
1 全店共通券のみ あけの歯科医院 明野町上手650-1 45-7457 大型店舗

2 全店共通券・地元券 秋山商店 明野町小笠原2952-2 25-2419 飲食店

3 全店共通券・地元券 あけの農さん物直売所レストラン 明野町上手11928-1 25-5830 飲食店

4 全店共通券・地元券 杏’S（あんず） 明野町上手2093 25-2323 飲食店

5 全店共通券・地元券 cafe くじらぐも 明野町上手3144 25-4053 飲食店

6 全店共通券・地元券 茅野 明野町上手5439 25-2480 飲食店

7 全店共通券・地元券 グリルDmメーテル 明野町上手7124-1 45-7811 飲食店

8 全店共通券・地元券 暖炉レストラン ターシャ 明野町上手11588 25-4129 飲食店

9 全店共通券・地元券 PAN TON TOMATO 明野町浅尾5259-212 45-6768 飲食店

10 全店共通券・地元券 フランス菓子 ドゥ・ミール　 明野町浅尾5259-210 25-2889 飲食店

11 全店共通券・地元券 ホタル食堂 明野町浅尾684-1 080-5470-8343 飲食店

12 全店共通券・地元券 ハーミテージ・ウィステリア(藤の木庵) 明野町上手11657-8 25-6048 宿泊・旅行

13 全店共通券・地元券 ハイジの村クララ館 スパ＆レストランホテル 明野町浅尾5259-950 25-2601 宿泊・旅行

14 全店共通券・地元券 サニーフィールド 明野町浅尾5259-57 080-1156-2571 レジャー・体験・温泉

15 全店共通券・地元券 ブルーベリー明野 観光農園 明野町浅尾5638 25-6032 レジャー・体験・温泉

16 全店共通券・地元券 山梨県立フラワーセンター・ハイジの村 明野町浅尾2471 25-4700 レジャー・体験・温泉

17 全店共通券・地元券 レイクウッドゴルフクラブサンパーク明野コース 明野町小笠原3394-1 25-2500 レジャー・体験・温泉

18 全店共通券・地元券 (株)茅ヶ岳観光バス 明野町上手4269-1 25-6262 運輸業（バス・タクシー等）

19 全店共通券・地元券 韮崎代行サービス 明野町上手1883 080-6593-7144 運輸業（バス・タクシー等） ○

20 全店共通券・地元券 合同会社明野市場 明野町上手7585-3 45-7335 みやげ品・農産物直売所

21 全店共通券・地元券 あけの農さん物直売所 明野町上手11928-1 25-5830 みやげ品・農産物直売所

22 全店共通券・地元券 黒蜜庵明野店 明野町浅尾5259-950 25-2601 みやげ品・農産物直売所

23 全店共通券・地元券 清水商店 明野町浅尾2015 25-2246 飲食料品店

24 全店共通券・地元券 清水金物店 明野町下神取1500-5 25-3154 その他小売

25 全店共通券・地元券 清水農場 明野町浅尾500 25-2417 その他小売 ○

26 全店共通券・地元券 パンやまに 明野町上手11192-1 25-4511 その他小売

27 全店共通券・地元券 ピースリング 明野町浅尾5260-2 45-7440 その他小売

28 全店共通券・地元券 アジア燃料(株) 明野町上手6021 25-2221 ガソリンスタンド

29 全店共通券・地元券 (有)ニューアポロ自動車 明野町上手4269 25-2432 自動車・二輪車関連

30 全店共通券・地元券 ボディーショップフカサワ 明野町上手6993 25-2213 自動車・二輪車関連

31 全店共通券・地元券 株式会社T･K･C 明野町上手7368-1 090-4711-6924 住宅関連

32 全店共通券・地元券 カットハウス プリンセス 明野町上手8256 25-4464 理容・美容店

33 全店共通券・地元券 ビューティ シノハラ 明野町上手5447 25-2612 理容・美容店

34 全店共通券・地元券 骨盤調整×アロマ グリーンノート 明野町上手5057 090-4721-6874 その他

追加
店舗

北杜市プレミアム付商品券「ほくとトクトク商品券」取扱店舗一覧【明野町】
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1 全店共通券のみ イオンビッグ(株)ザ・ビッグ北杜須玉店 須玉町若神子2255 30-4166 大型店舗

2 全店共通券のみ オギノ須玉店 須玉町大豆生田1072-1 42-3300 大型店舗

3 全店共通券のみ コメリハードアンドグリーン須玉店 須玉町若神子2004-2 42-1151 大型店舗

4 全店共通券のみ シャトレーゼ須玉店 須玉町若神子2696-1-2 42-2208 大型店舗 ○

5 全店共通券のみ すずやクリーニング須玉店 須玉町若神子2270-1 42-2055 大型店舗

6 全店共通券のみ DCM 須玉店(旧 DCMくろがねや須玉店) 須玉町若神子2300-1 42-2117 大型店舗

7 全店共通券のみ ハートフル薬局須玉店 須玉町若神子2266-1 45-8723 大型店舗

8 全店共通券のみ マツモトキヨシ アクロスプラザ須玉店 須玉町大豆生田1112 42-9010 大型店舗

9 全店共通券のみ ローソン須玉大豆生田店 須玉町大豆生田638 42-2530 大型店舗

10 全店共通券・地元券 味のなりたや 須玉町若神子2772-1 42-4217 飲食店

11 全店共通券・地元券 居酒屋 飛天 須玉町若神子3957-1 20-6113 飲食店

12 全店共通券・地元券 居酒屋レストラン会 須玉町若神子2421 42-4084 飲食店

13 全店共通券・地元券 おいしい学校 須玉町下津金3058 20-7300 飲食店

14 全店共通券・地元券 cafe kiana 須玉町若神子519-3 42-5567 飲食店

15 全店共通券・地元券 韓国ソウル焼肉専門店 須玉町若神子1397 42-2519 飲食店

16 全店共通券・地元券 鮨 一藤 須玉町若神子2409-2 42-4419 飲食店 ○

17 全店共通券・地元券 スナック　キング 須玉町若神子1424 090-5318-6441 飲食店

18 全店共通券・地元券 SPOON Garden 須玉店 須玉町若神子2604-1 45-8666 飲食店

19 全店共通券・地元券 津金学校 明治カフェ 須玉町下津金2963 20-7100 飲食店

20 全店共通券・地元券 つがね食堂 須玉町上津金415 47-5221 飲食店

21 全店共通券・地元券 ニューあづま 須玉町比志6476 45-0611 飲食店

22 全店共通券・地元券 みずがき湖ビジターセンター 須玉町比志3730-3 45-0081 飲食店

23 全店共通券・地元券 みずがき食事処 須玉町小尾8841-6 090-5908-7472 飲食店

24 全店共通券・地元券 ラーメン蘇洲 須玉町若神子1255 42-4577 飲食店

25 全店共通券・地元券 料亭 安部 須玉町若神子1479-2 42-2526 飲食店

26 全店共通券・地元券 渓月 須玉町比志6498 45-0028 宿泊・旅行

27 全店共通券・地元券 over the age mountain tour 須玉町若神子1477 42-3677 レジャー・体験・温泉

28 全店共通券・地元券 抗酸化陶板浴 なごみの家 須玉町若神子1951-2 42-3373 レジャー・体験・温泉

29 全店共通券・地元券 シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 須玉町江草3072 42-1011 レジャー・体験・温泉

30 全店共通券・地元券 増富の湯 須玉町比志6438 20-6500 レジャー・体験・温泉

31 全店共通券・地元券 須玉三共タクシー 須玉町若神子1384-1 42-2328 運輸業（バス・タクシー等）

32 全店共通券・地元券 マルワ観光有限会社 須玉町東向2162 42-2828 運輸業（バス・タクシー等）

33 全店共通券・地元券 山梨峡北交通株式会社 須玉町若神子3126-5 42-2343 運輸業（バス・タクシー等）

34 全店共通券・地元券 おいしい市場 須玉町若神子2323 42-1177 みやげ品・農産物直売所

35 全店共通券・地元券 土産品店 かもしか 須玉町比志6467-1 45-0114 みやげ品・農産物直売所

36 全店共通券・地元券 八ヶ岳フルーツ農園 須玉町小倉4136 42-2223 みやげ品・農産物直売所

37 全店共通券・地元券 ローソン山梨須玉町店 須玉町若神子3107-1 42-5350 コンビニエンスストア ○

38 全店共通券・地元券 共栄堂 須玉町比志3621-13 45-0721 飲食料品店

39 全店共通券・地元券 斉藤商店 須玉町大豆生田15 42-2408 飲食料品店

40 全店共通券・地元券 村松物産店 須玉町比志6498 45-0027 飲食料品店

41 全店共通券・地元券 山下精肉店 須玉町藤田728 42-2027 飲食料品店

42 全店共通券・地元券 アンティーク冬花 北杜店 須玉町若神子1701-2 090-4412-2326 その他小売

43 全店共通券・地元券 ウエダヤ 須玉町若神子2116 42-2024 その他小売
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44 全店共通券・地元券 On the river 須玉町江草7848 45-7156 その他小売 ○

45 全店共通券・地元券 家具産地センター 須玉町穴平546 42-2451 その他小売

46 全店共通券・地元券 カミムラスポーツ 須玉町大豆生田620 42-5050 その他小売

47 全店共通券・地元券 亀田屋電器 須玉町若神子1516 42-2443 その他小売

48 全店共通券・地元券 玩具・菓子の店 桔梗屋 須玉町若神子246-1 42-2523 その他小売

49 全店共通券・地元券 キクミ電器 須玉町大豆生田524 42-2841 その他小売

50 全店共通券・地元券 窪田工業 須玉町穴平49 42-2203 その他小売

51 全店共通券・地元券 株式会社クリエイティス 須玉町大蔵948 45-8550 その他小売 ○

52 全店共通券・地元券 坂本化粧品店 須玉町若神子1423-1 42-2354 その他小売

53 全店共通券・地元券 しみずや 須玉町若神子1422-1 42-2002 その他小売

54 全店共通券・地元券 総合百貨・ギフト・インテリア　櫻井呉服店 須玉町大蔵709-1 42-2430 その他小売

55 全店共通券・地元券 やまき電機 須玉町若神子1429-8 42-2750 その他小売

56 全店共通券・地元券 河手油店 須玉町若神子1412-1 42-2353 ガソリンスタンド

57 全店共通券・地元券 中田油店 須玉町江草7145 42-2015 ガソリンスタンド

58 全店共通券・地元券 松野油店 須玉町若神子1376 42-2806 ガソリンスタンド ○

59 全店共通券・地元券 赤岡モータース 須玉町大豆生田622 42-2419 自動車・二輪車関連

60 全店共通券・地元券 (有)輿石モータース 須玉町大蔵860-1 42-2650 自動車・二輪車関連

61 全店共通券・地元券 有限会社マルワ渡辺モータース 須玉町東向2162 42-2828 自動車・二輪車関連

62 全店共通券・地元券 宮崎オートサービス 須玉町東向2520 42-3593 自動車・二輪車関連

63 全店共通券・地元券 若神子モータース 須玉町若神子2450-1 42-2719 自動車・二輪車関連

64 全店共通券・地元券 小沢クリーニング店 須玉町藤田410 42-2552 クリーニング

65 全店共通券・地元券 植松金物店 須玉町若神子247 42-2153 住宅関連

66 全店共通券・地元券 土屋畳店 須玉町大蔵1212-1 42-2811 住宅関連

67 全店共通券・地元券 (有)ナカダ建材金物 須玉町藤田457-1 42-2331 住宅関連

68 全店共通券・地元券 有限会社 赤岡商会 須玉町大豆生田633 42-2436 建設・製造業

69 全店共通券・地元券 イトー 須玉町若神子1447-3 42-2861 建設・製造業

70 全店共通券・地元券 (有)タキデン 須玉町大蔵863-4 42-2547 建設・製造業

71 全店共通券・地元券 株式会社ピー・エス・ワイ 須玉町若神子3931 42-2346 建設・製造業

72 全店共通券・地元券 早川理容所 須玉町大豆生田684 42-3335 理容・美容店

73 全店共通券・地元券 美容室 まコット 須玉町若神子647-1 42-2399 理容・美容店

74 全店共通券・地元券 ヘアーサロン・イノウエ 須玉町若神子1420-1 42-2608 理容・美容店

75 全店共通券・地元券 ヘアルーム セシカ 須玉町若神子1506 42-4234 理容・美容店

76 全店共通券・地元券 ヨシコ美容室 須玉町東向2140 42-2824 理容・美容店

77 全店共通券・地元券 伊藤薬舗 須玉町若神子1477 42-2225 医療・福祉・薬局

78 全店共通券・地元券 すたま耳・鼻・のど・皮ふクリニック 須玉町若神子2265-1 45-6887 医療・福祉・薬局

79 全店共通券・地元券 ホクト薬局 須玉町藤田758 42-4321 医療・福祉・薬局

80 全店共通券・地元券 三井歯科クリニック 須玉町若神子3094 45-9535 医療・福祉・薬局

81 全店共通券・地元券 スタジオ432 有限会社シミズ写真館 須玉町若神子2251-2 42-2723 その他

82 全店共通券・地元券 須玉写真店 須玉町若神子1452 42-2242 その他

83 全店共通券・地元券 足圧ストレッチ 須玉町東向2712 090-6951-6979 その他

84 全店共通券・地元券 逸見療整院 須玉町若神子1477 42-3677 その他

85 全店共通券・地元券 宮澤整骨院 須玉町若神子85 42-2010 その他



1 全店共通券のみ GALLERY aria 高根町清里3545-1 清里の森 30-9195 大型店舗

2 全店共通券のみ 梨北農業協同組合 北部配送センター 高根町村山北割1689-1 47-3680 大型店舗 ○

3 全店共通券のみ 梨北農業協同組合 八ヶ岳営農センター 高根町村山北割1689 47-3011 大型店舗 ○

4 全店共通券・地元券 味のれん 和信 高根町五町田277-4 47-2500 飲食店

5 全店共通券・地元券 アパレルカフェ小昼 高根町浅川275-165 090-4843-4215 飲食店

6 全店共通券・地元券 アルチザン パレドオール 高根町清里3545-931 48-5381 飲食店

7 全店共通券・地元券 アン・グーテ・ア・ラ・カンパーニュ 高根町清里3545-265 48-5633 飲食店

8 全店共通券・地元券 居酒屋 千舟 高根町村山東割1683 47-2324 飲食店 ○

9 全店共通券・地元券 イタリア料理 ミロ清里 高根町清里3545-1 48-3737 飲食店

10 全店共通券・地元券 田舎そば 米村 高根町清里3545-328 48-5550 飲食店

11 全店共通券・地元券 いりふね 高根町村山東割2337-22 46-2601 飲食店 ○

12 全店共通券・地元券 魚竹鮨 高根町箕輪新町818 47-3209 飲食店

13 全店共通券・地元券 うなぎ割烹 きみ川 高根町村山北割3089-2 47-4564 飲食店

14 全店共通券・地元券 engawa cafe 高根町東井出155 47-6065 飲食店

15 全店共通券・地元券 オーベルジュ レストラン ル マリアージュ 高根町清里3545-943 48-3405 飲食店

16 全店共通券・地元券 お食事処 峯の茶屋 高根町清里3545-312 48-2028 飲食店

17 全店共通券・地元券 Casa あき 高根町村山北割3304 30-4002 飲食店

18 全店共通券・地元券 割烹 あさかわ 高根町村山西割3723-2 47-3762 飲食店

19 全店共通券・地元券 家庭料理 恵巳 高根町下黒澤628-1 45-8040 飲食店

20 全店共通券・地元券 カフェアンドごはん空 高根町東井出4986-885 45-9610 飲食店

21 全店共通券・地元券 cafeBoo 高根町清里3545-3562 48-5055 飲食店

22 全店共通券・地元券 Cafe Little Hands 高根町村山東割1214 090-5437-8907 飲食店

23 全店共通券・地元券 釜めしまこと 高根町清里3545-5864 48-2442 飲食店

24 全店共通券・地元券 韓国レストラン美な味 高根町清里3545-2914 090-3312-0411 飲食店 ○

25 全店共通券・地元券 カントリーキッチン ロビン 高根町清里3545 48-3155 飲食店

26 全店共通券・地元券 カントリーグリル・やまの時間 高根町清里3570-1 48-3166 飲食店

27 全店共通券・地元券 観音坂食堂 高根町村山東割2359-2 47-3098 飲食店

28 全店共通券・地元券 Caramel house 高根町東井出4986-999 090-3384-9191 飲食店 ○

29 全店共通券・地元券 清里ジャム 高根町清里3545-264 48-3369 飲食店

30 全店共通券・地元券 清里ペンション エストレリータ 高根町浅川267-25 080-3405-0676 飲食店

31 全店共通券・地元券 清里マミイ 高根町清里3545-1756 090-9105-3280 飲食店

32 全店共通券・地元券 清里ミルクプラント 清里店 高根町清里3545-265 48-2512 飲食店

33 全店共通券・地元券 清里レストラン睦（BOKU） 高根町清里3545-2411 48-3068 飲食店

34 全店共通券・地元券 クッチーナ イタリアーナ 幸せのかけら 高根町村山東割2309-13 45-9352 飲食店

35 全店共通券・地元券 グラタン専門店 アミ 高根町清里3545-478 48-3388 飲食店

36 全店共通券・地元券 グランレストラン ルミエール 高根町清里3545-1 48-4822 飲食店

37 全店共通券・地元券 高原食堂 高根町清里3545-6001 48-4489 飲食店

38 全店共通券・地元券 坂の上ドライブイン 高根町箕輪3219 47-2493 飲食店

39 全店共通券・地元券 ジビエ居酒屋 さの屋 高根町箕輪1144 47-4181 飲食店 ○

40 全店共通券・地元券 じゃがいも料理の店 ふきのとう 高根町清里3545 48-2157 飲食店

41 全店共通券・地元券 食堂 かつ味 高根町村山北割3089-1 47-4564 飲食店

42 全店共通券・地元券 しらゆり 高根町清里3545 48-2517 飲食店

43 全店共通券・地元券 寿し・和食　磯善 高根町清里3545 48-2634 飲食店
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44 全店共通券・地元券 清泉寮 ジャージーハット 高根町清里3545 48-4441 飲食店

45 全店共通券・地元券 清泉寮 ファームショップ 高根町清里3545 48-4888 飲食店

46 全店共通券・地元券 清泉寮 本館レストラン 高根町清里3545 48-2111 飲食店

47 全店共通券・地元券 そば処 桜木乃舎 高根町下黒澤2045 45-8166 飲食店 ○

48 全店共通券・地元券 そば屋 伝ベエ 高根町清里3545 48-2047 飲食店

49 全店共通券・地元券 TEAM SHERPA 高根町上黒澤1123 090-2598-2234 飲食店

50 全店共通券・地元券 中華料理 ファミリーチャイナ 高根町清里3545-178 48-4366 飲食店

51 全店共通券・地元券 中国家庭料理 安晏 高根町東井出4986-1115 47-5099 飲食店

52 全店共通券・地元券 鉄板ダイニング ヒッコリーファーム 高根町清里3545清里の森 48-4825 飲食店

53 全店共通券・地元券 Terroir 愛と胃袋 高根町長澤414 30-9199 飲食店

54 全店共通券・地元券 TRATTORIA tadarico 高根町東井出634-1 47-6266 飲食店

55 全店共通券・地元券 nakamise cafe-pot 高根町五町田609 47-2044 飲食店 ○

56 全店共通券・地元券 農園レストラン レプラドウテール 美味小舎 高根町清里3545-943 48-3405 飲食店

57 全店共通券・地元券 平打蕎麦 やつこま 高根町箕輪700-10 47-5888 飲食店

58 全店共通券・地元券 Blowin' in the Wind 高根町清里2890-1 45-6778 飲食店 ○

59 全店共通券・地元券 ますや 高根町清里3545-2027 48-2120 飲食店

60 全店共通券・地元券 ミルクの家 高根町東井出4986-1427 47-3823 飲食店

61 全店共通券・地元券 megane 高根町清里3545-5553 45-9565 飲食店

62 全店共通券・地元券 メリーゴーランドカフェ 高根町清里3545 萌木の村 48-3741 飲食店

63 全店共通券・地元券 ももいちごかふぇ 高根町下黒澤1554-1 080-6899-0001 飲食店

64 全店共通券・地元券 焼肉ハウス かわせみ亭 高根町清里3545-1437 48-3002 飲食店

65 全店共通券・地元券 焼肉レストラン とよしげ 高根町村山東割2359-8 20-7070 飲食店 ○

66 全店共通券・地元券 ゆめの屋 高根町清里3545 48-3677 飲食店

67 全店共通券・地元券 らーめん かざみどり 高根町清里3639-93 48-5522 飲食店

68 全店共通券・地元券 ランチと自家製ケーキ キャロル 高根町清里3545 48-2520 飲食店 ○

69 全店共通券・地元券 レゴリス 高根町村山北割3268 050-3704-2201 飲食店

70 全店共通券・地元券 レストハウス八ガ岳 高根町清里3545-208 48-2917 飲食店

71 全店共通券・地元券 レストラン オールドエイジ 高根町清里3545 48-2341 飲食店

72 全店共通券・地元券 ロック 高根町清里3545 48-3522 飲食店

73 全店共通券・地元券 カントリーインザクラシック 高根町清里3545-273 48-2595 宿泊・旅行

74 全店共通券・地元券 キッズペンションめーぷる 高根町清里3545-267 48-2832 宿泊・旅行

75 全店共通券・地元券 清里館 こなし亭 高根町清里3545-432 48-2026 宿泊・旅行

76 全店共通券・地元券 清里高原ホテル 高根町清里3545 20-8111 宿泊・旅行 ○

77 全店共通券・地元券 ゲストハウス ミュー 高根町清里3545-5108 090-2401-8522 宿泊・旅行

78 全店共通券・地元券 ゲストハウス リーフ 高根町清里3466-234 48-2910 宿泊・旅行 ○

79 全店共通券・地元券 コテージ睦（BOKU) 高根町清里3545-2411 48-3068 宿泊・旅行

80 全店共通券・地元券 株式会社タビゼン 高根町村山北割2033-1 45-8279 宿泊・旅行

81 全店共通券・地元券 ペンション ゴリー 高根町浅川766-6 48-4500 宿泊・旅行

82 全店共通券・地元券 ペンション セカンド 高根町清里3545-3244 48-2882 宿泊・旅行

83 全店共通券・地元券 ペンション パンパスグラス 高根町清里3545-1619 48-2792 宿泊・旅行

84 全店共通券・地元券 ペンション Himawari 高根町清里3545-1597 090-9159-8501 宿泊・旅行

85 全店共通券・地元券 ペンション BooFooWoo 高根町清里3545-1482 48-3890 宿泊・旅行

86 全店共通券・地元券 ペンション マリオネット 高根町清里3545-187 48-3525 宿泊・旅行 ○
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87 全店共通券・地元券 ペンションまんてん星 高根町清里3545-2231 48-2435 宿泊・旅行 ○

88 全店共通券・地元券 ペンション八ヶ岳自然ヒュッテ 高根町長澤2451-72 47-4886 宿泊・旅行

89 全店共通券・地元券 牧場通りの小さな旅籠オーベルジュ 高根町清里3545-943 48-3405 宿泊・旅行

90 全店共通券・地元券 ホテル ハットウォールデン 高根町清里3545 48-3522 宿泊・旅行

91 全店共通券・地元券 La VERDURA 高根町清里の森1-3-13 48-3856 宿泊・旅行

92 全店共通券・地元券 ロジングハウス炉辺荘 高根町清里3545 48-3111 宿泊・旅行

93 全店共通券・地元券 アクアリゾート清里 高根町清里3545-5 48-5551 レジャー・体験・温泉

94 全店共通券・地元券 安達原玄仏画美術館 高根町村山東割2358-5 46-2311 レジャー・体験・温泉

95 全店共通券・地元券 岩原果樹園 高根町堤669-2 46-2067 レジャー・体験・温泉

96 全店共通券・地元券 88PEAKS 高根町清里3545-5521 070-1511-1616 レジャー・体験・温泉 ○

97 全店共通券・地元券 えほんミュージアム清里 高根町清里3545-6079 48-2220 レジャー・体験・温泉

98 全店共通券・地元券 オルゴール博物館ホールオブホールズ 高根町清里3545 48-3522 レジャー・体験・温泉

99 全店共通券・地元券 加藤さくらんぼ農園 高根町堤61 47-2388 レジャー・体験・温泉

100 全店共通券・地元券 環工房 高根町村山北割149-5 47-3632 レジャー・体験・温泉

101 全店共通券・地元券 清里駅前観光総合案内所あおぞら 高根町清里3545 48-2200 レジャー・体験・温泉

102 全店共通券・地元券 清里NBスケートパーク 高根町清里3545-2083 レジャー・体験・温泉 ○

103 全店共通券・地元券 清里ゴルフコース 高根町清里3545-5 48-3456 レジャー・体験・温泉

104 全店共通券・地元券 清里の森　管理センター 高根町清里3545-1 48-3151 レジャー・体験・温泉

105 全店共通券・地元券 清里ブレーメン リゾートクラブ 高根町清里3545 48-2585 レジャー・体験・温泉

106 全店共通券・地元券 清里ポニー牧場 高根町清里3545-943 48-3405 レジャー・体験・温泉

107 全店共通券・地元券 高根クラインガルテン 高根町藏原1655 20-7211 レジャー・体験・温泉 ○

108 全店共通券・地元券 たかねの湯 高根町箕輪新町95 46-2611 レジャー・体験・温泉

109 全店共通券・地元券 八ヶ岳コモンズ 高根町清里3545-2083 45-8906 レジャー・体験・温泉

110 全店共通券・地元券 lou b.手織体験工房 高根町清里3545 萌木の村内 090-5423-9622 レジャー・体験・温泉

111 全店共通券・地元券 高根タクシー 高根町清里3545-1371 48-2211 運輸業（バス・タクシー等）

112 全店共通券・地元券 (有)八ヶ岳観光タクシー 高根町清里3545-2299 48-2025 運輸業（バス・タクシー等）

113 全店共通券・地元券 味匠 高根町清里3545-2411 48-3068 みやげ品・農産物直売所

114 全店共通券・地元券 美しの森売店 高根町清里3545 48-2405 みやげ品・農産物直売所

115 全店共通券・地元券 エイトマーケット 高根町清里3545-1422 45-6967 みやげ品・農産物直売所

116 全店共通券・地元券 エッセンガルテン 高根町清里3545 48-3522 みやげ品・農産物直売所

117 全店共通券・地元券 紙わざの店 ペーパーバグ 高根町清里3545 萌木の村内 30-4281 みやげ品・農産物直売所

118 全店共通券・地元券 革工房メリーマック 高根町清里3545-1 48-5455 みやげ品・農産物直売所

119 全店共通券・地元券 清里デニムハウス 高根町清里3545 48-3013 みやげ品・農産物直売所

120 全店共通券・地元券 自然木工房ONO 高根町清里3545 萌木の村 45-7717 みやげ品・農産物直売所

121 全店共通券・地元券 シュガープラム 高根町清里3545 48-5100 みやげ品・農産物直売所

122 全店共通券・地元券 清泉寮 ギフトショップ 高根町清里3545 48-4445 みやげ品・農産物直売所

123 全店共通券・地元券 寺子屋本舗 清里店 高根町清里3545 48-3300 みやげ品・農産物直売所

124 全店共通券・地元券 中村農場直売所(お食事処は除く) 高根町東井出4986-524 47-5030 みやげ品・農産物直売所

125 全店共通券・地元券 BIRD HOUSE 高根町清里3545-5904 48-3148 みやげ品・農産物直売所

126 全店共通券・地元券 八峰館 高根町清里3545-407 48-2056 みやげ品・農産物直売所

127 全店共通券・地元券 妃加利屋 高根町清里3545 48-2030 みやげ品・農産物直売所

128 全店共通券・地元券 フェアーヘブン 高根町清里3545 48-5128 みやげ品・農産物直売所

129 全店共通券・地元券 道の駅南きよさと 高根町長澤760 20-7224 みやげ品・農産物直売所
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130 全店共通券・地元券 森の日曜日 高根町清里3545-1 清里の森 48-4006 みやげ品・農産物直売所

131 全店共通券・地元券 八ヶ岳市場メイフェア食品館 高根町清里3545 48-5643 みやげ品・農産物直売所

132 全店共通券・地元券 遊膳 清里店 高根町清里3545 48-3300 みやげ品・農産物直売所

133 全店共通券・地元券 ル・シャ・デ・ボワ 高根町清里3545　萌木の村 48-3075 みやげ品・農産物直売所

134 全店共通券・地元券 セブンイレブン高根箕輪店 高根町箕輪3198-3 20-7171 コンビニエンスストア

135 全店共通券・地元券 セブンイレブン長坂インター東店 高根町五町田1041-1 30-7021 コンビニエンスストア

136 全店共通券・地元券 セブンイレブン北杜村山西割店 高根町村山西割51-1 30-7011 コンビニエンスストア

137 全店共通券・地元券 セブンイレブン山梨清里店 高根町清里3545-6338 48-3162 コンビニエンスストア

138 全店共通券・地元券 ファミリーマート清里駅前店 高根町清里3545-380 48-8003 コンビニエンスストア

139 全店共通券・地元券 ローソン山梨高根町店 高根町村山東割189-1 47-6001 コンビニエンスストア ○

140 全店共通券・地元券 YS高根かどや 高根町村山東割1513 47-2046 コンビニエンスストア

141 全店共通券・地元券 ハム日和 高根町東井出1521 47-3786 飲食料品店

142 全店共通券・地元券 安都玉製パン工場 高根町村山北割3268 47-2064 その他小売

143 全店共通券・地元券 遠藤しいたけファーム 高根町村山北割912 070-3877-5230 その他小売

144 全店共通券・地元券 菓子工房mugi 高根町上黒澤1550-6 37-5930 その他小売 ○

145 全店共通券・地元券 我楽舎 高根町下黒澤123 47-4247 その他小売

146 全店共通券・地元券 Gallery aria Vivace 高根町清里3545 萌木の村内 050-8883-8174 その他小売

147 全店共通券・地元券 草木染毛糸 セカンド 高根町清里3545-3244 48-2882 その他小売

148 全店共通券・地元券 シャルレ代理店 輿水裕子　 高根町長澤2274-5 47-2824 その他小売

149 全店共通券・地元券 DRY FLOWER : f3 高根町村山西割408-1 45-9373 その他小売

150 全店共通券・地元券 パティスリー アツタマ 高根町村山北割3268 47-2064 その他小売

151 全店共通券・地元券 びーはっぴい 高根町東井出1340-6 47-5139 その他小売

152 全店共通券・地元券 hiyori 高根町村山北割3685 35-9196 その他小売

153 全店共通券・地元券 ベルデ 高根町村山東割2218-2 47-4040 その他小売

154 全店共通券・地元券 メイフェア ドウ 高根町清里3545 48-4767 その他小売

155 全店共通券・地元券 萌木の村メイフェア 高根町清里3545 48-4671 その他小売

156 全店共通券・地元券 montara 高根町上黒澤1547-7 090-2157-3598 その他小売

157 全店共通券・地元券 やまもと 高根町村山東割715-1 47-2041 その他小売

158 全店共通券・地元券 ろくぶんぎ 高根町下黒澤1026-2 45-7976 その他小売

159 全店共通券・地元券 アポロステーション清里給油所 高根町清里3545 48-2234 ガソリンスタンド

160 全店共通券・地元券 出光 清里高原(有)サン商事 高根町清里3545-3170 48-3230 ガソリンスタンド

161 全店共通券・地元券 木次商事 高根SS 高根町村山西割986-3 45-9693 ガソリンスタンド

162 全店共通券・地元券 木次商事 高根バイパスSS 高根町箕輪495-1 47-4785 ガソリンスタンド

163 全店共通券・地元券 (株)輿水商事 高根給油所 高根町村山北割2294 47-2016 ガソリンスタンド

164 全店共通券・地元券 有限会社アサカ自動車 高根町村山東割1504-1 47-3333 自動車・二輪車関連

165 全店共通券・地元券 浅川モータース 高根町村山西割2876-1 47-2208 自動車・二輪車関連

166 全店共通券・地元券 木次モータース部 高根町箕輪新町9-3 47-3733 自動車・二輪車関連

167 全店共通券・地元券 (有)清里自動車 高根町清里3545 48-2133 自動車・二輪車関連

168 全店共通券・地元券 車工房 下條鈑金 高根町箕輪3200-1 47-3807 自動車・二輪車関連

169 全店共通券・地元券 トータルカープロデュース アミューズ 高根町長澤428-1 47-3800 自動車・二輪車関連

170 全店共通券・地元券 藤原モータース 高根町五町田854-1 47-2127 自動車・二輪車関連

171 全店共通券・地元券 ボディーショップ テイク 高根町村山西割2327-1 47-4401 自動車・二輪車関連

172 全店共通券・地元券 ホンダの清水屋 高根町五町田40-1 47-2159 自動車・二輪車関連
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173 全店共通券・地元券 ミスタータイヤマン ＴＭタイヤーズ 高根町箕輪3219-5 47-3116 自動車・二輪車関連

174 全店共通券・地元券 NPOあさひ ぶーこっこ 高根町村山北割86-63 47-3950 建設・製造業

175 全店共通券・地元券 清里ハム 高根町清里3545 48-3253 建設・製造業

176 全店共通券・地元券 有限会社 小宮山プリント社 高根町箕輪新町14 47-4141 建設・製造業

177 全店共通券・地元券 武の井酒造株式会社 高根町箕輪1450 47-2277 建設・製造業

178 全店共通券・地元券 北杜市障害福祉サービス事業所 パル実郷 高根町箕輪2270-1 47-6777 建設・製造業

179 全店共通券・地元券 有限会社 三井電気 高根町箕輪2215 47-2088 建設・製造業

180 全店共通券・地元券 (株)八巻酒造店・甲斐男山 高根町下黒澤950 47-3130 建設・製造業

181 全店共通券・地元券 カットルームゆう 高根町村山東割1683 47-4562 理容・美容店

182 全店共通券・地元券 Crest 高根町村山西割2404-2 30-4059 理容・美容店

183 全店共通券・地元券 五味理容所 高根町五町田720-1 47-2794 理容・美容店

184 全店共通券・地元券 Behind Doors 高根町五町田1686 47-3007 理容・美容店

185 全店共通券・地元券 美容室みどりLoveEarth 高根町東井出4986-463 47-4187 理容・美容店

186 全店共通券・地元券 Hair Design Works OGAWA 高根町箕輪新町830 47-2000 理容・美容店 ○

187 全店共通券・地元券 ヘアルーム ブルーマーブル 高根町村山北割3268 47-2289 理容・美容店

188 全店共通券・地元券 理容きとう 高根町村山東割1293 47-4000 理容・美容店 ○

189 全店共通券・地元券 発酵 クオリア 高根町村山西割2740 080-8491-0020 教養・教育 ○

190 全店共通券・地元券 ウエマツ自然療養センター 高根町村山北割1098-3 47-4585 その他

191 全店共通券・地元券 かわむら整体院 高根町清里3545 090-5497-3641 その他

192 全店共通券・地元券 北の杜整体療術院 高根町清里3545 48-3350 その他

193 全店共通券・地元券 「クリーングリーンサービス」おうちの外回りの掃除 高根町東井出4986-474-3 070-2159-4056 その他

194 全店共通券・地元券 全身トータルケア タローズハウス 高根町長澤4986-1291 090-3475-3909 その他

195 全店共通券・地元券 ツパイ工房 高根町村山北割53 47-2970 その他

196 全店共通券・地元券 保坂造園 高根町村山北割2048-1 47-2542 その他

197 全店共通券・地元券 横森接骨院 高根町村山西割2405-1 45-7544 その他

198 全店共通券・地元券 樸(LOKUBOKU) 高根町長澤2141 45-8267 その他 ○



1 全店共通券のみ ウエルシア北杜長坂店 長坂町大八田52 32-0221 大型店舗 ○

2 全店共通券のみ auショップ長坂 長坂町大八田147-6　きららシティ敷地内 32-1120 大型店舗

3 全店共通券のみ オギノ長坂店 長坂町大八田160 32-8100 大型店舗

4 全店共通券のみ クスリのサンロード長坂店 長坂町大八田4018 32-1132 大型店舗

5 全店共通券のみ salon Belle 代官山 長坂町大八田160 きららシティ内 37-4359 大型店舗 ○

6 全店共通券のみ JA梨北 小泉給油所 長坂町白井沢1172-20 32-7737 大型店舗 ○

7 全店共通券のみ (株)ツルハ 北杜長坂店 長坂町大八田539-1 30-7935 大型店舗 ○

8 全店共通券のみ ドコモショップきららシティ長坂店 長坂町大八田160 0120-704-412 大型店舗

9 全店共通券のみ 戸田酒販 長坂店 長坂町大八田361-1 32-7766 大型店舗

10 全店共通券のみ Wine Shop Soif 長坂町長坂上条2539-43 30-7690 大型店舗

11 全店共通券のみ 株式会社綿半Jマート 長坂店 長坂町大八田169 32-0011 大型店舗

12 全店共通券・地元券 OWL 長坂町富岡1-1 32-6002 飲食店

13 全店共通券・地元券 居酒屋 花鳥 長坂町大八田4491-5 45-8443 飲食店

全店共通券・地元券 魚光寿司 長坂町長坂上条2575 32-3271 飲食店

14 全店共通券・地元券 エロイーズカフェ八ヶ岳店 長坂町大八田1555-1 8BASE102 050-3154-0586 飲食店 ○

15 全店共通券・地元券 翁 長坂町中丸2205 32-5405 飲食店

16 全店共通券・地元券 お食事 多幸 長坂町大八田3851-1 45-8388 飲食店

17 全店共通券・地元券 お食事処つかさ 長坂町大八田2287-6 32-2558 飲食店

18 全店共通券・地元券 お食事喫茶 みちくさ 長坂町長坂上条2531-15 32-3142 飲食店

19 全店共通券・地元券 ガネーシャ 長坂町大八田1736-1 32-4878 飲食店

20 全店共通券・地元券 カフェ光環 長坂町大八田6200-18 45-6567 飲食店

21 全店共通券・地元券 カフェ・ド・ペイザン 八ヶ岳 長坂町大井ヶ森1176-856 45-7985 飲食店

22 全店共通券・地元券 くいしんぼう遊 長坂町小荒間1857-10 32-6517 飲食店

23 全店共通券・地元券 コミュニティカフェ たんぽぽ食堂 長坂町大八田3913 45-6890 飲食店

24 全店共通券・地元券 酒蔵・谷桜 長坂町大八田6156-3 32-6047 飲食店

25 全店共通券・地元券 自家焙煎珈琲豆の店 dots Coffee Roasters 長坂町小荒間50-17 45-9385 飲食店

26 全店共通券・地元券 さか本 長坂町白井沢1136 32-7272 飲食店 ○

27 全店共通券・地元券 支那そば とんぼ 長坂町大八田3876 32-6262 飲食店

28 全店共通券・地元券 食房うゑ松さくら寿し 長坂町長坂上条2582-1 32-2202 飲食店 ○

29 全店共通券・地元券 Joshua Tree 長坂町大井ヶ森1045-12 30-7656 飲食店 ○

30 全店共通券・地元券 中国料理 照坊ず 長坂町小荒間1913-25 32-2676 飲食店

31 全店共通券・地元券 長八坊 長坂町大八田873-1 32-6553 飲食店

32 全店共通券・地元券 月舎 長坂町白井沢3573-9 32-6664 飲食店

33 全店共通券・地元券 tea tree 長坂町小荒間1913-27 32-3003 飲食店

34 全店共通券・地元券 ナイスタイムカフェ 長坂町大井ヶ森34-2 37-6549 飲食店

35 全店共通券・地元券 成駒屋 長坂町長坂上条2575-118 32-2459 飲食店

36 全店共通券・地元券 肉ダイニング 天 長坂町小荒間2037-27 32-0010 飲食店

37 全店共通券・地元券 百年味噌ラーメン マルキン本舗きららシティ店 長坂町大八田160 30-7603 飲食店

38 全店共通券・地元券 釜山港 長坂町白井沢3364-10 45-7588 飲食店 ○

39 全店共通券・地元券 ブルーレイ コーヒー 長坂町長坂上条2313 32-2109 飲食店

40 全店共通券・地元券 BENCH 長坂町長坂上条2533-24 45-8875 飲食店

41 全店共通券・地元券 ぼんてんや 長坂町塚川1392-9 32-5242 飲食店

42 全店共通券・地元券 ミールまんまる 長坂町長坂上条2316-3 32-1232 飲食店
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43 全店共通券・地元券 みなと食堂 長坂町長坂上条2533-26 32-2131 飲食店

44 全店共通券・地元券 味藤 長坂町大八田6200-7 32-2948 飲食店

45 全店共通券・地元券 もみの木食堂 長坂町小荒間2017-1 32-7624 飲食店

46 全店共通券・地元券 森の中華屋 満福 長坂町大井ヶ森1187-25 32-7770 飲食店

47 全店共通券・地元券 八ヶ岳パーキングエリア下り線 長坂町大八田6811-155 32-3741 飲食店

48 全店共通券・地元券 八ヶ岳パーキングエリア上り線 長坂町大八田6817-1 32-3740 飲食店

49 全店共通券・地元券 ラーメン味亜 長坂町長坂上条2700-6 32-6508 飲食店

50 全店共通券・地元券 Restaurant 亜絲花 長坂町小荒間2004-5 32-6835 飲食店

51 全店共通券・地元券 レストラン 素透撫 長坂町中丸4551 45-7703 飲食店 ○

52 全店共通券・地元券 和食処 ひな菊 長坂町大八田4280-1 090-2488-4184 飲食店

53 全店共通券・地元券 画家の宿 志満屋 長坂町富岡54-1 32-3068 宿泊・旅行

54 全店共通券・地元券 長坂観光ホテル 長坂町長坂上条2531 32-2273 宿泊・旅行

55 全店共通券・地元券 アフリカンアートミュージアム 長坂町中丸1712-7 45-8111 レジャー・体験・温泉

56 全店共通券・地元券 北の杜カントリー倶楽部 長坂町中島4402 32-1111 レジャー・体験・温泉

57 全店共通券・地元券 清春芸術村 長坂町中丸2072 32-3332 レジャー・体験・温泉

58 全店共通券・地元券 長坂ゴルフ練習場 長坂町大八田6811-183 32-5700 レジャー・体験・温泉

59 全店共通券・地元券 平山郁夫シルクロード美術館 長坂町小荒間2000-6 32-0225 レジャー・体験・温泉

60 全店共通券・地元券 (有)秋山レンタカー 長坂町長坂上条1581-1 32-2125 運輸業（バス・タクシー等） ○

61 全店共通券・地元券 北杜タクシー株式会社 長坂町長坂上条2575 32-2055 運輸業（バス・タクシー等）

62 全店共通券・地元券 清春アンデルセン 長坂町中丸1483 32-2747 みやげ品・農産物直売所

63 全店共通券・地元券 三分一湧水館（そば処三分一・農産物直売所） 長坂町小荒間292-1 32-0058 みやげ品・農産物直売所

64 全店共通券・地元券 長坂駅前観光案内所 びたみん市場 長坂町長坂上条2513-10 32-6441 みやげ品・農産物直売所

65 全店共通券・地元券 梨北農業協同組合 農産物直売所 よってけし八ヶ岳店 長坂町夏秋35-1 32-8321 みやげ品・農産物直売所 ○

66 全店共通券・地元券 セブンイレブン長坂駅前通り店 長坂町長坂上条2575-48 32-5408 コンビニエンスストア

67 全店共通券・地元券 デイリーヤマザキ 北杜長坂店 長坂町長坂上条2313-10 32-2115 コンビニエンスストア

68 全店共通券・地元券 ファミリーマート北杜長坂日野春店 長坂町富岡97 32-3038 コンビニエンスストア ○

69 全店共通券・地元券 ヤマザキショップ長坂三分一店 長坂町小荒間1978-1 32-2786 コンビニエンスストア ○

70 全店共通券・地元券 ローソン山梨長坂町店 長坂町長坂上条621-128 32-7722 コンビニエンスストア

71 全店共通券・地元券 Yショップ長坂大井ヶ森店 長坂町大井ヶ森508 32-4619 コンビニエンスストア

72 全店共通券・地元券 小尾忠酒米店 長坂町長坂上条2575 32-2045 飲食料品店

73 全店共通券・地元券 久月堂 長坂町長坂上条2493 32-2171 飲食料品店

74 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ お茶の春木屋長坂店 長坂町大八田160 32-8155 飲食料品店

75 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ 地酒の八峰 長坂町大八田160 32-8118 飲食料品店

76 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ ｽｲｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ ｴｽﾄｴｽﾄ 長坂町大八田160 32-8122 飲食料品店

77 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ 寿司処 菊富士 長坂町大八田160 32-8120 飲食料品店

78 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ そうざい旬彩 長坂町大八田160 32-8112 飲食料品店

79 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ ベーカリーブリエ 長坂町大八田160 32-8144 飲食料品店

80 全店共通券・地元券 長坂海陸物産(株) 長坂町長坂上条2528 32-2575 飲食料品店

81 全店共通券・地元券 肉と魚と惣菜のお店わたなべ 長坂町大八田196 30-4429 飲食料品店

82 全店共通券・地元券 べいくはうす フェアリー 長坂町大八田354-2 32-5106 飲食料品店

83 全店共通券・地元券 (株)ミート池田 長坂町小荒間2037-27 32-2929 飲食料品店

84 全店共通券・地元券 ヤキトリの司 長坂町塚川507 090-6612-3727 飲食料品店

85 全店共通券・地元券 アカシヤ 長坂町長坂上条2077 32-5210 その他小売



追加
店舗

北杜市プレミアム付商品券「ほくとトクトク商品券」取扱店舗一覧【長坂町】

業種（主）No. 種別 店舗名称 住所 電話番号

86 全店共通券・地元券 I-SIS スタジオ･イーシス 長坂町小荒間1755-8 45-8389 その他小売

87 全店共通券・地元券 石川時計店 長坂町長坂上条2316 32-2458 その他小売

88 全店共通券・地元券 内田盛和堂 長坂町長坂上条2534-15 32-2069 その他小売

89 全店共通券・地元券 有限会社オフィス アトベ 長坂町渋沢1007-14 32-3129 その他小売

90 全店共通券・地元券 木村工務店直営雑貨店 myCABIN yatsugatake 長坂町大八田1555-1 8BASE1F 32-8070 その他小売

91 全店共通券・地元券 有限会社 峡北牛乳 長坂町長坂上条2075-17 32-3055 その他小売

92 全店共通券・地元券 コットンウェア KAYA 長坂町大井ヶ森1045-12 32-2320 その他小売

93 全店共通券・地元券 サカモトデンキ 長坂町大八田228 32-5636 その他小売

94 全店共通券・地元券 三友スポーツ 長坂町長坂上条2077-52 32-2518 その他小売

95 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ くすりの不老堂 長坂町大八田160 32-8139 その他小売

96 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ コスメティック不老堂 長坂町大八田160 32-8139 その他小売

97 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ コレットミユ 長坂町大八田160 32-8181 その他小売

98 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ サンフラワー 長坂町大八田160 32-8187 その他小売

99 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ ピクニック 長坂町大八田160 32-8123 その他小売

100 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ 婦人服りぼん 長坂町大八田160 32-8133 その他小売

101 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ BOOKS SEIBUNDO 長坂町大八田160 32-8132 その他小売

102 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ フットセルゴフク 長坂町大八田160 32-8155 その他小売

103 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ メガネの北杜 長坂町大八田160 32-8156 その他小売

104 全店共通券・地元券 (有)清文堂書店 長坂町長坂上条2528-12 32-3032 その他小売

105 全店共通券・地元券 ZEROSSO 長坂町白井沢1022 090-6102-6656 その他小売

106 全店共通券・地元券 手作り洋菓子工房ふらんす屋 長坂町長坂上条1511-73 32-5616 その他小売

107 全店共通券・地元券 長坂メガネ 長坂町長坂上条2347-10 32-5333 その他小売

108 全店共通券・地元券 ハンドクラフトＭ 長坂町長坂上条2534-27 32-2711 その他小売

109 全店共通券・地元券 (株)富久屋商店 長坂町長坂上条2076 32-2162 その他小売

110 全店共通券・地元券 フジデンキ 長坂町長坂上条2313 32-2213 その他小売

111 全店共通券・地元券 藤原ぶどう園 長坂町長坂上条2318 090-1807-2253 その他小売

112 全店共通券・地元券 フジモリ電気 長坂町大八田5578 32-7667 その他小売

113 全店共通券・地元券 ポーラメイプルショップ 長坂町長坂下条133-8 32-4877 その他小売

114 全店共通券・地元券 豆の花 長坂町長坂下条1368-1 32-8234 その他小売

115 全店共通券・地元券 八ヶ岳 花の小道 長坂町小荒間475-5 32-7787 その他小売

116 全店共通券・地元券 八二三六商事 長坂町長坂上条2090-4 37-6440 その他小売

117 全店共通券・地元券 wajiajia 長坂町大井ヶ森825-10 37-6400 その他小売

118 全店共通券・地元券 木次商事 長坂インターSS 長坂町大八田143-1 32-3811 ガソリンスタンド

119 全店共通券・地元券 コスモ石油 小荒間SS 長坂町小荒間1978 32-3132 ガソリンスタンド

120 全店共通券・地元券 (有)須田商店 長坂町長坂上条2350 32-2023 ガソリンスタンド

121 全店共通券・地元券 (有)堀込石油 長坂町富岡2819-2 32-2652 ガソリンスタンド

122 全店共通券・地元券 オートショップ エンドレス 長坂町大八田3921-1 32-7755 自動車・二輪車関連

123 全店共通券・地元券 甲信自動車有限会社 長坂町大八田250-1 32-3341 自動車・二輪車関連

124 全店共通券・地元券 清水自動車工場 長坂町長坂上条2313 32-3226 自動車・二輪車関連

125 全店共通券・地元券 デントワークショップ 長坂町長坂上条354 32-7299 自動車・二輪車関連

126 全店共通券・地元券 有限会社八ッ麓自動車 長坂町白井沢3226-1 32-4405 自動車・二輪車関連 ○

127 全店共通券・地元券 クリーニングうみの本店 長坂町長坂上条2077 32-2076 クリーニング

128 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ クリーニングうみのPlus1 長坂町大八田160 32-8151 クリーニング
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129 全店共通券・地元券 白洋舎クリーニング 長坂町長坂上条2313 32-2659 クリーニング

130 全店共通券・地元券 堀内クリーニング 長坂町大八田4620-2 32-2097 クリーニング

131 全店共通券・地元券 株式会社 伊藤物産 長坂町長坂上条2498 32-3301 住宅関連 ○

132 全店共通券・地元券 有限会社 岩下商事 長坂町長坂上条2575 32-2527 住宅関連

133 全店共通券・地元券 植松金物店 長坂町長坂上条2495 32-2144 住宅関連

134 全店共通券・地元券 有限会社 清水建材店 長坂町長坂上条2043 32-3361 住宅関連

135 全店共通券・地元券 ナガセキトーヨー住器株式会社 長坂町長坂上条2465-1 32-3511 住宅関連

136 全店共通券・地元券 仲田金物店 長坂町長坂上条2076 32-3358 住宅関連

137 全店共通券・地元券 (有)秋山建設 長坂町長坂上条1581-5 32-2125 建設・製造業 ○

138 全店共通券・地元券 石塚木工 長坂町大井ヶ森874-2 32-5838 建設・製造業

139 全店共通券・地元券 峡北印刷(株) 長坂町長坂上条2313 32-3245 建設・製造業

140 全店共通券・地元券 眞道鉄工所 長坂町長坂上条1601-1 32-2193 建設・製造業

141 全店共通券・地元券 長坂町虹の会 長坂町長坂上条2575-19 42-1453 建設・製造業 ○

142 全店共通券・地元券 船川左官 長坂町長坂上条2575-135 080-5532-7338 建設・製造業

143 全店共通券・地元券 山梨住宅工業株式会社 長坂町長坂上条2228-5 32-3205 建設・製造業

144 全店共通券・地元券 有限会社横内製麺 長坂町長坂上条2076 32-2154 建設・製造業

145 全店共通券・地元券 カットルーム田中 長坂町長坂上条2313-75 32-2638 理容・美容店

146 全店共通券・地元券 カトレア美容室 長坂町大八田6761 32-2744 理容・美容店

147 全店共通券・地元券 ビューティ愛 長坂町大八田3852-5 32-5533 理容・美容店

148 全店共通券・地元券 美容室 Nia 長坂町小荒間289-1 32-2857 理容・美容店

149 全店共通券・地元券 ファッションヘア ヤマダ 長坂町長坂上条2533 32-2449 理容・美容店 ○

150 全店共通券・地元券 ヘアーハウスフジハラ 長坂町長坂上条2051 32-3090 理容・美容店

151 全店共通券・地元券 マミ美容室 長坂町長坂上条2533-19 32-3319 理容・美容店

152 全店共通券・地元券 ロマン美容室 長坂町大八田124-2 32-3316 理容・美容店

153 全店共通券・地元券 いいづかこどもとおとなのクリニック 長坂町大八田3874-1 45-7600 医療・福祉・薬局

154 全店共通券・地元券 うえはら薬局 長坂町長坂上条2061-5 32-8804 医療・福祉・薬局

155 全店共通券・地元券 社会福祉法人愛寿会 特別養護老人ホーム仁生園 長坂町小荒間1293 32-3340 医療・福祉・薬局

156 全店共通券・地元券 出張さんばステーション日野春 松浦助産院 長坂町日野98 090-4422-3259 医療・福祉・薬局

157 全店共通券・地元券 ほくと助産院（温熱療法） 長坂町長坂下条1326-4 080-3551-4103 医療・福祉・薬局

158 全店共通券・地元券 桝田屋 長坂町大八田6697 32-2210 医療・福祉・薬局

159 全店共通券・地元券 学杜会 長坂町長坂上条2533-1 32-5567 教養・教育

160 全店共通券・地元券 清春旅と空想の美術館 長坂町中丸1543-58 32-8188 教養・教育

161 全店共通券・地元券 上野玄起 鉄の造形スタジオ 長坂町大井ヶ森1004-2 32-5898 その他

162 全店共通券・地元券 (株)おそうじ北杜 長坂町小荒間1857-6 090-2421-5326 その他

163 全店共通券・地元券 漢方アロマサロン ハハノウミ 長坂町小荒間1752-35 050-5889-7248 その他 ○

164 全店共通券・地元券 清春絹絲草木染織タピスリィ館・Atelier機杼 長坂町中丸2202-1 32-8262 その他

165 全店共通券・地元券 庫 まんまる 長坂町白井沢1825 32-4009 その他

166 全店共通券・地元券 (株)清水写真店 長坂町長坂上条2535 32-2105 その他

167 全店共通券・地元券 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰきららシティ 清水写真店 長坂町大八田160 32-8121 その他

168 全店共通券・地元券 白樺鍼灸整骨院 長坂町夏秋951-3 45-9078 その他

169 全店共通券・地元券 和み家ちょこりん 長坂町長坂上条2424-6 080-3553-3948 その他

170 全店共通券・地元券 ヒーリング・サンクチュアリー「アジール小淵沢」 長坂町白井沢3004-239 090-6190-4027 その他

171 全店共通券・地元券 日野春ハーブガーデン 長坂町日野2910 32-2970 その他
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172 全店共通券・地元券 BUNANOKI 長坂町大井ヶ森18-4 32-2198 その他

173 全店共通券・地元券 ママズスマイル北杜店 長坂町長坂上条2575-118 32-2767 その他

174 全店共通券・地元券 (有)三井新聞店 長坂町長坂上条2349 32-2106 その他

175 全店共通券・地元券 向井石材 長坂町中丸2000 32-4029 その他

176 全店共通券・地元券 有限会社八ヶ岳写真舘 長坂町長坂上条2533-33 32-2424 その他

177 全店共通券・地元券 有限会社八ヶ岳新聞センター 長坂町長坂上条2316-1 32-3745 その他

178 全店共通券・地元券 わんわんショップ こまつ 長坂町長坂上条2054-16 32-7775 その他



1 全店共通券のみ 浅川美容室 大泉町谷戸1958-2 090-6517-2424 大型店舗

2 全店共通券のみ ウエルシア北杜大泉店 大泉町谷戸3907-1 20-5681 大型店舗

3 全店共通券・地元券 Irish Pub BULL&BEAR 大泉町谷戸5729-34 38-3450 飲食店

4 全店共通券・地元券 アフガン 大泉町西井出8240-3510 38-3148 飲食店

5 全店共通券・地元券 一休 大泉町西井出8240-1833 38-4870 飲食店

6 全店共通券・地元券 オーガニックカフェごぱん 大泉町西井出8240-1677 38-0372 飲食店 ○

7 全店共通券・地元券 お好み焼き おにがわら 大泉町西井出8240-5039 38-4030 飲食店

8 全店共通券・地元券 お食事処あめみや 大泉町西井出8412-1 38-2053 飲食店

9 全店共通券・地元券 家庭の味 おもに 大泉町西井出8240-3376 45-8433 飲食店

10 全店共通券・地元券 cafe＆bar Chandra 大泉町西井出8240-970 38-2601 飲食店

11 全店共通券・地元券 cafe karfa 大泉町西井出8566-3 080-7533-9242 飲食店

12 全店共通券・地元券 カフェテラス 煙の木 大泉町西井出8240-3101 38-1368 飲食店

13 全店共通券・地元券 カフェ もくもく 大泉町西井出8240-4400 38-7006 飲食店

14 全店共通券・地元券 カレー屋 サーカス 大泉町谷戸2078 080-8838-4816 飲食店

15 全店共通券・地元券 Kampo＆Organic Asuha 大泉町谷戸3915 45-7439 飲食店

16 全店共通券・地元券 キッチン＆カフェ葉凪 大泉町西井出8240-7550 38-1587 飲食店

17 全店共通券・地元券 霧亭 大泉町西井出8240-5078 38-2567 飲食店

18 全店共通券・地元券 qui CUCINA ITALIANA 大泉町西井出8240-8391 45-6198 飲食店 ○

19 全店共通券・地元券 ククーカフェ 大泉町西井出8240-8306 45-6823 飲食店

20 全店共通券・地元券 コジシタ 八ヶ岳 大泉町西井出8353-1 38-3070 飲食店

21 全店共通券・地元券 コパン 北杜店 大泉町西井出8240-6321 38-1023 飲食店 ○

22 全店共通券・地元券 魚ZENZOW 大泉町西井出8240-6989 38-3077 飲食店

23 全店共通券・地元券 サムズキッチン 大泉町西井出8240-5294 38-1142 飲食店

24 全店共通券・地元券 自然屋 大泉町谷戸5471 080-5387-6350 飲食店 ○

25 全店共通券・地元券 スパゲッティこぱぞう 大泉町西井出8240-233 30-7929 飲食店 ○

26 全店共通券・地元券 そば処いずみ 大泉町谷戸1995-1 38-0804 飲食店

27 全店共通券・地元券 ダイニングカフェ デラ 大泉町西井出8240-4910 35-9000 飲食店 ○

28 全店共通券・地元券 ダイニングカフェ パウゼ 大泉町西井出8240-1749 38-3421 飲食店

29 全店共通券・地元券 Chinese restaurant HUKU笑i 大泉町西井出8240-3559 070-4381-0016 飲食店

30 全店共通券・地元券 手打ちそば処 藤乃家 大泉町西井出2112 38-3370 飲食店

31 全店共通券・地元券 手打ちそば まつ浅 大泉町西井出8240-7760 38-2841 飲食店 ○

32 全店共通券・地元券 ドッグランカフェ フルール 大泉町西井出8240-816 38-3158 飲食店

33 全店共通券・地元券 とんかつ 二葉 大泉町西井出8240-1790 38-2802 飲食店 ○

34 全店共通券・地元券 nicomi831 大泉町西井出2501-1 38-1224 飲食店

35 全店共通券・地元券 のほほんBOOKS&COFFEE 大泉町西井出8240-8420 45-9022 飲食店 ○

36 全店共通券・地元券 花カフェ ティッカ 大泉町西井出8240-5180 30-9203 飲食店 ○

37 全店共通券・地元券 昼のふくろう 大泉町谷戸8688-2 38-1511 飲食店 ○

38 全店共通券・地元券 PUT 大泉町西井出8240-2924 38-1515 飲食店

39 全店共通券・地元券 ふらここ食堂 Fracoco Italian 大泉町谷戸3589 45-7227 飲食店

40 全店共通券・地元券 まきばレストラン 大泉町西井出8240-1 38-4600 飲食店

41 全店共通券・地元券 モコカフェ 大泉町西井出8240-370 45-7652 飲食店

42 全店共通券・地元券 森のやまびこ 大泉町西井出8240-3102 38-3429 飲食店 ○

43 全店共通券・地元券 八ヶ岳倶楽部 大泉町西井出8240-2594 38-3395 飲食店
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44 全店共通券・地元券 Yatsugatake Grove Cafe 大泉町谷戸8524-1 38-3883 飲食店 ○

45 全店共通券・地元券 八ヶ岳シフォン工房 月のひるね 大泉町西井出8240-6333 45-7094 飲食店

46 全店共通券・地元券 レストラン どんぐり 大泉町西井出8240-1842 45-7885 飲食店

47 全店共通券・地元券 レストラン ル ピオニエ 大泉町西井出8240-8306 45-6823 飲食店

48 全店共通券・地元券 ロッジ＆レストラン ポレポレ 大泉町西井出8240-5006 38-0553 飲食店

49 全店共通券・地元券 和色 GOHAN 大泉町西井出8641-2 050-8884-3534 飲食店 ○

50 全店共通券・地元券 カントリーハウス  遊々舎 大泉町西井出8240-1571 38-3311 宿泊・旅行

51 全店共通券・地元券 ダイヤモンド八ヶ岳美術館 ソサエティ 大泉町谷戸5771-84 38-4891 宿泊・旅行

52 全店共通券・地元券 ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原 大泉町谷戸8741 38-2336 宿泊・旅行

53 全店共通券・地元券 ペンション ゲストイン レキオ 大泉町西井出8240-6436 38-8120 宿泊・旅行

54 全店共通券・地元券 八ヶ岳いずみ荘 大泉町西井出8240-1 38-3275 宿泊・旅行

55 全店共通券・地元券 ロイヤルホテル八ヶ岳 大泉町西井出8240-1039 38-4455 宿泊・旅行

56 全店共通券・地元券 ロッジ山旅（山のカレー屋） 大泉町西井出8240-4012 20-5634 宿泊・旅行

57 全店共通券・地元券 甲斐大泉温泉パノラマの湯 大泉町西井出8240-1 38-1341 レジャー・体験・温泉

58 全店共通券・地元券 サンメドウズ清里ハイランドパーク 大泉町西井出8240-1 48-4111 レジャー・体験・温泉

59 全店共通券・地元券 北杜市泉温泉健康センター 大泉町谷戸1880 38-2611 レジャー・体験・温泉

60 全店共通券・地元券 (有)大泉タクシー 大泉町谷戸2954-1 38-2311 運輸業（バス・タクシー等）

61 全店共通券・地元券 美し森観光案内所 大泉町西井出8240-1 48-4436 みやげ品・農産物直売所

62 全店共通券・地元券 パノラマ市場(大泉地産地消の会) 大泉町西井出8240-2305 38-1705 みやげ品・農産物直売所

63 全店共通券・地元券 フェリチタドレッシング 大泉町西井出1099-1 080-7512-7788 みやげ品・農産物直売所

64 全店共通券・地元券 ボンファイア 大泉町西井出8240-7978 38-7020 みやげ品・農産物直売所

65 全店共通券・地元券 やつは 八ヶ岳 Life Shop 大泉町西井出6340-5 45-9311 みやげ品・農産物直売所

66 全店共通券・地元券 セブンイレブン甲斐大泉西井出店 大泉町西井出8240-2240 38-0701 コンビニエンスストア

67 全店共通券・地元券 ローソン大泉西井出店 大泉町西井出8566-48 38-3199 コンビニエンスストア

68 全店共通券・地元券 ジャムクラフト とりはた 大泉町西井出8240-6301 38-3499 飲食料品店

69 全店共通券・地元券 父ちゃんのやさいや 大泉町西井出8240-2242 090-6160-7943 飲食料品店

70 全店共通券・地元券 ひまわり市場 大泉町谷戸3905 38-4744 飲食料品店

71 全店共通券・地元券 一本木 大泉町西井出8240-2126 38-3015 その他小売 ○

72 全店共通券・地元券 ウッドペッカー 大泉町西井出8240-5187 38-3805 その他小売 ○

73 全店共通券・地元券 UPLA バッグ 大泉町西井出8534-6-103 080-5484-4267 その他小売

74 全店共通券・地元券 おうちパン屋 Hands hands 大泉町西井出8240-6151 38-4501 その他小売

75 全店共通券・地元券 家具工房TaneMahutaたねまふた 大泉町西井出8240-790 38-1882 その他小売

76 全店共通券・地元券 くのパン 大泉町西井出8240-2924 38-1515 その他小売 ○

77 全店共通券・地元券 総合衣料かわやま 大泉町谷戸2257 38-2067 その他小売

78 全店共通券・地元券 総合衣料 なかじま 大泉町西井出2165 38-2050 その他小売

79 全店共通券・地元券 デザイン工房 昴 大泉町西井出8240-1 090-4028-5241 その他小売

80 全店共通券・地元券 てんつくりん 大泉町西井出8240-2165 080-1014-4866 その他小売 ○

81 全店共通券・地元券 パン・ケーキ小屋 EL-bethel 大泉町西井出8240-7818 38-1143 その他小売 ○

82 全店共通券・地元券 有限会社パンの家エム・ワン 大泉町谷戸5883 38-4181 その他小売

83 全店共通券・地元券 八ヶ岳パイ工房 大泉町谷戸5632 38-0290 その他小売

84 全店共通券・地元券 La table 大泉町西井出8240-4732 080-5047-5563 その他小売 ○

85 全店共通券・地元券 Ratatatam 大泉町谷戸4467 050-7131-2985 その他小売

86 全店共通券・地元券 木次商事 八ヶ岳大泉SS 大泉町西井出8240 38-2045 ガソリンスタンド
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87 全店共通券・地元券 逸見インダストリー大泉SS 大泉町谷戸1142-1 38-2641 ガソリンスタンド

88 全店共通券・地元券 大泉自動車整備工場 大泉町西井出3398-2 38-2320 自動車・二輪車関連

89 全店共通券・地元券 株式会社 下井出 大泉町西井出851-2 38-2768 自動車・二輪車関連

90 全店共通券・地元券 BIKESHOP･小池モータース 大泉町谷戸1868-1 38-2100 自動車・二輪車関連

91 全店共通券・地元券 クリーニングうみの大泉店 大泉町西井出3377-2 38-4711 クリーニング

92 全店共通券・地元券 木村工務店 株式会社 大泉町谷戸4048-1 32-8010 住宅関連

93 全店共通券・地元券 アプリノ 大泉町西井出8240-1251 080-5039-2714 建設・製造業 ○

94 全店共通券・地元券 工房 月の手 大泉町西井出8240-713 38-1531 建設・製造業

95 全店共通券・地元券 谷櫻酒造有限会社 大泉町谷戸2037 38-2008 建設・製造業

96 全店共通券・地元券 藤森タタミ店 大泉町西井出1962-1 38-2190 建設・製造業

97 全店共通券・地元券 高原の美容室 積木 大泉町西井出8538 38-4656 理容・美容店

98 全店共通券・地元券 美容室ビビッド 大泉町谷戸2277-1 38-4233 理容・美容店

99 全店共通券・地元券 ヘア クラリティ 大泉町西井出8240-1793 45-7518 理容・美容店

100 全店共通券・地元券 理容こしみず 大泉町谷戸3358-1 38-2521 理容・美容店

101 全店共通券・地元券 ギャラリー Grace 大泉町谷戸5771-6 38-0661 その他

102 全店共通券・地元券 ギャラリー チューダー 大泉町谷戸8594-1 38-3925 その他

103 全店共通券・地元券 協立コミュニケーションズ 大泉町谷戸8974-406 45-8593 その他

104 全店共通券・地元券 株式会社 デュアルライフ 大泉町西井出8240-680 30-7682 その他

105 全店共通券・地元券 萩原肥料店 大泉町西井出8240-226 38-2405 その他 ○

106 全店共通券・地元券 ふくろう鍼灸院 大泉町谷戸2000-1 45-6828 その他

107 全店共通券・地元券 森の整体室 爽心 大泉町西井出8240-8170 090-7483-7957 その他

108 全店共通券・地元券 (有)大泉高原土地 大泉町西井出8240 38-2200 その他

109 全店共通券・地元券 有限会社 天女山 大泉町西井出8240-1726 38-1154 その他

110 全店共通券・地元券 Natural remedy style「素数の杜」 大泉町谷戸8515-6 080-7064-1277 その他



1 全店共通券のみ 桔梗屋東治郎 小淵沢店 小淵沢町2976 45-9333 大型店舗 ○

2 全店共通券のみ クスリのサンロード小淵沢店 小淵沢町3181-1 45-8662 大型店舗

3 全店共通券のみ Salon AWO 小淵沢町2725-11 ｱｰﾄﾐﾙﾚ305 090-3500-8569 大型店舗

4 全店共通券のみ シャトレーゼ八ヶ岳小淵沢店 小淵沢町2968-1 36-3333 大型店舗

5 全店共通券のみ TURQUOISE WORLD 小淵沢町129-1 ﾘｿﾞﾅｰﾚ八ヶ岳内1311 080-8841-7774 大型店舗

6 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ Outdoor Garage 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

7 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ AVIREXDEPOT 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

8 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ ウィスプリゾート 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 36-5050 大型店舗

9 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ ABC-MART 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

10 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ カンタベリーオブニュージーランド 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

11 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ コロンビア スポーツウェア 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

12 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ SM2 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

13 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ Jack&fiero 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 45-7567 大型店舗

14 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ DANNER 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

15 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ チャイハネデポ 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 30-7831 大型店舗

16 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ 和 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

17 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ NOLITA 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

18 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ ビームス アウトレット 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

19 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ Foxfire 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

20 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ ブルーメゾン 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 20-5454 大型店舗

21 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ MALAIKA 八ヶ岳店 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 36-6777 大型店舗

22 全店共通券のみ 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ MONTURA 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 30-7625 大型店舗

23 全店共通券のみ ローソン小淵沢インター店 小淵沢町2978-1 36-2117 大型店舗

24 全店共通券のみ ローソン レインボーライン小淵沢店 小淵沢町10161-1 45-6251 大型店舗

25 全店共通券・地元券 アジア屋台ごはん五五吉食堂 小淵沢町10150-1 45-8365 飲食店 ○

26 全店共通券・地元券 入船食堂 小淵沢町1020 36-2148 飲食店

27 全店共通券・地元券 west side cafe　 小淵沢町10060-477 36-2820 飲食店

28 全店共通券・地元券 お食事処 さん味 小淵沢町3485-1 36-3719 飲食店

29 全店共通券・地元券 お食事処 やまよし 小淵沢町7393-5 36-2263 飲食店

30 全店共通券・地元券 おもだか屋 Art Stage 小淵沢町上笹尾3332-200 20-5330 飲食店

31 全店共通券・地元券 開江寿司 小淵沢町7656 36-2364 飲食店

32 全店共通券・地元券 かつみ食堂 小淵沢町上笹尾3600 36-2450 飲食店

33 全店共通券・地元券 雁川 小淵沢町2969-1 090-8851-1848 飲食店

34 全店共通券・地元券 カントリーレストラン キースプリング 小淵沢町10287-4 36-5342 飲食店 ○

35 全店共通券・地元券 観音寿し 小淵沢町841-1 36-3155 飲食店

36 全店共通券・地元券 キッチン ハートランド 小淵沢町上笹尾3231-4 36-6162 飲食店

37 全店共通券・地元券 キッチン まごころ 小淵沢町上笹尾3332-2560 36-2717 飲食店

38 全店共通券・地元券 9 Soft Cream 小淵沢町10149-10 050-3573-9939 飲食店

39 全店共通券・地元券 グリーンサム 小淵沢町10060-375 36-6178 飲食店

40 全店共通券・地元券 Cottonweed 小淵沢町2790-6 36-5646 飲食店

41 全店共通券・地元券 小淵沢 井筒屋 小淵沢町1035 36-5990 飲食店

42 全店共通券・地元券 Komaki Vineyardワインショップ＆カフェメルル 小淵沢町8033-1 36-5188 飲食店

43 全店共通券・地元券 三郎屋 小淵沢町10123-3 36-4372 飲食店
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44 全店共通券・地元券 自家焙煎珈琲豆の店「彩香房」 小淵沢町上笹尾3261-134 36-5519 飲食店

45 全店共通券・地元券 食彩工房 雅 小淵沢町2045 36-2072 飲食店 ○

46 全店共通券・地元券 スナック こみち 小淵沢町1029-4 36-2950 飲食店

47 全店共通券・地元券 スパティオ小淵沢 山水樓 龍淵 小淵沢町2968-1 36-6111 飲食店

48 全店共通券・地元券 スパティオ小淵沢 ふるさと旬菜 森樹 小淵沢町2968-1 36-3340 飲食店

49 全店共通券・地元券 そばきり祥香 小淵沢町1541-1 36-5745 飲食店

50 全店共通券・地元券 蕎麦 Hajime 小淵沢町上笹尾3332-1223 050-3550-0423 飲食店

51 全店共通券・地元券 ソフトクリーム郭公 小淵沢町10105-4 36-4158 飲食店

52 全店共通券・地元券 長寿村 権六 小淵沢店 小淵沢町2976 45-9333 飲食店 ○

53 全店共通券・地元券 塚治朗 小淵沢町2725-28 36-6333 飲食店

54 全店共通券・地元券 月み亭 小淵沢町上笹尾3476-5 36-6028 飲食店

55 全店共通券・地元券 TWO 小淵沢町2617-1 35-9485 飲食店 ○

56 全店共通券・地元券 呑み処あるじ 小淵沢町8127-2 36-3800 飲食店

57 全店共通券・地元券 ハーベストテラス八ヶ岳 小淵沢町4869-1 36-8100 飲食店 ○

58 全店共通券・地元券 パスタ＆ピザガーデン マジョラム 小淵沢町1558-5 36-4620 飲食店

59 全店共通券・地元券 ビストロバガブー 小淵沢町1028-1 45-6843 飲食店 ○

60 全店共通券・地元券 秀よし 小淵沢町上笹尾3332-171 36-4270 飲食店

61 全店共通券・地元券 ふらい屋 杣 小淵沢町1584-6 36-2828 飲食店

62 全店共通券・地元券 フランス菓子 シャンペトル 小淵沢町上笹尾3332-1081 36-5882 飲食店

63 全店共通券・地元券 PAUSE 小淵沢町上笹尾3215-12 45-8415 飲食店 ○

64 全店共通券・地元券 マヴィ 小淵沢町上笹尾3332-454 36-5270 飲食店

65 全店共通券・地元券 マルサマルシェ 八ヶ岳店 小淵沢町129-1 35-9203 飲食店

66 全店共通券・地元券 道の駅こぶちさわ 延命そば処 そば打ち体験 小淵沢町2968-1 36-6121 飲食店

67 全店共通券・地元券 道の駅こぶちさわ ロトンド小淵沢 小淵沢町2968-1 30-7612 飲食店

68 全店共通券・地元券 焼肉 花梨 小淵沢町6137 36-4646 飲食店

69 全店共通券・地元券 焼肉 但馬家幸之助 小淵沢町1549-5 20-5400 飲食店

70 全店共通券・地元券 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ プリムビーンズ 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 36-6365 飲食店

71 全店共通券・地元券 八ヶ岳ファーマーズケーキ 小淵沢町129-1 ﾘｿﾞﾅｰﾚ八ヶ岳内 36-5298 飲食店

72 全店共通券・地元券 ラウンジ シルク 小淵沢町1029-4 36-5664 飲食店

73 全店共通券・地元券 レストラン アンソレイユ 小淵沢町10258-5 20-5110 飲食店

74 全店共通券・地元券 和食処 髙岡 小淵沢町上笹尾3332-1761 36-5035 飲食店

75 全店共通券・地元券 和風ファミリーレストラン 七福神 小淵沢町2142-1 36-2017 飲食店

76 全店共通券・地元券 ウォーミングアップ 小淵沢町上笹尾3332-1218 36-4171 宿泊・旅行 ○

77 全店共通券・地元券 ガストホフ アスコット 小淵沢町10124-1 36-4521 宿泊・旅行

78 全店共通券・地元券 ステンドハウスDEN 小淵沢町上笹尾3332-1555 36-8080 宿泊・旅行

79 全店共通券・地元券 スパティオ小淵沢 ホテル・売店 小淵沢町2968-1 36-6111 宿泊・旅行

80 全店共通券・地元券 株式会社パステル観光 小淵沢町800 36-4560 宿泊・旅行

81 全店共通券・地元券 ペンション あるびおん 小淵沢町上笹尾3332-1157 36-4166 宿泊・旅行

82 全店共通券・地元券 ペンション 月下草舎 小淵沢町上笹尾3332-270 36-4801 宿泊・旅行

83 全店共通券・地元券 ペンション ハート＆ハート 小淵沢町10088-9 36-3281 宿泊・旅行

84 全店共通券・地元券 ホテル風か 小淵沢町3989-1 36-6414 宿泊・旅行

85 全店共通券・地元券 わとわの杜 小淵沢町上笹尾3331-60 080-3509-7346 宿泊・旅行 ○

86 全店共通券・地元券 えほん村 小淵沢町上笹尾3332-426 36-3139 レジャー・体験・温泉
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87 全店共通券・地元券 小淵沢カントリークラブ 小淵沢町10060 36-4411 レジャー・体験・温泉

88 全店共通券・地元券 スパティオ小淵沢 延命の湯 小淵沢町2968-1 36-6126 レジャー・体験・温泉

89 全店共通券・地元券 スパティオ体験工房 小淵沢町2968-1 36-6121 レジャー・体験・温泉

90 全店共通券・地元券 中村キース・へリング美術館 小淵沢町10249-7 36-8712 レジャー・体験・温泉

91 全店共通券・地元券 フィッシングエリアやま里 小淵沢町3866 36-2830 レジャー・体験・温泉

92 全店共通券・地元券 八ヶ岳ロングライディング 小淵沢町10265 45-9853 レジャー・体験・温泉

93 全店共通券・地元券 小淵沢タクシー(株) 小淵沢町1086-4 36-2525 運輸業（バス・タクシー等）

94 全店共通券・地元券 JR小淵沢駅構内 MASAICHI本店 小淵沢町1024 36-4045 みやげ品・農産物直売所

95 全店共通券・地元券 道の駅こぶちさわ 売店 小淵沢町2968-1 36-3280 みやげ品・農産物直売所

96 全店共通券・地元券 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ 八ヶ岳セレクト せんのや 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 30-9373 みやげ品・農産物直売所

97 全店共通券・地元券 八ヶ岳チーズケーキ工房 小淵沢町2980 36-4040 みやげ品・農産物直売所

98 全店共通券・地元券 セブンイレブン小淵沢インター店 小淵沢町2743-1 36-6580 コンビニエンスストア

99 全店共通券・地元券 (有)久保酒店 小淵沢町7661 36-2034 飲食料品店

100 全店共通券・地元券 しみずや 小淵沢町844-1 36-2067 飲食料品店

101 全店共通券・地元券 消費者市場 小淵沢 小淵沢町3114 36-5355 飲食料品店

102 全店共通券・地元券 ショップまちこぶ 小淵沢町1039-6 36-6636 飲食料品店

103 全店共通券・地元券 とくし丸 小淵沢町5780-7 090-3219-8720 飲食料品店

104 全店共通券・地元券 (有)ミートショップかさい 小淵沢町1037-6 36-2050 飲食料品店

105 全店共通券・地元券 アジアン雑貨 SARASA 小淵沢町2749-2 36-4082 その他小売

106 全店共通券・地元券 大古生花店 小淵沢町7566 36-2229 その他小売

107 全店共通券・地元券 おもちゃ箱イカロス 小淵沢町1526 36-5970 その他小売

108 全店共通券・地元券 亀甲屋でんき 小淵沢町上笹尾951 36-2220 その他小売

109 全店共通券・地元券 クラフトバン 小淵沢町1558-1 36-3885 その他小売

110 全店共通券・地元券 甲州屋商店 小淵沢町7552-22 36-2077 その他小売

111 全店共通券・地元券 工房 のら 小淵沢町上笹尾3332-1875 36-3357 その他小売

112 全店共通券・地元券 株式会社 コシミズ電機 小淵沢町7566-4 36-2131 その他小売

113 全店共通券・地元券 したたむ処 珈琲 雨待ち 小淵沢町6191-1 090-9807-4039 その他小売 ○

114 全店共通券・地元券 清水馬三昧 小淵沢町上笹尾3332-245 090-9308-1376 その他小売

115 全店共通券・地元券 cercle 小淵沢町2725-18 36-5336 その他小売 ○

116 全店共通券・地元券 NATUR 小淵沢町129-1 ﾘｿﾞﾅｰﾚ八ヶ岳内 36-3714 その他小売 ○

117 全店共通券・地元券 PAPYRUS 文具店 小淵沢町上笹尾3269-65 45-8468 その他小売 ○

118 全店共通券・地元券 帆布かばん yohn 小淵沢町上笹尾1165-1 30-9358 その他小売 ○

119 全店共通券・地元券 Fine Life フジモリ 小淵沢町7482-3 36-2207 その他小売

120 全店共通券・地元券 FUUSHIKA organic 小淵沢町7201 090-1953-8924 その他小売

121 全店共通券・地元券 ベーカークラスティー 小淵沢町2510-4 36-6424 その他小売

122 全店共通券・地元券 ポーリッシュポタリーのおみせColorful 小淵沢町129-1 ﾘｿﾞﾅｰﾚ八ヶ岳内 070-8937-5787 その他小売 ○

123 全店共通券・地元券 まるご呉服店 小淵沢町7482 36-2225 その他小売

124 全店共通券・地元券 まるてんぼう八ヶ岳 小淵沢町上笹尾3332-168 35-9119 その他小売

125 全店共通券・地元券 (株)丸政 本社 小淵沢町996 36-2521 その他小売 ○

126 全店共通券・地元券 道の駅こぶちさわ 山のパン屋 桑の実 小淵沢町2968-1 36-5227 その他小売

127 全店共通券・地元券 宮沢書店 小淵沢町1047 36-2063 その他小売 ○

128 全店共通券・地元券 みやざわスポーツ 小淵沢町842-1 36-2272 その他小売

129 全店共通券・地元券 八ヶ岳ｱｳﾄﾚｯﾄ ドミンゴ 小淵沢町4000 ｱｳﾄﾚｯﾄ内 45-7006 その他小売 ○
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130 全店共通券・地元券 有限会社笹屋商店 小淵沢町上笹尾523-1 36-2307 ガソリンスタンド ○

131 全店共通券・地元券 (株)東亜石油小淵沢給油所インター店 小淵沢町2981 36-3293 ガソリンスタンド

132 全店共通券・地元券 (株)東亜石油小淵沢給油所本店 小淵沢町7031-1 36-2094 ガソリンスタンド

133 全店共通券・地元券 信甲モータース 小淵沢町7555 36-2173 自動車・二輪車関連

134 全店共通券・地元券 内藤自動車整備工場 小淵沢町395-1 36-2289 自動車・二輪車関連

135 全店共通券・地元券 中沢自動車整備工場 小淵沢町上笹尾990 36-2470 自動車・二輪車関連

136 全店共通券・地元券 (有)名取自動車工業 小淵沢町6883-1 36-2801 自動車・二輪車関連

137 全店共通券・地元券 白栄建機 小淵沢町上笹尾3269-40 36-2911 自動車・二輪車関連

138 全店共通券・地元券 ボディショップ フリースタイル 小淵沢町746-1 30-4232 自動車・二輪車関連 ○

139 全店共通券・地元券 有限会社 宮坂自動車 小淵沢町上笹尾2538-70 36-2408 自動車・二輪車関連

140 全店共通券・地元券 ファッションクリーニング後藤 小淵沢町7347-1 36-2807 クリーニング

141 全店共通券・地元券 名取工務店 小淵沢町7169-3 45-9507 住宅関連

142 全店共通券・地元券 細川金物店 小淵沢町1046-3 36-2059 住宅関連

143 全店共通券・地元券 いとう石材＆石あるく 小淵沢町797 36-2300 建設・製造業

144 全店共通券・地元券 草苅オルガン工房 小淵沢町上笹尾3332-1295 36-4100 建設・製造業

145 全店共通券・地元券 甲伸電気商会 小淵沢町1028-1 36-2255 建設・製造業

146 全店共通券・地元券 新海建築 小淵沢町上笹尾1101 36-3813 建設・製造業

147 全店共通券・地元券 (有)保坂住建 小淵沢町10224-4 36-3327 建設・製造業

148 全店共通券・地元券 アトリエ リッシュ 小淵沢町7165-1 36-2073 理容・美容店

149 全店共通券・地元券 イーズ理容室 小淵沢町809-2 36-6868 理容・美容店

150 全店共通券・地元券 とよ美容室 小淵沢町8125 36-3695 理容・美容店

151 全店共通券・地元券 はる美容室 小淵沢町10060-385 36-3855 理容・美容店

152 全店共通券・地元券 美容室 Belle 小淵沢町7680-8 88-9053 理容・美容店 ○

153 全店共通券・地元券 HAIR MODE コバヤシ 小淵沢町7681-9 36-3174 理容・美容店

154 全店共通券・地元券 御田川美容院 小淵沢町7552-2 36-2152 理容・美容店

155 全店共通券・地元券 39 GARAGE 小淵沢町上笹尾3332-39 080-8709-0831 その他

156 全店共通券・地元券 中山園 小淵沢町上笹尾1026 36-2596 その他

157 全店共通券・地元券 naturehand 八ヶ岳整体院 小淵沢町936-1　藤森住宅B棟 37-6548 その他

158 全店共通券・地元券 丸二水産 小淵沢町844-1 36-5440 その他



1 全店共通券のみ JA梨北 白州給油所 白州町白須1079 35-2239 大型店舗 ○

2 全店共通券のみ シャルマンワイン 白州町白須1045-1 35-2603 大型店舗 ○

3 全店共通券のみ セブンイレブン北杜白州店 白州町鳥原2321-1 35-4433 大型店舗

4 全店共通券のみ セルバ白州エブリ店 白州町白須1319-1 35-2780 大型店舗

5 全店共通券のみ (株)せんたくクラブ白州エブリ店内 白州町白須1319-1 35-5060 大型店舗

6 全店共通券のみ 梨北農業協同組合 白州営農センター 白州町白須1079 35-2226 大型店舗 ○

7 全店共通券のみ ローソン山梨白州町店 白州町白須301-5 35-4422 大型店舗

8 全店共通券・地元券 おっぽに亭こっこ 白州町横手2129-1 35-4445 飲食店

9 全店共通券・地元券 Kaikoma kitchen 白州町下教来石7-1 45-6825 飲食店

10 全店共通券・地元券 カフェ 萌 白州町横手1547-47 35-4012 飲食店

11 全店共通券・地元券 喫茶・軽食 さんぽ道 白州町横手1329-1 45-6066 飲食店

12 全店共通券・地元券 ケルンコーヒー 白州町鳥原2913-228 35-4110 飲食店

13 全店共通券・地元券 しろきや＆黒白 白州町白須1104-10 35-2456 飲食店

14 全店共通券・地元券 ソーセージの店 フランク 白州町白須6807 35-5086 飲食店

15 全店共通券・地元券 台ヶ原珈琲 白州町台ヶ原2215 090-3435-8526 飲食店

16 全店共通券・地元券 楽しい売店 白州町台ヶ原620-2 35-5177 飲食店

17 全店共通券・地元券 白州手打ち蕎麦くぼ田 白州町台ヶ原2273 35-5335 飲食店

18 全店共通券・地元券 ひさの食堂 白州町白須300 35-2434 飲食店

19 全店共通券・地元券 PINCH of SOUL 白州町花水1386 30-4253 飲食店

20 全店共通券・地元券 麓ジェラート 白州町横手2111 070-4082-6238 飲食店

21 全店共通券・地元券 べるが 森のレストラン レ・アルピ 白州町白須8056 35-4411 飲食店

22 全店共通券・地元券 ホノホノ カフェ 白州町横手3661-1 050-3631-6368 飲食店

23 全店共通券・地元券 名水そば 白州町鳥原4661 35-5152 飲食店

24 全店共通券・地元券 杜のうどんやさん 白州町横手1547-163 35-2320 飲食店

25 全店共通券・地元券 レストラン じんぐう 白州町鳥原2174 35-2637 飲食店

26 全店共通券・地元券 レストラン臺眠 白州町台ヶ原2287 35-5111 飲食店

27 全店共通券・地元券 ILA白州ゲストハウス 白州町上教来石23-8 37-5234 宿泊・旅行 ○

28 全店共通券・地元券 べるが 白州町白須8056 35-4411 宿泊・旅行

29 全店共通券・地元券 名水ツーリスト有限会社 白州町白須231 20-4647 宿泊・旅行

30 全店共通券・地元券 篠沢大滝キャンプ場 白州町大坊1181 35-3131 レジャー・体験・温泉

31 全店共通券・地元券 白州トラウトフィッシングエリア Shylph 白州町大坊1194-1 090-1805-3384 レジャー・体験・温泉 ○

32 全店共通券・地元券 白州福祉会館 フォッサマグナの湯 白州町大武川344-19 0266-65-3570 レジャー・体験・温泉

33 全店共通券・地元券 べるが 尾白の湯 白州町白須8077-1 35-2800 レジャー・体験・温泉

34 全店共通券・地元券 薮内正幸美術館 白州町鳥原2913-71 35-0088 レジャー・体験・温泉

35 全店共通券・地元券 酒処 大中屋 白州町台ヶ原2283 35-2236 みやげ品・農産物直売所

36 全店共通券・地元券 道の駅はくしゅう 白州町白須1308 20-4711 みやげ品・農産物直売所

37 全店共通券・地元券 みやじ屋 白州町台ヶ原2204 35-2019 みやげ品・農産物直売所

38 全店共通券・地元券 米粉plus・米粉パン・菓子の店 白州町横手3288 080-5434-5273 飲食料品店

39 全店共通券・地元券 ファミリーショップ みよしや 白州町横手1314-2 35-2920 飲食料品店

40 全店共通券・地元券 アトリエ ヨクト 白州町横手757-1 080-3937-4757 その他小売

41 全店共通券・地元券 イーゲルハウス 白州町白須3165 35-4021 その他小売

42 全店共通券・地元券 金精軒台ヶ原店 白州町台ヶ原2211 35-2246 その他小売

43 全店共通券・地元券 コムギココ 白州町下教来石1201 35-2562 その他小売

追加
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44 全店共通券・地元券 Comoda 白州町台ヶ原2295 080-5195-7089 その他小売

45 全店共通券・地元券 髙垣商店 白州町台ヶ原2214 35-2634 その他小売

46 全店共通券・地元券 チェッカーフラッグ 白州町白須4558 37-5928 その他小売 ○

47 全店共通券・地元券 白州・山の水農場 きのこ専門店 白州町白須127 080-3515-6561 その他小売 ○

48 全店共通券・地元券 ぴたら商店 白州町横手1118 35-2793 その他小売

49 全店共通券・地元券 大輪油店 白州町白須1336 35-2730 ガソリンスタンド

50 全店共通券・地元券 (有)小野石油 ダイガハラ給油所 白州町台ヶ原807 35-2541 ガソリンスタンド

51 全店共通券・地元券 有限会社 柴石油 白州町下教来石314-2 35-2420 ガソリンスタンド

52 全店共通券・地元券 (有)宮澤鈑金 白州町白須4980-1 35-2407 自動車・二輪車関連

53 全店共通券・地元券 有限会社 白州電気サービス 白州町鳥原2296 35-3486 住宅関連

54 全店共通券・地元券 Atelier BOKU 白州町白須1601-50 080-7741-9081 建設・製造業

55 全店共通券・地元券 有限会社 坂本設備 白州町白須257-2 35-2700 建設・製造業

56 全店共通券・地元券 びようしつババ 白州町下教来石779 35-3373 理容・美容店

57 全店共通券・地元券 理容シミズ 白州町白須6807-229 35-2543 理容・美容店

58 全店共通券・地元券 けんこう整体紫陽花 白州町白須608 080-5516-2051 その他

59 全店共通券・地元券 (有)八ヶ岳グリーンサービス 白州町白須3373 20-4676 その他



1 全店共通券のみ コメリハードアンドグリーン武川店 武川町牧原2161-1 26-0051 大型店舗

2 全店共通券のみ セゾン武川サービスステーション 武川町牧原1475-1 45-8018 大型店舗

3 全店共通券のみ セブンイレブン北杜武川 武川町牧原688-1 45-7725 大型店舗 ○

4 全店共通券のみ ツルハドラック北杜武川店 武川町牧原708-1 26-0268 大型店舗 ○

5 全店共通券・地元券 かたかご 武川町山高3567-578 20-3058 飲食店

6 全店共通券・地元券 Standard pizza 武川町山高3113-1 45-8772 飲食店

7 全店共通券・地元券 DECO BOTANICAL 武川町柳澤3022-9 45-9795 飲食店

8 全店共通券・地元券 中村屋 武川町牧原1378 26-2057 飲食店

9 全店共通券・地元券 メルローズ・イタリアーノ 武川町三吹2140-29 26-3167 飲食店

10 全店共通券・地元券 ラーメン一心 武川町三吹1734 26-2655 飲食店

11 全店共通券・地元券 Foresters Village Kobitto 武川町柳澤3802 45-6729 宿泊・旅行

12 全店共通券・地元券 甲斐駒カントリークラブ 武川町黒澤2149-8 26-3331 レジャー・体験・温泉 ○

13 全店共通券・地元券 南アルプス三景園オートキャンプ場 武川町柳澤3601 26-2882 レジャー・体験・温泉

14 全店共通券・地元券 むかわの湯 武川町牧原1322 20-3113 レジャー・体験・温泉

15 全店共通券・地元券 武川町農産物直売センター 武川町牧原682-2 26-3074 みやげ品・農産物直売所

16 全店共通券・地元券 小池商店 武川町柳澤620 26-2910 飲食料品店

17 全店共通券・地元券 スーパーおの 武川町三吹2157-1 26-2020 飲食料品店

18 全店共通券・地元券 武川米・自然食直売所なごみ 武川町宮脇668-1 26-3753 飲食料品店

19 全店共通券・地元券 CAMP屋 PREMIUMSHOP 北杜 武川町牧原1450-2 45-8804 その他小売

20 全店共通券・地元券 手づくり和・洋菓子「秋月」 武川町三吹2143-31 26-2759 その他小売

21 全店共通券・地元券 ファミリーショップナガサカ 武川町牧原1398-1 26-2045 その他小売

22 全店共通券・地元券 末木モータース 武川町三吹2135 26-2712 自動車・二輪車関連

23 全店共通券・地元券 中山自動車整備工場 武川町牧原1460 26-2844 自動車・二輪車関連

24 全店共通券・地元券 武藤モータース 武川町三吹2143-4 26-2709 自動車・二輪車関連

25 全店共通券・地元券 浅川金物店 武川町三吹2143-76 26-2056 住宅関連

26 全店共通券・地元券 金物しょっぷ  すずき 武川町三吹2143-12 26-2706 住宅関連

27 全店共通券・地元券 無添加住宅北杜 武川町柳澤3440-4 30-4125 住宅関連

28 全店共通券・地元券 斉木理容店 武川町牧原1403-1 26-2830 理容・美容店

29 全店共通券・地元券 バーバーショップ おまた 武川町牧原665-3 26-2416 理容・美容店

30 全店共通券・地元券 ビューティサロン　チエ 武川町三吹2123-3 26-2040 理容・美容店

31 全店共通券・地元券 美容室 Village 武川町山高386-11 26-3330 理容・美容店

32 全店共通券・地元券 美容室サージュ 武川町牧原2299-2 26-3130 理容・美容店

33 全店共通券・地元券 美容室 Sunasan 武川町山高644-1 080-6786-6201 理容・美容店

34 全店共通券・地元券 よつば美容室 武川町牧原1679 26-2132 理容・美容店

35 全店共通券・地元券 赤帽 ミゾグチ 武川町山高386-11 090-3242-3217 その他

36 全店共通券・地元券 ボディ＆フェイシャルサロン MYSA 武川町山高3567-682 30-4439 その他

37 全店共通券・地元券 望月石材店 武川町牧原1716-1 26-2147 その他
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