
　令和2年 富士河口湖町・鳴沢村くらし応援商品券 取扱店舗一覧

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

ｱｲﾋﾞｰ化粧品 舟久保美寿々 船津7203-3 (有)仲沢製菓本店 船津962-3 (株)古屋商店 小立2479

(株)相和 船津3683-2 (株)肉のささき 船津3462-5 文具のｺﾝﾊﾟｽ 小立2495-7

(株)東屋ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 船津4629-1 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ甲斐 河口湖店 船津4875-1 ﾐｰﾄｼｮｯﾌﾟ甲州屋 小立3537-3

井出酒類販売(株) 船津3837-1 花みずき 船津7409-1 湖桜製麺 小立2674-1

井出醸造店 船津8 早川商店 船津3918 ﾛｰｿﾝ富士河口湖小立店 小立8004-5

(有)井出ﾃﾞﾊﾞﾘ商店 船津26 ﾊﾟﾝ･ﾀﾞﾆｴﾙ(富士ﾚｰｸﾎﾃﾙ内) 船津1 わたなべ米店 小立6097-1

井出電気(株) 船津3812 (有)ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝ小佐野電器 船津3408-1 河口湖ﾁｰｽﾞｹｰｷｶﾞｰﾃﾞﾝ 浅川1173-1

ｳｴﾙｼｱ河口湖船津店 船津2128-1 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ船津登山道店 船津7440-2 (株)杉養蜂園富士河口湖店 浅川1139-5

ｳｯﾄﾞｸﾘｴｲﾄ ｱｵ 船津7472 富士観光開発 事務用品 船津3644-1 河口湖ｽｲｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 河口2801-7

栄正水産 船津2196 富士観光開発 生活設備 船津3172 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖新倉ﾄﾝﾈﾙ店 河口545

ｴｽｱｲｽﾎﾟｰﾂ 船津1086-1 (有)藤野屋商店 船津971 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖河口店 河口851-1

(有)ｴﾌ･ﾗｲﾝﾜﾀﾄｳ 船津3100-5 古屋書房 船津3836 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ北河口湖店 河口3086

小川米店 船津3628-5 ふるやのｺﾛｯｹ屋 船津4120-1 ﾚｲｸｻｲﾄﾞｸﾘｽﾏｽ 河口2867-2

(有)小田原屋 船津4048 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 富士河口湖店 船津2089 ﾛｰｿﾝ河口湖町店 河口732-1

おはぎ屋もともち 船津3628-5　2Ｆ ﾏﾙｻﾝﾍﾞｰｶﾘｰ 船津7456-1 □○堂富士大石 大石1477-1

ｵﾌﾟﾄﾅｶﾑﾗ 船津2448 (株)丸宗 船津3636 しるし 大石1477-1

おもちゃのﾄﾐﾌﾞﾝ 船津3807 三浦電気商会 船津844-1 太陽電器 大石194

梶原商店 船津952-1 充之多ﾒｶﾞﾈ 船津6872 農産物直売所 おおいし屋 大石2585

河口湖ﾊｰﾊﾞﾙ工房 船津6713-16 ﾐﾆ四駆専門店ｴﾑ･ﾗｲｽﾞ富士河口湖店 船津4899 Hana Café Kikyou 大石1477-1

桔梗屋河口湖 FLOWERGARDEN店 船津211 桃ぶどうの小林 赤坂店 船津5167-20 富士桜工房 大石1477-1ﾊﾅﾃﾗｽ内

北富士農業協同組合(本所､河口､大石) 船津3112-1 ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ はな&ひな 船津6718-1 堀内毎治商店 大石294

ｷｭｰﾋﾟｯﾄ 船津4095-1 ﾚｻﾞｰﾊｳｽ 船津3486-1 めでたや河口湖店 大石1477-1富士大石花ﾃﾗｽ内

ｸｽﾘのｻﾝﾛｰﾄﾞ河口湖店 船津644 ﾛｰｿﾝ河口湖駅前店 船津3495-2 Yshop河口湖大石店 大石1503-2

GatewayFujiyama河口湖 船津3641 ﾛｰｿﾝ河口湖大橋店 船津6708-1 ｱｲﾋﾞｰ化粧品 山梨第七販社 勝山1235-1

小林園 船津6713-62 ﾛｰｿﾝ河口湖ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 船津6841-1 CreaF(ｸﾘﾌ) 勝山4527-1

Comfy(ｺﾝﾌｨｰ) 船津7289-1 ﾛｰｿﾝ河口湖船津登山道店 船津7583-1 小林きよし洋品店 勝山326

雑貨と珈琲豆の店 和 大和屋河口湖店 船津6826 ﾛｰｿﾝ富士河口湖町役場前店 船津1395-1 ｽｲｰﾄﾍﾞﾘｰKATUYAMA 勝山298

さらのおうち 船津4337-1 ﾛｰｿﾝ富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞ前店 船津6663-11 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖勝山東店 勝山1236-1

ｻﾝﾄﾞﾗｯｸ河口湖赤坂店 船津5165-2 ｲﾝﾃﾘｱﾆｭｰﾊｳｽ 小立1436 猫の雑貨とぬいぐるみのお店 くろにゃん 勝山966

ｲｯﾂﾓｱ赤坂 ｼｭｰﾗﾙｰ 船津5165-2 魚梶 小立1505 ﾔﾏｻﾞｷｼｮｯﾌﾟ勝山店 勝山969-2

ｼﾞｭｴﾘｰ ｱｸﾞｻｽ 船津6826 川野商店 小立2100 Yｼｮｯﾌﾟ精進湖店 精進588-87

ｼﾞｭﾉﾝ本店 船津4053-6 ｷﾀﾑﾗｽﾎﾟｰﾂ 小立2495-7 河口湖ﾁｰｽﾞ工房 富士ヶ嶺856-3

ｼﾞｮｰｼﾞﾜｼﾝﾄﾝ河口湖店 船津1535-1 くすりの白鳥 小立767 ｸﾚｲﾝ農業協同組合富士豊茂支店 富士ヶ嶺1219

ｽｷﾞｻﾜ電気 船津1447-6 激安市場 小立3878 小林牧場 富士ヶ嶺1165

ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟｲｰｽﾞ 船津3360-1 (有)小池商店 小立224 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳴沢大田和店 鳴沢村4312

せきの商店 船津3840 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸ河口湖ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ店 小立8017-1 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ山梨鳴沢店 鳴沢村8531-45

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖駅東店 船津4735-1 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 pal-pal 小立2487-4 鳴沢村農業協同組合 大田和支所 鳴沢村3198

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖駅前店 船津3635-1 鈴鶏舎 小立4400 鳴沢村農業協同組合 鳴沢支所 鳴沢村711-4

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖大橋南店 船津568-1 STANDARD point 小立8017-1 ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ富士河口湖内 富士山麓ｽﾓｰｸ工房 鳴沢村10442-844

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ船津登山道店 船津6773 高根ふとん店 小立1850 富士ﾌﾙｰﾂ市場 鳴沢村3481

(株)髙田屋 船津3860 八丁屋肉店 小立1931 布遊ふたごや 鳴沢村3124

(有)ﾃｨ.ｴﾑ.ﾜｰｸｽ 船津6913-1 花のわたなべ 小立2495-1 道の駅なるさわ(鳴沢村農協) 鳴沢村8532-63

ﾄﾞﾗｯｸｾｲﾑｽ河口湖店 船津6803 ﾊﾟﾜｰﾏｰｹｯﾄTAC 河口湖店 小立3888 ﾛｰｿﾝ鳴沢店 鳴沢村3616-1

とらや商店 船津1330-1 深山商店 小立1909

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

いちやまﾏｰﾄ 赤坂店 船津5165-2 ｺﾞﾙﾌ5ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ富士河口湖店 小立8012-1 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ富士河口湖店 小立8017-1

ｵｷﾞﾉ河口湖店 船津545-3 ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞﾎﾟﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ富士河口湖店 小立8012-1

(株)綿半ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ富士河口湖店 船津4910 DCMくろがねや河口湖店 小立8012-10

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

赤から河口湖 船津6854 地ﾋﾞｰﾙﾚｽﾄﾗﾝ ｼﾙﾊﾞﾝｽﾞ 船津6663-1 焼肉ﾊｳｽ ｽﾀﾐﾅDON 船津2553-1

居酒屋 都呂松 船津1650-3 しゃぶしゃぶはやし 船津6816-1 焼肉 ひまわり亭 船津7364-2

ｲﾀﾘｱ食堂 ﾗﾙｰﾁｪ 船津3317 ｼｬﾝﾃ･ﾙｳﾞｫﾝ 船津1513-4 吉田のうどん 蔵ﾉ介 船津2492-10

鱗(うろこ) 船津3410-2 shaw's Sushi Bar&Dining 船津3632-7 らｰめん食堂れんげ 河口湖店 船津1328-4

笑顔 船津2485-1 食事処 寿司善 船津2466-9 ﾘﾖﾝ 船津7578-9

ｴﾋﾞｽﾔ 船津3647-1 食ﾊﾟﾝ専門店 FUJISAN SHOKUPAN 船津3462-11 ﾘﾛﾝﾃﾞﾙ 船津7599-2

恵比寿夜ﾉ森-河口湖 船津1196-1 すし暦･天てん･八釜屋 船津3364 Louga(ﾙｰｶﾞ) 船津7819

ENGAWA1441 船津3371 ｽﾅｯｸ ﾄｼｺ 船津3371 Lake Side Café Ku 船津4014-5

Oar Blue 船津4055 炭火焼肉 鉄庵 船津6799 ﾚｽﾄﾗﾝ野の花 船津6997-2

お好みﾊｳｽZoo 船津3606-11 ﾀｲｷｯﾁﾝ KIN･KAO･KON 船津288-1 大橋通りﾃﾅﾝﾄ2Ｆ ﾚｽﾄﾗﾝﾎﾟﾜﾙ 船津2558

お好み焼き 游ゆう 船津3371 大衆割烹宮森 船津6877 ﾚｽﾄﾗﾝYAMANAKATEI 船津1759-1

お食事処 居酒屋 小麦 船津4931-1 太陽ﾃﾗｽ 船津3681-2 ﾚｽﾄﾗﾝﾙｯｺﾗ 船津1666-2

お食事処 五郎八 船津996-21 台湾料理 永旺 船津1383-2 ﾛﾏﾗﾝ 船津6713-73

ｵｽﾃﾘｱ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｺ 船津5516-2 たちばな喫茶店 船津932 和牛焼肉 よりとも 船津996-21ﾖｳｻﾞﾝｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ7

おでんや なべちゃん 船津953-1 ﾁｮｲｽｷｯﾁﾝ 船津6832 和花(わかな) 船津289-1

海鮮居酒屋あぶり亭 船津3371 つじ吉 船津3921 味わいの蔵 手ざわ 小立3603-30

海鮮料理 赤坂 船津4756-1 つわ野 船津3353-3 塩梅 小立3984-3

ｶｸﾃﾙﾗｳﾝｼﾞﾆｭｰﾖｰｸ 船津4733-1 TOCORO CAFE&BAR 船津3371-13 ｲﾙｷｬﾝﾃｨ河口湖 小立8017-1

割烹 天野 船津3595-1 TOYOSHIMA 船津3681-2 IL BACCO bis 小立3820-1

割烹 七草 船津1667-1 鶏っこ 船津3265-2 mｴﾑ ｱｳﾄﾄﾞｱｷｯﾁﾝ 小立4318-1 ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ内

家庭料理 花 船津996-21ﾖｰｻﾝｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ3 酉まさ 船津4642-1 湖宮 小立5407

ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾓﾉ 船津3915 どんどん河口湖店 船津7410-1 酒処 和ん 小立8005-12

ｶﾌｪ ｴﾘｯｿﾝ 船津996-21ﾖｰｻﾞﾝｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ5号 ﾆｺﾆｺかかし食堂 船津5247-2 三笑 小立1808

café 絃 船津3631-2 ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ四季の香り 船津1200-1 仕出し弁当 昭屋 小立2601

ｶﾌｪ ﾌﾟﾗﾄﾞ 船津7424-1 はちまんうどん 船津2011 笑福 小立2479

KAWAGUCHI-Dog 船津6713-22 光亭 船津2196 台湾料理 緊鑫楼 小立8017-1ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ内

観富亭 船津3995-1 ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ ｵﾝﾀﾞ 船津3916-1 DINO DINER 小立1167

(有)韓陽苑 船津3371 ﾌｨﾄﾝﾁｯﾄﾞ 船津7186-1 手打ちうどん風林 小立8006-4

牛角河口湖店 船津6818-1 福禄寿 船津1763 どさん子ﾗｰﾒﾝ 小立3968-4

魚菜美酒 漁 船津1848-1 富士山ﾊﾟﾝｹｰｷ 船津6832 西乃家 小立2225-1

居酒家 桜坂 船津2985-6 冨士天ぷら いだ天 船津3486-4 富士ｶﾌｪ 小立5606

串揚酒場 きんぎょ 船津3395-1 ﾌﾗﾝｽの食堂 ｷｬﾌｪﾄﾞｩﾌﾞﾛｰﾆｭ 船津5521-2 ほっともっと河口湖店 小立2479

元気七輪焼肉牛繁富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞ前店 船津6663-11 ﾌﾟﾙﾐｴ(富士ﾚｰｸﾎﾃﾙ内) 船津1 ﾐﾙｷｰｳｪｲ 小立960-1

肴彩庵 きた見 船津7203-1 ﾌﾚｯｼｭｳｫｰﾀｰ 船津1868-9 焼とり 和ちゃん 小立2325-4

甲州炭火焼ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ河口湖 船津大池6713-120　1Ｆ ほうとう蔵 歩成 河口湖店 船津6931 山彦亭 小立3921-6

ごはん亭まえふじ 船津4961-1 MY CRIB 船津大池6713-120　2Ｆ やまぼうし 小立1106

彩花 船津7436-2 miu's cafe 船津6607-2 ﾗ･ｳﾞｪﾙﾃﾞｭｰﾙ木村屋 小立8017-1ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ河口湖B棟-3b

彩食 美くり 船津6713-69 Miura料理店 船津7822-1 ﾚｽﾄﾗﾝ いこい 小立4540-3

酒処 赤井 船津1322-7 村さ来 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ店 船津6663-11 ﾜｲﾝｼｮｯﾌﾟ&ｶﾌｪ ﾊﾞﾃﾞｨｰｽﾞ 小立8018-2

酒処さつま 船津6873 ﾒｷｼｶﾝ酒場 ﾀｺﾄﾞｰﾙ 船津7578-10 味処 まんぷく 河口517-4

38KAWAGUCHIKO 船津1201-1 麺屋 いけ麺 船津561-1 海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所 河口2746-1

七輪焼ﾎﾙﾓﾝﾇ 船津2196さくら横丁A-3 麺家 麺達 船津6869 Cafegallery 中村 河口1124

支那そばけん 船津576-4 麺よし酒よし肴よし たいすけ 船津4100 富士見 日本料理 河口2752

小売業

小売業 大規模店舗

※富士河口湖町くらし応援商品券の1,000円券は使用できません。

飲食業

※業種別・地区別・五十音順 (９月１４日現在）



　令和2年 富士河口湖町・鳴沢村くらし応援商品券 取扱店舗一覧

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

ﾌﾟﾃｨ･ﾎﾟﾜｰﾙ 河口3086 侍SAMURAI 勝山4163-1 ﾘｽﾄﾗﾝﾃ･ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ 長浜146-3

もみじ亭 河口3067-1 なべ家 勝山693 青龍亭 西湖根場2710いやしの里内

やき鳥のん兵 河口929-3 飲み喰い処ひまわり 勝山4942-3 ひふみ 大嵐936-1

和ｶﾌｪ･染物 すぎのき 河口9 ひさご食堂 勝山980-1 いろいろ料理 ことぶき 精進1049

魚広 大石37 富士河口湖手打ちそば 砂場 勝山2538-4 あづま 鳴沢村4406-1

ｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭ ﾏｰﾒｲﾄﾞ 大石1527-1 やきとりおかめ 勝山4141 ここ｡ 鳴沢村5807-1

T's cafe 大石1477-1富士大石花ﾃﾗｽ内E棟 吉田のうどん くらよし 勝山5080-9 咲亭 鳴沢村7306-1

みずの風 大石1461 RICETTA 勝山2861-1 旬彩 秀 鳴沢村1077

かつやま屋台 勝山3764 おふくろうどん 長浜799-1 BBQともえ 鳴沢村7619-17

ｶﾌｪ･ﾄﾞﾘｰﾑ 勝山4822-1 割烹長浜旅館 Café&diningさくら 長浜795-1 ふる里のけむり鳴沢村富士山店 鳴沢村3547

河口湖ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場ﾊｯﾋﾟｰﾀｲﾑ 勝山2922-3 B･R 長浜1393-1

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

iTeen河口湖校 船津4964-1F ﾄﾘﾐﾝｸﾞｻﾛﾝ&ﾎﾃﾙ DOLL 船津2126-2 NEO SPORTS KIDS ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ河口湖教室 小立4318-1-B棟

Eyelash&Facial Chouette(ｼｭｴｯﾄ) 船津1465-7-Ａ 登り坂石油(株)D.Dｶｰｵｱｼｽ富士見SS 船津4642-4 登り坂石油(株)富士五湖LPｶﾞｽｾﾝﾀｰ 小立6910-2

旭石油(株)ｾﾙﾌ三本杉SS 船津648 登り坂石油(株)ｾﾙﾌ･富士河口湖SS 船津7402 ﾋｭｰｼﾞﾛｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ 小立411-1

add hair(ｱﾄﾞﾍｱｰ) 船津7819 登り坂石油(株)ｾﾙﾌﾊｲﾗﾝﾄﾞSS 船津6663-11 (有)丸金屋油店ｾﾙﾌ小立 小立8006-8

(有)井出造園 船津1448-3 ﾊｰｾﾞ美容室 船津7766-5 (有)丸正 小立3867

出光ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ給油所 船津3336-1 HEARTY 船津1535-1 臨古舎書道教室 小立2345-2

井秀自動車商会 船津7504 ﾊﾟｿｺﾝ教室わかるとできる富士吉田ｲｯﾂﾓｱ赤坂校 船津5165-2 (株)市村商会 河口183

Vian(ｳﾞｨｱﾝ) 船津7651-5 羽中田自動車工場 船津4722-1 河口湖犬のお預かり&しつけ相談 ﾘﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ 河口2185-1

ｶｰｽﾞFP河口湖店 船津4964 ﾊﾈﾉﾋﾞ 船津2085-1 河口湖ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ 河口3118

岳麓ﾏﾂﾀﾞ自動車(株) 船津4726 (株)ﾌｧﾐﾘｰｵｰﾄ 船津1339-1 登り坂石油(株)ｾﾙﾌ･河口湖新倉ﾄﾝﾈﾙSS 河口550

ｶﾗｵｹﾊｳｽ いろえんぴつ 船津6713-12 富士急山梨ﾊｲﾔｰ(株) 船津3641 ﾍｱｰｻﾛﾝ･ﾗｲｵﾝ 河口1719-2

河口湖ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 船津6713-17 ふじざくら命水(富士桜命水) 船津6600-1 ほうとう研究所 体験ﾗﾎﾞ 河口2746-1

ｷﾀﾑﾗ写真 ﾗﾋﾞｰｽﾞ 船津544-1 FCﾗｰｺﾞ河口湖(河口湖ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 船津2065 ｶﾝﾄﾘｰﾚｲｸｼｽﾃﾑｽﾞ 大石2954-1

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ403 ｲｯﾂﾓｱ店 船津5165-2 ﾍｱｰｺｯｸ･ｲﾏｰｼﾞｭ 船津1593 半田自動車整備工場 大石2302

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ403 本店 船津3161-2 ﾍｱｰｻﾛﾝ IDE 船津3248-12 ｹｱｼｮｯﾌﾟ まるやま 勝山1223-5

(有)ｸﾘｰﾝ 船津4620-11 HAIR SHOP Skeleton 船津6848-1 DOG PIT(ﾄﾞｯｸﾞ ﾋﾟｯﾄ) 勝山2599-4

小池ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 船津389-3 ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ｲﾄｳ 船津3429-15 富士漫遊社(株) 勝山861

小泉ﾄｰﾖｰ住器(株) 船津680 ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ﾋﾞｰｼｭｱ 船津2491-2 Hoppe Baby(ほっぺﾍﾞﾋﾞｰ) 勝山1430-1

車検のｺﾊﾞｯｸ 山梨河口湖店 船津2185 ﾎﾘﾃﾞｰ車検富士五湖･登り坂ｶｰｻｰﾋﾞｽ(株) 船津4940 (有)丸金屋油店ｾﾙﾌ勝山 勝山3343-1

写真のｵﾘｴﾝﾄ 船津6663-11 ﾏﾙｼﾝ石油(株) 船津6808 (有)丸富ｶﾞｽ 勝山1643

ｽｺｰﾐｯｼｭﾗﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝﾀｰ 船津3631-2丸文ﾋﾞﾙ4F 三浦自動車 船津3334 渡辺ｵｰﾄ 大嵐555

ｽﾊﾟｲｽﾚﾝﾀｶｰ河口湖店 船津6913-1 山梨ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株) 船津4894-2 渡辺油業 足和田給油所 大嵐973-1

すみれ美容室 船津874-1 やわらぎ整体院 船津3371ｽﾊﾞﾙ桂2号室 ﾃﾙ理容所 富士ヶ嶺1012

脱毛ｻﾛﾝMimi 船津5186-1 理容ｶｼﾞﾊﾗ 船津3487-15 (株)かいしゃ 鳴沢村2083-1

ﾀﾐﾔﾛﾎﾞｯﾄｽｸｰﾙ ｴﾑ･ﾗｲｽﾞ 富士河口湖教室 船津4899 ｱｻｴ美容室 小立2418 境野ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 鳴沢村3539-6

ﾃﾆｽﾌｫﾚｽﾄ河口湖 船津5530-1 北村珠算塾 小立2454 八竹総建 鳴沢村670-1

(有)土蔵商店 ﾆｭｰ河口湖SS 船津4717 ｼｭﾘｰｸ 小立3534-4 林ﾀｲﾔ商会 鳴沢村8531-71

TOMI美容室 GALLIA 船津1212-3 昭和電気(株) 小立879 ﾋﾞｭｰﾃｨﾀｶｺ 鳴沢村2152-4

(株)ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ山梨 富士河口湖店 船津4657 ｽｽﾞｷ工業(株) 小立3537-5 hair works NAP 鳴沢村3570-1

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

赤富士ﾜｲﾝｾﾗｰ 船津2020-1 河口湖ﾐｭｰｽﾞ館･与勇輝館 小立923 ﾍﾟﾝｼｮﾝのｰむ 大石2123-30

印傳館 山澄園 船津72 自然工房 石ころ館 小立1221-1 ﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾐﾙﾀｰﾚ 大石2123-28

河口湖ﾊｰﾌﾞ館 船津6713-18 泰平館 小立1240 ﾍﾟﾝｼｮﾝMoonLight 大石2123-25

河口湖遊覧船｢ｱﾝｿﾚｲﾕ号｣ 船津4034 富士桜ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 小立7187-4 ﾍﾟﾝｼｮﾝ蘭峰 大石2123-88

佐藤観光ｽﾃｰｷﾊｳｽさとう 船津4014 HOTEL AIR 河口湖 小立5110-1 石工房磊造 勝山1269-3

THE NOBORISAKA HOTEL 船津6832 若草の宿 丸栄 小立498 足和田ﾎﾃﾙ 長浜395

JINYA富士河口湖 船津3457-5 ~河口湖~富士山ﾊﾟﾉﾗﾏﾛｰﾌﾟｳｪｲ 浅川1163-1 ﾂﾊﾟｲ工房 硝子と金工 西湖根場2710いやしの里内

ﾊｰﾌﾞ庭園旅日記 富士河口湖庭園 船津1996 合唱の家おおば 河口2845 特産品加工場 西湖根場2710いやしの里内

PICA fujiyama 船津6662-10 河口湖音楽と森の美術館 河口3077-20 PICA富士西湖 西湖2068-1

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ河口湖 船津4940-3 河口湖貸別荘は り楽S 河口1225-6 富岳風穴 西湖2068-1

富士観光開発 ﾄﾗﾍﾞﾙ 船津3644-1 河口湖ｶﾝﾄﾘｰｺﾃｰｼﾞBan 河口2092 小さなﾎﾃﾙｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｵｰﾊﾞｰ 富士ヶ嶺1364-6

富士急ﾄﾗﾍﾞﾙ(株)河口湖駅案内所 船津3641 河口湖猿まわし劇場 河口2719-8 富士ヶ嶺ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 富士ヶ嶺2-1

ふじざくらｲﾝ(Fujizakura Inn) 船津3234 河口湖美術館 河口3170 紅葉展望台ﾚｽﾄﾊｳｽ 鳴沢村8527

富士山世界遺産ｾﾝﾀｰ 船津6663-1 河口湖ほとりのﾃﾗｽBan 河口2853-1 鳴沢氷穴 鳴沢村8533

富士山ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 船津2192 河口湖ほとりのﾎﾃﾙBan 河口3086 なるさわ富士山博物館 鳴沢村8532-64

富士すばるﾗﾝﾄﾞ ﾌｫﾚｽﾄぱｰく ﾄﾞｷﾞｰﾊﾟｰｸ 船津6663-1 秀峰閣 湖月 河口2312 ﾌｫﾚｽﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾌｼﾞ 鳴沢村8545-1

HOTEL AIR AIR 船津2557 ﾗﾋﾞｽﾀ富士河口湖 河口2395 富士展望の湯 ゆらり 鳴沢村8532-5

ﾎﾃﾙﾚｼﾞｰﾅ河口湖 船津5239-1 大石紬伝統工芸館 大石1438-1 ふじてんﾘｿﾞｰﾄ 鳴沢村字富士山8545-1

みはらし亭 船津4041 河口湖自然生活館 大石2585 富士緑の休暇村 鳴沢村8532-5

湯けむり富士の宿 大池 船津6713-103 FOREST RESORT COSMOS 大石2123-27 富士ﾚｲｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 鳴沢村8545-6

夢宿三代目まえふじ 船津4961-1 ﾍﾟﾝｼｮﾝzozan 大石2123-82 民宿こばやし 鳴沢村1102

旅館 溶岩温泉 船津5219 ﾍﾟﾝｼｮﾝｷｬﾝﾄﾞﾙ 大石1548 森の家 久野屋 鳴沢村7216

和楓ｹﾞｽﾄﾊｳｽ 柏や 船津3710 ﾍﾟﾝｼｮﾝｸﾚﾖﾝ 大石2123-12 ﾘｿﾞｰﾄｲﾝ吉野荘 鳴沢村3480-1

河口湖北原ﾐｭｰｼﾞｱﾑ･HappyDaysCafe 小立1204-2 ﾍﾟﾝｼｮﾝのあ 貸別荘ﾉｱの森 大石2123-32

店舗名 住所 店舗名 住所 店舗名 住所

赤池薬局 船津3844 北村館 小立576 流石薬局 大石1501

井ﾋﾞｼ歯科医院 船津3495 厚生堂薬局 小立2107 ほほえみ整骨院 大石2452-3

梨の木接骨院 船津4942 出張さんばｽﾃｰｼｮﾝ富士北麓 助産院ﾌｼﾞｻﾝﾊﾞ 小立2359-6 ｹﾝ ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 勝山1851-2

ふたば薬局河口湖店 船津7453-5 ﾘｮｳｾｲ堂薬局小立店 小立4114-3 さえぐさ薬局 鳴沢店 鳴沢村2161-1

ﾘｮｳｾｲ堂薬局 船津995-23 わたなべ鍼灸接骨院 小立4008-11 安富歯科医院 鳴沢村2150

店舗名 階 店舗名 階 店舗名 階

ﾎﾜｲﾄ急便 サービス業 ｵﾍﾟﾗ 小売業 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 優 サービス業

ｸｰﾙｶﾚｱﾝ 小売業

ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 小売業 靴のﾌｼﾞﾉﾔ 小売業 ANAP by Devotion4 小売業

ﾌﾗﾜｰﾊｳｽﾊｾｶﾞﾜ 小売業 ｸﾚｲ 小売業 ｶﾞｰﾈｯﾄﾎﾟﾑ 小売業

ｸｲｰﾝｽﾞﾊﾟｰﾙ 飲食業 ｼｰﾅ 小売業 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊｳｽ 小売業

ｻｰﾃｨｰﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ 飲食業 ｾｲﾋﾞﾄﾞｰ 小売業 大黒屋 小売業

丸亀製麺 飲食業 卓示書店 小売業 ﾊﾟｽﾃﾙ 小売業

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ 飲食業 ﾊﾆｰｽﾞ 小売業 美美楽楽 小売業

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 飲食業 ﾌﾞﾃｨｯｸ ｼﾞｭﾉﾝ 小売業 ｽﾀｼﾞｵｱﾘｽLipi サービス業

MONA MONA 小売業

ｱｲﾝ 小売業 美容室 ｱｾﾝﾄ サービス業

店舗名 階 店舗名 階

ｾﾙﾊﾞ 河口湖BELL店 小売業 ﾊﾟｼｵｽ河口湖 小売業

１F 2F

サービス業

観光業

医療業

河口湖ショッピングセンタ― ＢＥＬＬ

1F

2F

河口湖ショッピングセンタ― ＢＥＬＬ（大規模小売業)

※富士河口湖町くらし応援商品券の1,000円券は使用できません。

3F

BF 2F 2F

飲食業

※業種別・地区別・五十音順 (９月１４日現在）


