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 居酒屋 紬 【青 柳 町】 

 とき田食堂 愛気整体院 

 野中林業所 あい調剤薬局 

 はくばく文化ホール あおなみ整体院 

 酒処 はやしや 青柳タクシー 

 JA 山梨みらい増穂経済センター(直売所) 秋山薬品 

 和加奈 新屋砂糖店 

 【大 久 保】 いいくぼ化粧品店 

 深澤製畳 いち柳ホテル 

 【   米】 井上電器商会 

【最 勝 寺】 アルプス運転代行サービス inondo 

アキヤマスナップスタジオ 【小  林】 内田青果店 

旭食品 オートショップ渡辺 大木自動車整備工場 

石川内装 望月自動車 大木スタジオ 

井上設備工業 【長  澤】 海幸寿司 

小澤工務店 入倉鉄工所 金田線香店 

神田建設 大堀衣料店 Cafuu 

GOOD TIME outdoors 乙黒建設 カフェ・レストラン ピカソ 

タイヤショップ峡南 梶本管工 グラタン＆ピザ アンク 

タイ料理 牡丹 カフェレストラン 茶居夢 松寿堂 

中部ライフエナジー 峡南スズキ販売 炭火焼鳥 とり長 

中澤鈑金塗装 三和 正視堂 富士川店 

司物流 シオミ美容室 精良軒 

永井庭園 シムラ木工 セレンゲティ 

B&Cspecial 鷹座巣林業 染ときもの依田 

富士川クリーン 中沢モータース 武田牛乳峡南販売所 

富士川シーエーティーヴィ 深沢油店 ダスラップサービス 

フローリスト ハナカ プレイボーイ TAMAYA ロジスティクス 

Body Balance Bamboo 美容室フレールメール 手作りお惣菜 あいはら 

源工業 まほらの湯 ドライ  クリーナース  スター 

山京・じゅぱんぐ みい（介護タクシー） 鳥料理 鼓 

山梨フィード 望月酒店 中込印章店 

ラ・フランス もちづき農園 御菓子司 やまもとや 中込時計眼鏡店 

和田電気 工芸 和櫻  中込ホンダ商会 

【天神中條】 渡辺理容室 ニューヘアーサロン・イシカワ 

朝田商会 青柳給油所 【大  椚】 レストラン ノアの箱舟(居酒屋いろり)  

食彩組合 阿屋 おかめ鮨 Barber 望月 

居酒屋 味彩 開進堂 ビルテック 

クリーニング堀内 くぬぎ ファッションハウス しおざわ 

食彩房 悟空 志村電装 深沢酒店 

深沢電器商会 MI･CASA   

ベーカリーデッセム ミツワ美容室  

豊栄タクシー 矢崎酒店  

ミート髙橋 和食遊膳 かどや  

水口屋洋品店 【鰍 沢 南】  

道の駅富士川 石川呉服店  

みづくちや呉服店 今村スタジオ  

三越松花園 サパナ 【天神中條】 

依田理容所 志村衛生堂薬局 サンマルシェ ふじかわ店 

萬屋醸造店 食彩 しん坊 山梨みらい農業協同組合増穂経済センター  

レモン薬局 新興社印刷所 【長  澤】 

【平  林】 杉山江見堂 コメリ ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ 増穂店 

平林交流の里 みさき耕舎 鈴木畳工業 セブンイレブン 増穂長沢新町店 

増穂ふるさと自然塾 仙洞田理容所 セブンイレブン 増穂長沢店 

ヤマナシベジカーリー 高橋商事 ＭＴサロン 富士川店 

【穂  積】 匠燃設 【大  椚】 

スナンタ製作所 中田屋 井上油店 

ほずみの郷加工直売所 牧野呉服店 三和商会 

(日出づる里活性化組合) 水口屋佛具店 清月 増穂店 

山田自動車整備工場 充華生花店 セブンイレブン 増穂大椚店 

【鰍 沢 北】 みなとや マクドナルド 増穂店 

美容室 イマジン 村田屋 山梨トヨタ自動車 増穂店 

中込モータース 栁屋呉服店 【青 柳 町】 

ニイハオ運転代行 【中  部】 ECC ジュニア 青柳 2 丁目教室 

Mio Piatto 生そば 柳 オギノ 富士川店 

【鰍 沢 中】 峡南森林組合 台湾料理 吉祥 

アイ・タイム 中沢 桜屋商店 峡南環境サービス 

一之瀬食堂 レストハウス富士川（富士川ドライブイン） クスリのサンロード 増穂店 

井上薬局 【五  開】 雑貨とギフト CLOVER 

上野屋米穀店 甲州鰍沢温泉 かじかの湯 DCM くろがねや 富士川店 

小原屋原田商店 つくたべかん  サンドラッグ 富士川店 

鰍沢タクシー  ファッションセンターしまむら 増穂店 

神山スポーツ  セイビドー 増穂店 

国本屋  せんたくクラブ 富士川店 

月禾堂  中屋酒販 

松月堂  ブティック チェック 

中込果実店  ブルーアースジャパン 

肉の角屋 角屋肉店 【鰍 沢 南】 みやこいち ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ富士川店 

春木屋 セブンイレブン 富士川鰍沢口店 【鰍 沢 北】 

ヘアーサロン フレンド 竹林堂 さくら 鰍沢調剤薬局 

ヘアーサロン オザワ ローソン 富士川鰍沢店 デイリーヤマザキ 富士川鰍沢店 

【７月２０日現在】 

共通券（赤）のみ使えます 

【登録済大型店・町内店共通券(赤)】 

この一覧表は、７月２９日

時点のものです。今後追

加される店舗は町 HP に

掲載しますので、ご確認

ください。 

【登録済大型店・町内店共通券(赤)】 

両方使えます 

【登録済町内店専用券(青)】 

【７月２９日現在】 


