアサロン
㈲岸本クリーニング店 中央2-12-36 クリーニング
㈲キタムラ 中央4-3-25 時計・眼鏡・宝飾
吉字屋履物店 中央4-4-26 靴・はきもの
㈱吉字屋穀店 南口町3-8 米穀
きづくり洋装店 中央1-2-14 婦人服
きぬや 中央1-2-10 服地販売
ぎふとはうす　酒商 丸の内2-28-16 酒類・贈答品
㈲きもの　あさ川 青沼3-8-21 振袖・レンタルもあり
CANDY HOUSE 国玉町973-1 犬・猫販売（トリミング・ホテル・餌・その他）
㈱京呉服　ふじや 中央1-14-13 呉服店
京設計㈱ 桜井町307 鋼橋の設計
ギョクホー堂眼鏡店 中央1-4-7 メガネ・補聴器
キリン館 中央1-4-8 洋食レストラン
近畿日本ツーリスト㈱ 丸の内2-1-1 旅行業
銀座ＡＢＣ靴店 中央1-13-7 紳士・婦人靴
銀座　江戸家 中央1-13-8 和食店
銀座　冨士アイス 中央1-14-12 ラーメン・定食
銀座　ブラザー 中央4-3-12 文具・事務用品・OA機器
銀座街の駅「安心ギャラリー」 中央4-3-14 1F イベント開催・レンタルBOX内雑貨販売
銀座街の駅「ハツピーキッズ」 中央4-3-14 2F 託児・一時保育
金精軒本店 太田町6-8 和菓子製造販売
金生屋 住吉1-6-18 ひな人形商・旗幕商
吟なべ 丸の内1-20-21 和食料理店
クシヤ 伊勢1-11-2 化粧品
GOOD WEST 住吉5-23-2 自動車用パーツ販売及び取付
㈱窪田商会 寿町16-1 貴金属・カバン、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます。
窪忠米穀店 幸町18-13 米穀販売
倉惣 中央4-6-20 茶販売
クリーニング志村　朝日店 朝日4-5-2 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　石田西店 上石田4-2-21 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　大里店 大里町355-1 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　太田町店 太田町5-25 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　国玉店 国玉町860 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　国母店 国母3-2-1 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　桜井店 桜井町585-2 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　下石田店 下石田2-13-12 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　住吉店 住吉1-11-22 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　善光寺店 善光寺1839 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　宝店 宝2-4-1 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　武田店 武田3-6-30 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　千塚店 千塚3-4-23 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　南西店 上石田4-11-7 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　フレスポ店 和戸町814-1フレスポ甲府東内 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　本店 朝気1-6-16 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　美咲店 美咲1-7-6 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　柳町店 中央4-5-26 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニング志村　和戸店 和戸町347 クリーニング・ファッションメンテナンス
クリーニングすわん　オギノ後屋店 後屋町446-1 クリーニング
クリーニングすわん　住吉本店 住吉3-23-8 クリーニング
クリーニングすわん　緑ヶ丘店 緑が丘1-2-20 クリーニング
クリーニングすわん　三吉店 太田町6-1 クリーニング
クリーニング　ミスターホワイト 青沼3-5-47 衣類・寝具他クリーニング
クリーニング　よねや 天神町7-6 クリーニング
㈲クリーンアシスト 川田町36-2 ハウスクリーニング・ビルクリーニング
クリニックサロン　ウィット 丸の内1-20-20 美容一般
黒駒楼 青沼1-3-13 うなぎ料理
㈱クロスフォー 朝気1-2-60 ジュエリーメーカー、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます。
㈱ＫＮＴツーリスト　甲府営業所 丸の内2-1-1 旅行業
源泉湯　燈屋 上阿原町590-3 源泉･飲食業
現代仏壇･ギャラリー甲府 中小河原町561-1 仏壇・仏具・位牌・線香・お香
小池商店 上曽根町3280-1 文房具・日用雑貨・化粧品
高原スタジオ 国母8-1-7 写真店
甲州居酒屋　さけくら 中央1-13-7 居酒屋
甲州味噌　おかめ麹 若松町6-34 麹・味噌・大豆・塩
甲州家そば店 宝1－25－3 そば・うどん
甲典堂板山薬局 住吉1-2-17 薬局
㈱合同タクシー 大和町1-48 タクシー
河野スポーツ 中央1-1-5 スポーツ用品販売
甲府駅ビル　エクラン 丸の内1-1-8 ファッション・身の回り･文化用品･雑貨・フーズなど、下記６４テナントでご利用いただけます。

（テナント）　マツモトキヨシ
               SM2　olohuone
               tip top
               misty woman
               AMO'S STYLE
               にもんじや
               iiMK
               フラワーステーションまるい
               earth music&ecology
               マクドナルド
               おしゃれ工房
               INGRID
               TULLY'S COFFEE



店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
               アートコーヒー
               アントステラ
               ヴィドフランス
               ワインセラー
               田吾作
               京樽
               味のれん
               とんかつ和幸
               銀座マギー
               Rew de Rew
               チュチュアンナ
               Renacer
               MK MICHEL KLEIN
               2Ｕ4Ｕ
               THE BODY SHOP
               ベルディア
               CRYX
               MINiPLA
               CECIL McBEE
               OZOC
               WISDOM
               g-BLOW
               THE EMPORIUM
               SpRay
               ESPERANZA
               DE：S
               きものやまと
               RNA MEDIA
               ｂ.ｘ.store
               コンチェルト
               銀座ジュエリーマキ
               DEPAK
               てもみん
               新星堂
               エルチャンス
               改造社書店・文具
               Ｌｉｃａｖｏｕ
              六曜館珈琲店　
              ヘアーサロン・ソシエ
              エステティックサロン・ソシエ
              ネイルサロンVANITY
              糸ぐるま
              築地寿司岩
              とんかつ和幸
              フレール・オーブ
              小吃坊
              らあめん青葉
              藩
              杵屋
              大阪ぼてぢゅう
               Ｄｉｎｉｎｇ六魯
甲府脳神経外科病院　ＰＥＴセンター 酒折1-16-18 ＰＥＴ健診に限る
甲府富士屋ホテル 湯村3-2-30 宿泊・レストラン・宴会・売店・温泉入浴
甲府ワシントンホテルプラザ・銀座八丁 中央4-3-5 宿泊・和食レストラン
工房　ヌウ 緑ヶ丘1-15-14 洋裁店・婦人服
甲宝シネマ 中央1-3-7 映画館
コジマ ＮＥＷ甲府 富竹1-10-33 一般家庭電化製品販売
コジマ NEW甲府バイパス店 中小河原1-14-12 家電製品・ゲーム・DVD・CDソフト
コッコフーズ上曽根店 白井町641-7 焼鳥・惣菜製造販売小売
子供服　キングダムキッズ 国母5-8-1グランパーク1F 衣類・シューズ・雑貨
㈱小林商会 大和町2-21 宝飾品、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます
㈱米福 上石田4-16-10 食品卸

㈱三枝豆店 中央4-4-20 豆菓子・珍味販売
斉藤商店 白井町664 酒類・タバコ・食料品・雑貨
斉藤青果店 善光寺1-19-16 野菜・果物・食品
さかな屋　一心太助 中央1-4-4 鮮魚･魚貝類など
酒のディアーズ　朝気店 朝気3-18-29 酒類・タバコ・米・食品
酒のディアーズ　大里店 大里町4179 酒類・タバコ・ソフトドリンク
佐々木電気 右左口町1259 パナソニック家電製品
刺身居酒屋　北海屋 相生2-3-16センティアホテル内藤1F 刺身居酒屋
佐渡屋・DELIS 相生2-3-13 焼肉・しゃぶしゃぶレストラン
㈱佐渡屋　アルピット徳行SS 徳行3-9-29 石油販売・車検・板金
㈱佐渡屋　甲府第一SS 太田町8-3 石油販売・車検・板金
佐野輪業社 国母4-1-8 自転車・バイク販売・修理
澤田屋　後屋店 後屋町412-1 和・洋菓子
澤田屋　甲府駅前店 丸の内1-7-3 和・洋菓子
澤田屋　中央店 中央4-3-24 和・洋菓子
㈱山鏡堂 丸の内1-21-21 額縁・油絵・日本画・版画
山光石油㈱アイネット甲府SS 美咲1-12-16 ガソリンスタンド
山光石油㈱東青沼SS 青沼2-24-3 ガソリンスタンド
山光石油㈱プリテールこくぼ店 国母8-3-5 ガソリンスタンド
三福飯店 中央1-5-9 中華飯店
サンポー 羽黒町94-3 たばこ・文房具･缶飲料
シアターセントラルＢｅ館 中央1-5-12 映画館
シーズ（She's） 上今井町265-5 婦人服・バック・小物
ＪＴＢ甲府支店 丸の内1-1-8 一般旅行業
四季乃味彩 中央1-1-21ベラミー1Ｆ 居酒屋
治作鮨 中央4-8-19 すし店
篠原貿易㈱ 相生2-4-15 宝飾品、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます
シマヤ釣具店 相生2-4-23 釣具販売

サ行



店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
㈲シミズ酒販 里吉4-4-16 酒類販売
㈲下の水石油 住吉4-23-13 ガソリン・灯油・オイル他
シャトレーゼ　オリオン通り店 丸の内1-15-6 洋菓子販売、１０月２日オープン
シャトレーゼ　上石田店 上石田3-11-16 洋菓子販売
chapeau （シャポー） 丸の内1-14-10 帽子・皮小物販売
十仁サロン　ビューティとしこ 下石田2-11-18 美容一般
シューズショップ　藤川 朝日5-5-13 靴・履物
㈱朱宮伸仏具店 中央4-3-4 線香・ローソク・仏壇
春光堂書店 中央1-4-4 書籍・雑誌・たばこ
旬料亭まつ川 北口1-8-10 日本料理
食彩酒房　月の灯り 中央1-1-21ベラミー2Ｆ 居酒屋
食処　盆地 蓬沢町1044 定食・丼・放蕩・めん類
寝具の山本 丸の内1-21-28 寝具販売
スーパーやまと　大里店 大里町4189-1 生鮮食料品
スーパーやまと　住吉店 中小河原1-13-28 生鮮食料品
㈲末木米穀店 中央3-11-31 米・麺類･食品など
すし処　魚保 太田町20-6 すし店
寿々屋酒店 住吉1-1-17 酒類・たばこ
スタンプ工房　昭平堂 青沼2-25-5 印鑑・ゴム印・名刺
須藤クリーニング　アルプス店 飯田4-2-16 クリーニング
須藤クリーニング　山宮店　 山宮町1119-5 クリーニング
スパゲティ＆ドリンク　イッセイ 丸の内2-4-21　大森ビル2F ワインレストラン
スポーツギフト米　カネマル 善光寺1-19-20 米・ギフト用品
スリープショップ　きむら 伊勢1-9-12 寝具全般
セイビドー本店 丸の内1-15-8 メガネ・補聴器
積翠寺温泉　要害 上積翠寺町1003 温泉旅館業
関文具店 丸の内1-8-10 文具・事務用品
相互タクシー㈱ 伊勢1-11-3 タクシー業
そば処　奥義 中央1-12-45 日本そば
そば処　そば長 下曽根町3657-1 そば・天ぷら・寿司
そば処　樂 中央1-1-11 そば

Diana 丸の内1-15-10 婦人服・小物等
タイガーズ テイル 丸の内1-14-14 洋服・シューズ・BAG
大黒ずし 城東1-16-21 寿司店
タイヤ館　昭和 国母8-28-12 タイヤ・ホイール・オーディオ・自動車用品
DIAMOND ROUGE 丸の内1-14-14オリオン共同ビル103 衣料品販売
DO FAMILY 丸の内1-15-10 レディース
滝本商店 中畑町914 食料品・雑貨・日用品
タケイコーヒー 大手1-2-4 コーヒー豆・紅茶・器具等
㈲武田武藤薬局 大手1-2-3 一般医薬品・日用雑貨
竹屋あさかわ 幸町9-25 和菓子店
タツミサイエンス依田商会 湯田2-19-12 装身具製造・小売
煙草館　はやかわ 下石田2-17-20 たばこ専門店
㈲田原屋本店 丸の内1-21-23 スキヤキ・シャブシャブ・トンカツ
たべもの屋　とりすみ 高畑1-23-9 和食
タマヤ 朝日4-1-2 紳士･婦人服・洋品雑貨
茅野米穀店 相生1-1-4 米穀店
中華飯店　だんしゃく亭 朝気1-2-72 中華料理・ラーメン
中華レストラン　さんぷく 中央1-4-9 中華レストラン
中国料理　天星苑 貢川1-6-25 中華レストラン
中国料理　香港飯店 朝気1-3-23 中国料理
中国家庭料理　桃 住吉5-1-21 中華料理
徴古堂書店 中央4-5-24 書籍・雑誌
ツジヤ眼鏡店 中央1-3-8 メガネ小売
TSUTAYA甲府バイパス店 上阿原町373 本・CD・DVD販売・及びCD・DVD・コミックレンタル
角田食料品店 下曽根町67 魚介類・菓子・果物等
D.D.甲府南インター風土記の丘給油所 下曽根町373-5 燃料・オイル・タイヤ等
DVD販売買取　クルーズ甲府店 上阿原町418-1 本・DVD・ビデオなど
手打ちそば　奥村本店 中央4-8-16 日本そば
天華 相生2-16-2 中華料理
てんぐらーめん 古上条町428-4 らーめん
天然温泉　山宮温泉 山宮町2532 温泉浴場業・飲食業
ドイツ健康シューズ　むかわ靴店 中央1-1-22 ドイツ健康シューズ販売
東部倉惣茶店 城東1-15-1 お茶販売
Dr.Drive 八日町サービスステーション 中央2-12-14 ガソリンスタンド
Dr.Drive 甲府北サービスステーション 北口1-5-21 ガソリンスタンド
Dr.Drive 甲府南サービスステーション 伊勢1-10-16 ガソリンスタンド
Dr.Drive 美術館通りサービスステーション 貢川1-5-62 ガソリンスタンド
時計・メガネ　のざわ 朝日1-5-1 時計・メガネ・貴金属
時計・メガネ・宝飾　マスムラ 中央1-12-42 時計・眼鏡・宝飾品
ところ酒店 山宮町887-1 酒類販売
トップツアー㈱　甲府支店 丸の内2-29-3 国内･海外・JR
ドトールコーヒーショップ　甲府グランパーク店 国母5-8-1グランパーク1F コーヒー　喫茶
㈲ドラッグ小口 青沼2-11-20 薬・化粧品・日用雑貨
ドラッグヤマダ 中小河原1-8-1 医薬品登録販売
ドレスギャラリー　ヨコヤマ 中央1-1-2 婦人服・他
とんかつ　とん甲 若松町6-43 とんかつ

内藤楽器　本店 丸の内1-17-7 楽器
内藤楽器　ハーモニーBOX 塩部4-13-8 楽器
内藤楽器　本社 大里町2195 楽器
内藤楽器　ヤマハバリオセンター 朝気3-1-12 オギノバリオ内 教室（ヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室）
内藤セイビドー眼鏡店 中央1-20-20 眼鏡・補聴器
中澤青果 中央1-5-14 青果物
㈱中沢燃料 宝2-19-5 灯油・エネファーム・太陽光発電・ガス器具・備長炭・茶炭
㈲永田楽器店 朝日2-16-15 CD・DVD・楽器
中田商店 宝1-25-7 日用雑貨・たばこ・文房具
中野電気 富士見2-8-15 家電販売
中村屋 中央1-14-12 お好み焼・もんじゃ焼
中山ユニホーム 中央4-1-26 白衣・事務服・作業服

タ行
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店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
ナチュラルグレース 上石田2-25-1 レストラン
奈良田本店 国母4-22-12 郷土料理
煮貝のマスダ 下飯田4-10-2 国産煮鮑
㈲ニシカワ酒店 新田町19-5 酒・たばこ・甲府市ごみ袋
日本料理　釜めし　多ぬき 中央1-14-8 日本料理
日本料理　無庵 緑ヶ丘1-7-5 日本料理
株式会社　日本旅行　甲府支店 丸の内2-29-4　明治安田生命甲府ビル１F 国内・海外旅行
にもんじや 中央1-1-11 資生堂・クロロフィル・化粧雑貨
NEW YORK スタジアム 国母1-17-27 MEN'S Lady's 子供服
Natural Room 国母1-17-28 レディース　セレクト
人形の皇徳 中小河原町1590 ひな人形・五月人形
納家 中央1-8-1 和食一品料理・日替り定食
ノジマ NEW甲府店 徳行2-4-20 テレビ・生活家電・パソコン

HEART（ハート） 丸の内1-15-9 ブティック
ハウス・オブ・フーゲツ 中央1-1-23 ブティック
ぱすた屋 丸の内1-21-21 洋食
㈲ハタノ薬局 中央4-4-24 薬販売
バッカス甲府東店（アマノPAX甲府東店内） 和戸町880　アマノPAX甲府東店内 酒類販売
花一商店 朝日1-10-4 生花小売
花国 中央4-4-17 生花販売
花幸 朝日1-10-1 生花・プリザーブドフラワーなど
花とインテリア　LABO 朝気1-2-63 アートフラワー・花器・インテリア雑貨・花スクール
浜松や酒販 上曽根町1920 酒類・タバコ・米・ジュース
㈲早川ベーカリー 中央1-1-2 洋菓子製造販売
バン写真館 美咲1-10-7 撮影専門店
㈱ビオレ 中央1-6-6 婦人服・小物
㈲樋口印章店　本店 朝日2-6-7 印章業
㈲樋口印章店　丸の内店 丸の内1-16-12 印章業
ビストロ・セ・ボン 青沼2-25-8 洋食
BICKY 丸の内1-15-8 婦人衣類
美肌工房　SATOSHIYA 朝日5-6-11 化粧品・装粧品
ひまわりキッチン 朝日1-5-2　清水ビル　1Ｂ 洋食
ビューティータジマ 朝日2‐17‐１１ 美容一般
美容室・トレンディ・ 朝気1-2-36 美容一般
美容室　ｉ＊ＬＡＢＢＩＴＳ 朝日1-5-2　天野朝日ビル1Ｆ カット・カラー・パーマ等
美容室　かみゆいどころ 大里町5320 美容室
美容室　GLOW 堀之内町754-1 美容室及びエステ店
美容室　ドミナール 大里町386オギノ国母店敷地内 美容一般
美容室　らぁぶ 千塚4-13-21 美容室
美容室　ラ　ポール・沙羅 山宮町1299-15 パーマ・カット・エステ・着付け
平川ます子商店 中畑町530 食料品・米・雑貨
平川整商店 下向山町1-1 酒類・米穀
平川鐡男商店 上曽根町432-1 食料品
平川ふとん店 上曽根町1852-1 寝装品・衣料品
平山写真館 青沼1-17-6 写真撮影・カメラ用品販売
ＦＩＲＳＴ 大里町5257 美容室
ファッション２１ 中央1-4-8 衣料品
FASHION　SQUARE　ZERO 中央4-3-16 ポスター・グッズ類
ファミーユ 朝日5－5－9 子供服・ベビー服
㈲フィッシュランド　イシハラ 相生3-5-40 金魚・熱帯魚・鯉・鳥・小動物・犬など
風月庵　椿 中央1-1-23 和風喫茶
風月堂 中央1-1-23 和菓子
フードライフ 国母6-4-1 菓子・一般食品・業務用食材
フェイシャル　みどり 小瀬町647-1 フェイシャルエステ・カシー化粧品販売品
フカサワ宝石 中央1-2-15 宝石・貴金属･水晶製造販売
吹野家具店 丸の内2-22-14 家具・インテリア用品
富士アイス朝日店 朝日5-6-10 食堂・菓子製造販売
㈲富士タクシー 上曽根町1855 タクシー
藤の家 相生2-10-12 鮨・割烹・弁当
フジヤ 中央1-20-20 コスメティック＆ランファン
不二家　大里店 大里町4992-1 洋菓子・キャンディー・クッキー
不二家　貢川本町店 貢川本町572-1 洋菓子・キャンディー・クッキー
㈲藤屋酒店 千塚4-4-20 酒類販売業
フタバエコー 伊勢2-13-5 CDショップ＆ハウスクリーニング
ブックランド　柳正堂 中小河原町573 書籍販売
ブティック・ミサ 中央1-14-9 ブティック
風土記の丘農産物直売所 下曽根町1063－1 野菜・果実・ワイン
ふとんインテリアの小松屋 国母1-2-5 寝具仕立販売・室内装飾施工
ふとんのもりたや 上石田4-5-25 寝具
㈱ブライダルセンター寿屋 湯村1-9-40 貸衣裳
プラスバリュー甲府和戸店 和戸町549 スーパーマーケット
ｆｌｏｗｅｒ　ｇｏｔｏ 下曽根町382-1 生花・切花・鉢物・器
フラワーはうす 伊勢3-14-2 切花・鉢物・花関連資材・雑貨など
㈲PRERINA 住吉2-6-17サンマリーナ住吉202 化粧品・洋服・下着
プロテクト 白井町1070-8 板金・塗装・車検・整備
ヘアーサロン　ゴトウ 丸の内１－１３－２ 理容業
ヘアーサロン　ハラダ 若松町6-46 理容業
ヘアーサロン まえだ 下飯田1-3-15 理容業
ヘアースタジオハラダイス（HAIR　STUDIO　Paradise）善光寺3-27-25 パーマ・カラー・カット・セット
㈲北条油店 国母1-1-2 ガソリンスタンド
蓬来軒 中央4-12-28 支那そば・餃子
ｂｏｗｌ　ｄｉｎｉｎｇ　220 中央1-13-9 丼ぶり
ホームセンターくろがねや　池田店 池田1-3-21 ホームセンター
ホームセンターくろがねや　住吉店 中小河原1-13-18 ホームセンター
ホームセンターくろがねや　和戸店 和戸町藤塚1-13-18 ホームセンター
ポケットハウス 酒折1-4-8 メンズ・レディース用品・小物など
PoCo SeRio（ポコセリオ） 貢川本町12-20 イタリアン
㈲星野書店 武田4-1-30 書籍・雑誌・たばこ
堀田畳製作所 上曽根町3662-31 畳製造販売
ホワイト急便山梨　相生小前店 相生2-15-13 クリーニング・写真

ハ行



店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
ホワイト急便山梨　アルプス通り店 貢川本町7-22 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　飯田４丁目店 飯田4-3-2 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　池田店 池田1-4-12 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　伊勢町通り店 伊勢3-1-6 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　後屋店 古上条町854 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　大里店 大里町4225-3 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　貢川店 上石田3-8-8 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　国母４丁目店 国母4-1-4 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　住吉５丁目店 住吉5-9-22 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　高畑店 高畑1-4-3 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　武田通り店 武田3-3-7 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　千塚３丁目店 千塚3-1-7 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　徳行２丁目店 徳行2-1-11 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　中村店 中村町9-19 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　羽黒店 羽黒町895-6 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　東工場店 住吉3-26-17 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　東光寺店 東光寺2-31-11 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　丸の内２丁目店 丸の内2-24-3 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　美咲店 美咲2-15-16 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　三吉店 相生3-4-7 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　横沢通り店 美咲1-3-17 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　若松町店 若松町3-17 クリーニング・写真
ホワイト急便山梨　和戸店 和戸町382-1 クリーニング・写真

マクドナルド中小河原店 中小河原町584-1 ハンバーガー
まちなかヴァンフォーレプラザ 中央1-6-2 アパレル・文房具・チケット他
松坂屋 下曽根町217 食料品・雑貨・化粧品
㈲丸三タクシー 貢川2-1-13 タクシー
㈲マルシェ・オ・ヴァン/グランドエピスリー 城東3-16-11 惣菜・パン・ワイン
丸十パン　本店 丸の内2-28-6 パンの製造・販売
まるせ洋装店 丸の内1-16-22 スーツ・ブラウス・パンツ・スカート
丸茂酒店　一日一丁豆富彩豆堂美咲直売所 美咲1-3-17 豆富・納豆・豆乳等・ホワイト急便・クリーニング取次店
マンセイ洋装店 丸の内1-21-21 婦人服
満足屋 中央1-13-8 紳士服・カジュアル洋品
㈲ミカサ商会 国母1-23-4 オートバイ販売・修理
味可美 朝日4-5-2 焼鳥・餃子
ミナミ洋装店 丸の内1-20-1 婦人服
向井商店 右左口町1439 雑貨・酒・タバコ
向山美和子の料理教室 上石田2-39-15 料理教室
武藤呉服店 丸の内1-21-7 呉服・洋品
メガネ・トケイのユキエ 朝日2-16-14 メガネ・時計
メガネのサンワ 中央1-2-1 メガネ補聴器
モード・エ・ジル 古上条町154-6 婦人洋品
Mobilサービスステイション　貢川富竹給油所 富竹1-3-24 石油類
Mobilサービスステイション　南西給油所 国母3-12-26 石油類
モスバーガー甲府駅前店 丸の内1-1-8 モスバーガー
モスバーガー甲府高畑店 高畑1-10-2 モスバーガー
望月化粧品店 住吉1-8-19 化粧品小売販売
㈲森本石油 上石田2-26-23 サービスステーション

やぎ寝具店 丸の内3-10-12 寝具・カーテン・インテリア用品
焼肉ばんばん 長松寺町13-45 焼肉レストラン
柳澤商店 宝2-8-7 青果
柳鮨 上曽根町3662-221 寿司店
㈲山国屋 丸の内3-1-19 果物
山交トラベルサービス㈱ 飯田1-3-13 旅行業
山交百貨店 丸の内1-3-3 百貨店
㈲山田穀店 城東2-9-22 米穀販売
山田時計店 寿町17-9 時計・メガネ販売修理
㈱山梨新興徽章 善光寺1-6-8 旗・ギフト・提灯
山梨のワインと地酒　吉田屋 朝日2-17-13 酒類販売・たばこ
㈱山梨物産商会 中央4-12-13 貴金属、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます
山梨万年筆商会 丸の内1-16-1 万年筆・ボールペン・シャープペンシル
山梨モーターガス㈱ 塩部4-15-2 ガソリン・軽油・灯油
山根園 丸の内2-16-18 お茶販売
山の手ホンダ㈱ 塩部1-11-7 全メーカー自動車販売･修理･車検・板金・保険業
山本荒物店 丸の内1-21-3 タバコ・日用雑貨
ヤルキ美容室 善光寺1-22-1 美容業
由井コピーサービス 中央4-8-14 コピーサービス
ゆりビューティサロン　彩健美館 後屋町389-1　サンビレッジ百合Ａ２０１健食・化粧品販売
洋麺屋　楽 丸の内1-14-14 オリオン共同ビル１Ｆ１０１スパゲティー専門店
依田酒店 徳行5-6-1 日本酒･ワイン･焼酎
㈱依田商会 朝気3-20-4 貴金属製品、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます
米山自動車工場 白井町678-1 修理・新車中古販売
読売センター甲府駅北 美咲1-13-11 新聞販売
㈱読売旅行　甲府営業所 相生1-2-31　大同生命甲府ビル1階 旅行

ラーメン　蘇州 徳行3-4-17 ラーメン店
ライフプラン　ミヤザワ 千塚4-13-21 健康補助食品・化粧品
楽食　北海屋 大里町4254-1 居酒屋
㈱ラッキー商会 湯田2-10-12 宝石・製造・販売、ジュエリーファクトリーセールでもご利用いただけます
リカースポット　ホサカ 高畑3-1-9 酒類・飲料・米・調味料
㈱リビングセンターマエダ 中央1-12-46 日用雑貨・金物
リビングハウス米山・カーテンDO甲府 丸の内3-33-1 家具・インテリア・カーテン
柳玉堂　小宮山印店 中央4-9-19 各種印章
柳正堂書店　本店 中央4-2-18 書店、湯村ショッピングセンター店でもご利用いただけます
RES RARA本店（レースララ）、ペーシュ 中央1-2-11 婦人服
レストラン　キャセロール 善光寺2769 フランスレストラン
レストラン　スコット 中央1-3-1 洋食
レストランバー　ＳＡＩＫＩ 中央1-7-7 レストランバー
レストラン　パレット 丸の内2-38-11 ハンバーグレストラン

マ行

ヤ行

ラ行



店舗名 所在地（甲府市） 事業内容・取扱品、備考
レストラン　ボンマルシェ 中央1-5-12 洋食レストラン
Lady's Fashion ｾﾚｸﾄ&ｺｽﾒｼｮｯﾌ 　゚まるだい 青沼2-23-11 婦人服・化粧品店
朗月堂本店 貢川本町13-6 書店

Works-G 中央1-11-10 紳士服小売
YBSトラベル 北口2-6-10 YBSツアー・各種パッケージツアー
若荒井 中央1-18-7 うなぎ
ワコールショップココ 朝日4-1-1 婦人服・ワコール下着
和真メガネ　甲府本店 中央1-2-12 眼鏡・光学器等
和風レストラン　スリースター 青葉町9-12 日本食・洋食

ワ行




