
　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
アイビー化粧品　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 肉の小林 船津４７３９ 文具のコンパス 小立２４９５－７
（株）東屋ミートセンター 船津４６２９－１ （株）肉のささき 船津３４６２－５ ミートショップ甲州屋 小立３５３７－３
井出酒類販売（株） 船津３８３７－１ ネッツトヨタ甲斐　河口湖店 船津４８７５－１ 湖桜製麺 小立２６７４－１
井出醸造店 船津８ 花みずき 船津７４０９－１ ローソン富士河口湖小立店 小立８００４－５
（有）井出デバリ商店 船津２６ 早川商店 船津３９１８ わたなべ米店 小立６０９７－１
井出電気（株） 船津３８１２ ﾊﾟﾝ･ﾀﾞﾆｴﾙ(富士ﾚｰｸﾎﾃﾙ内) 船津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 （有）ビックバン小佐野電器 船津３４０８－１ （株）杉養蜂園富士河口湖店 浅川１１３９－５
ウッドクリエイト　アオ 船津７４７２ ファミリーマート船津登山道店 船津７４４０－２ ＦＵＪＩＹＡＭＡ　ＣＯＯＫＩＥ 浅川１１６５
栄正水産 船津２１９６ フォネットネクスト　富士河口湖 船津６６６３－１１ 河口湖スイーツガーデン 河口２８０１－７
エスアイスポーツ 船津１０８６－１ 富士観光開発　事務用品 船津３６４４－１ サラーム 河口１９２７
（有）エフ・ラインワタトウ 船津３１００－５ 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
小川米店 船津３６２８－５ （有）藤野屋商店 船津９７１ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖美術館通り店 河口２８０１－１
（有）小田原屋 船津４０４８ 古屋書房 船津３８３６ ファミリーマート北河口湖店 河口３０８６
おはぎ屋もともち 船津３６２８－５　２Ｆ ふるやのコロッケ屋 船津４１２０－１ レイクサイドクリスマス 河口２８６７－２
オプトナカムラ 船津２４４８ 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
おもちゃのトミブン 船津３８０７ マルサンベーカリー 船津７４５６－１ □○堂富士大石 大石１４７７－１
梶原商店 船津９５２－１ （株）丸宗 船津３６３６ しるし 大石１４７７－１
（有）梶原生花店 船津１８８ 三浦電気商会 船津８４４－１ 太陽電器 大石１９４
河口湖ハーバル工房 船津６７１３－１６ 充之多メガネ 船津６８７２ 農産物直売所　おおいし屋 大石２５８５
桔梗屋河口湖 FLOWERGARDEN店 船津２１１ 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
北富士農業協同組合(本所､河口､大石) 船津３１１２－１ 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
キューピット 船津４０９５－１ 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
クスリのサンロード河口湖店 船津６４４ レザーハウス 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

GatewayFujiyama河口湖 船津３６４１ 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
小林園 船津６７１３－６２ ローソン河口湖大橋店 船津６７０８－１ アイビー化粧品　山梨第七販社 勝山１２３５－１
（有）小林仏壇　富士吉田店 船津５０８９－３ ローソン河口湖バイパス店 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ド前店 船津６６６３－１１ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口湖勝山東店 勝山１２３６－１
サンド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 ヤマザキショップ勝山店 勝山９６９－２
ジュエリー　アグサス 船津６８２６ 川野商店 小立２１００ Ｙショップ精進湖店 精進５８８－８７
ジュノン本店 船津４０５３－６ キタムラスポーツ 小立２４９５－７ 河口湖チーズ工房 富士ヶ嶺８５６－３
ジョージ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
スギサワ電気 船津１４４７－６ 激安市場 小立３８７８ 小林牧場 富士ヶ嶺１１６５
スポーツショップイーズ 船津３３６０－１ （有）小池商店 小立２２４ セブンイレブン鳴沢大田和店 鳴沢村４３１２
せきの商店 船津３８４０ ＫＯＰＡＮ 小立４９０ セブンイレブン山梨鳴沢店 鳴沢村８５３１－４５
セブンイレブン河口湖駅東店 船津４７３５－１ ｻﾝﾄﾞﾗｯｸ河口湖ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ店 小立８０１７－１ 鳴沢村農業協同組合　大田和支所 鳴沢村３１９８
セブンイレブン河口湖駅前店 船津３６３５－１ 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　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 鈴鶏舎 小立４４００ 富士山麓スモーク工房 鳴沢村１０４４２－８４４
セブンイレブン船津登山道店 船津６７７３ ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ｐｏｉｎｔ 小立8017-1 ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ富士河口湖内 富士フルーツ市場 鳴沢村３４８１
（株）髙田屋 船津３８６０ 高根ふとん店 小立１８５０ 布遊ふたごや 鳴沢村３１２４
（有）ティ．エム．ワークス 船津６９１３－１ 八丁屋肉店 小立１９３１ 道の駅なるさわ（鳴沢村農協） 鳴沢村８５３２－６３
戸田酒販　河口湖店 船津３１００－１ 花のわたなべ 小立２４９５－１ ローソン鳴沢店 鳴沢村３６１６－１
ド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
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 マックスバリュ富士河口湖店 小立８０１７－１
オギノ河口湖店 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 ３８ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＫＯ 船津１２０１－１ メキシカン酒場　タコドール 船津７５７８－１０
居酒屋　笹船 船津１３８１ 七輪焼ホルモンヌ 船津2196さくら横丁A-3 麺屋　いけ麺 船津５６１－１
居酒屋　都呂松 船津１６５０－３ 支那そばけん 船津５７６－４ 麺家　麺達 船津６８６９
イタリア食堂　ラルーチェ 船津３３１７ 地ﾋﾞｰﾙﾚｽﾄﾗﾝ ｼﾙﾊﾞﾝｽﾞ 船津６６６３－１ 麺よし酒よし肴よし　たいすけ 船津４１００
宴庵ふるや 船津２７７０－２ しゃぶしゃぶはやし 船津６８１６－１ 焼肉ハウス　スタミナＤＯＮ 船津２５５３－１
鱗（うろこ） 船津３４１０－２ シャンテ・ルウ゛ォン 船津１５１３－４ 焼肉　ひまわり亭 船津７３６４－２
笑顔 船津２４８５－１ shaw's Sushi Bar&Dining 船津３６３２－７ ＹＡＭＡＴＯＹＡ　ＣＡＦＥ 船津３３７９－１
エビスヤ 船津３６４７－１ 食事処　寿司善 船津２４６６－９ 吉田のうどん　蔵ノ介 船津２４９２－１０
恵比寿夜ノ森－河口湖 船津１１９６－１ 食ﾊﾟﾝ専門店 FUJISAN SHOKUPAN 船津３４６２－１１ らーめん食堂れんげ　河口湖店 船津１３２８－４
ＥＮＧＡＷＡ１４４１ 船津３３７１ 酔けん 船津６８１９－１ リヨン 船津７５７８－９
Ｏａｒ　Ｂｌｕｅ 船津４０５５ ＳＵＧＥＥＺ　ｄｒｉｖｅ－ｉｎ 船津６８７１－１ リロンデル 船津７５９９－２
お好みハウスＺｏｏ 船津３６０６－１１ すし暦・天てん・八釜屋 船津３３６４ Ｌｏｕｇａ（ルーガ） 船津７８１９
お好み焼き　游ゆう 船津３３７１ スナック　トシコ 船津３３７１ Lake Side Café Ku 船津４０１４－５
お食事処　居酒屋　小麦 船津４９３１－１ 炭火焼肉　鉄庵 船津６７９９ レストラン野の花 船津６９９７－２
お食事処　五郎八 船津９９６－２１ ﾀｲｷｯﾁﾝ KIN･KAO･KON 船津288-1 大橋通りﾃﾅﾝﾄ2F レストランポワル 船津２５５８
オステリア　ドラマティコ 船津５５１６－２ 大衆割烹宮森 船津６８７７ ﾚｽﾄﾗﾝYAMANAKATEI 船津１７５９－１
おでんや　なべちゃん 船津９５３－１ 太陽テラス 船津３６８１－２ レストランルッコラ 船津１６６６－２
海鮮居酒屋あぶり亭 船津３３７１ 台湾料理　永旺 船津１３８３－２ ロマラン 船津６７１３－７３
海鮮料理　赤坂 船津４７５６－１ 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

カクテルラウンジニューヨーク 船津４７３３－１ チョイスキッチン 船津６８３２ 和花（わかな） 船津２８９－１
ガスト河口湖店 船津５６８－１ つじ吉 船津３９２１ 味わいの蔵　手ざわ 小立３６０３－３０
割烹　天野 船津３５９５－１ つわ野 船津３３５３－３ 塩梅 小立３９８４－３
割烹　源泉 船津７３９７ toe Bar & Restaurant 船津３１１１－１ イルキャンティ河口湖 小立８０１７－１
割烹　七草 船津１６６７－１ ＴＯＣＯＲＯ　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ 船津３３７１－１３ ＩＬ　ＢＡＣＣＯ　ｂｉｓ 小立３８２０－１
家庭料理　花 船津996-21ﾖｰｻﾝｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ3 ＴＯＹＯＳＨＩＭＡ 船津３６８１－２ うなぎ割烹　力 小立３０１０－３
ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾓﾉ 船津３９１５ 鶏っこ 船津３２６５－２ ｍエム　アウトドアキッチン 小立4318-1 ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ内

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 酉まさ 船津４６４２－１ 湖宮 小立５４０７
ｃａｆé　絃 船津３６３１－２ どんどん河口湖店 船津７４１０－１ 酒処　和ん 小立８００５－１２
カフェ　プラド 船津７４２４－１ ニコニコかかし食堂 船津５２４７－２ 三笑 小立１８０８
ＫＡＷＡＧＵＣＨＩ－Ｄｏｇ 船津６７１３－２２ ハーブガーデン四季の香り 船津１２００－１ 仕出し弁当　昭屋 小立２６０１
観富亭 船津３９９５－１ バーミヤン河口湖店 船津３９２－５ 笑福 小立２４７９
（有）韓陽苑 船津３３７１ はちまんうどん 船津２０１１ スナック山城 小立１９２６－２
キャンバス 船津２５４７－４ 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

牛角河口湖店 船津６８１８－１ ピッツェリア　オンダ　 船津３９１６－１ 司食堂 小立２１００
魚菜美酒　漁 船津１８４８－１ フィトンチッド 船津７１８６－１ ＤＩＮＯ　ＤＩＮＥＲ 小立１１６７
居酒家　桜坂 船津２９８５－６ 福禄寿 船津１７６３ 手打ちうどん風林 小立８００６－４
Ｃｏｏｌｉｙａ（クーリヤ） 船津３９７８－１ 富士山パンケーキ 船津６８３２ どさん子ラーメン 小立３９６８－４
串揚酒場　きんぎょ 船津３３９５－１ 冨士天ぷら　いだ天 船津３４８６－４ 西乃家 小立２２２５－１
元気七輪焼肉牛繁富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞ前店 船津６６６３－１１ ﾌﾗﾝｽの食堂 ｷｬﾌｪﾄﾞｩﾌﾞﾛｰﾆｭ 船津５５２１－２ 富士カフェ 小立５６０６
肴彩庵　きた見 船津７２０３－１ ﾌﾟﾙﾐｴ(富士ﾚｰｸﾎﾃﾙ内) 船津１ ほっともっと河口湖店 小立２４７９
甲州炭火焼ダイニング河口湖 船津大池6713-120 1F フレッシュウォーター 船津１８６８－９ ミルキーウェイ 小立９６０－１
ごはん亭まえふじ 船津４９６１－１ ほうとう蔵　歩成　河口湖店 船津６９３１ 焼とり　和ちゃん 小立２３２５－４
彩花 船津７４３６－２ ＭＹ　ＣＲＩＢ 船津大池6713-120 2F 山彦亭 小立３９２１－６
彩食　美くり 船津６７１３－６９ ｍｉｕ’ｓ　ｃａｆｅ 船津６６０７－２ やまぼうし 小立１１０６
酒処　赤井 船津１３２２－７ Ｍｉｕｒａ料理店 船津７８２２－１ ラ・ウ゛ェルデュール木村屋 小立8017-1ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ河口湖B棟-3b

酒処さつま 船津６８７３ 村さ来　ハイランド店 船津６６６３－１１ レストラン　いこい 小立４５４０－３

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 (１１月２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
ﾜｲﾝｼｮｯﾌﾟ&ｶﾌｪ ﾊﾞﾃﾞｨｰｽﾞ 小立８０１８－２ ほうとう大 大石２５８５－１１５ おふくろうどん 長浜７９９－１
味処　まんぷく 河口５１７－４ みずの風 大石１４６１ 割烹長浜旅館 Café&diningさくら 長浜７９５－１
エスペランス 河口２３０３ レイクベイク 大石２５８５－８５ Ｂ・Ｒ 長浜１３９３－１
海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所 河口２７４６－１ かつやま屋台 勝山３７６４ リストランテ・プロウ゛ァンス 長浜１４６－３
Ｃａｆｅｇａｌｌｅｒｙ　中村 河口１１２４ カフェ・ドリーム 勝山４８２２－１ 青龍亭 西湖根場2710いやしの里内

café troisieme marche 河口６８２ 河口湖ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場ﾊｯﾋﾟｰﾀｲﾑ 勝山２９２２－３ ひふみ 大嵐９３６－１
四季の味　和 河口２７１９－１１４ ５５　ＳＴＥＡＫ 勝山３３６７－１ いろいろ料理　ことぶき 精進１０４９
富士見　日本料理 河口２７５２ 侍ＳＡＭＵＲＡＩ 勝山４１６３－１ あづま 鳴沢村４４０６－１
プティ・ポワール 河口３０８６ なべ家 勝山６９３ ガスト富士鳴沢店 鳴沢村８５３１－２
もみじ亭 河口３０６７－１ 飲み喰い処ひまわり 勝山４９４２－３ ここ。 鳴沢村５８０７－１
やき鳥のん兵 河口９２９－３ ひさご食堂 勝山９８０－１ 咲亭 鳴沢村７３０６－１
和カフェ・染物　すぎのき 河口９ 富士河口湖手打ちそば　砂場 勝山２５３８－４ 旬彩　秀 鳴沢村１０７７
魚広 大石３７ やきとりおかめ 勝山４１４１ ＢＢＱともえ 鳴沢村７６１９－１７
オーベルジュ　マーメイド 大石１５２７－１ 吉田のうどん　くらよし 勝山５０８０－９ ふる里のけむり鳴沢村富士山店 鳴沢村３５４７
Ｔ’ｓ　ｃａｆｅ 大石1477-1富士大石花ﾃﾗｽ内E棟 ＲＩＣＥＴＴＡ 勝山２８６１－１

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 ヒュージロックデザイン 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 ハーゼ美容室 船津７７６６－５ （有）丸正 小立３８６７
出光スバルライン給油所 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゛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
エイトビート 船津６９６０ ハネノビ 船津２０８５－１ 河口湖クラフトパーク 河口３１１８
カーズＦＰ河口湖店 船津４９６４ （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
岳麓マツダ自動車（株） 船津４７２６ 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
カラオケハウス　いろえんぴつ 船津６７１３－１２ ふじざくら命水（富士桜命水） 船津６６００－１ ほうとう研究所　体験ラボ 河口２７４６－１
河口湖カントリークラブ 船津６２３６ 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ズ 大石２９５４－１
河口湖バッティングセンター 船津６７１３－１７ ヘアーコック・イマージュ 船津１５９３ 半田自動車整備工場 大石２３０２
キタムラ写真　ラビーズ 船津５４４－１ ヘアーサロン　ＩＤＥ 船津３２４８－１２ ケアショップ　まるやま 勝山１２２３－５
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ403 ｲｯﾂﾓｱ店 船津５１６５－２ HAIR SHOP Skeleton 船津６８４８－１ DOG PIT(ﾄﾞｯｸﾞ ﾋﾟｯﾄ) 勝山２５９９－４
クリーニング４０３　本店 船津３１６１－２ ヘアースタジオ　イトウ 船津３４２９－１５ 富士漫遊社（株） 勝山８６１
（有）クリーン 船津４６２０－１１ ヘアースタジオ　ビーシュア 船津２４９１－２ Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ　ＬＩＦＥ 勝山４５４４－１
小池クリーニング 船津３８９－３ 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 Hoppe Baby(ほっぺﾍﾞﾋﾞｰ) 勝山１４３０－１
小泉トーヨー住器（株） 船津６８０ （有）マイカーセンター 船津３３３９－８ （有）丸金屋油店セルフ勝山 勝山３３４３－１
車検のコバック　山梨河口湖店 船津２１８５ マルシン石油（株） 船津６８０８ （有）丸富ガス 勝山１６４３
写真のオリエント 船津６６６３－１１ 三浦自動車 船津３３３４ 渡辺オート 大嵐５５５
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 山梨トヨペット（株） 船津４８９４－２ 渡辺油業　足和田給油所 大嵐９７３－１
スパイスレンタカー河口湖店 船津６９１３－１ 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
すみれ美容室 船津８７４－１ Ｌ’ａｔｅｌｉｅｒ 船津９９６－２１－２ （株）かいしゃ 鳴沢村２０８３－１
脱毛サロンＭｉｍｉ 船津５１８６－１ 理容カジハラ 船津３４８７－１５ 境野メンテナンス 鳴沢村３５３９－６
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 八竹総建 鳴沢村６７０－１
テニスフォレスト河口湖 船津５５３０－１ 北村珠算塾 小立２４５４ 林タイヤ商会 鳴沢村８５３１－７１
(有)土蔵商店 ﾆｭｰ河口湖SS 船津４７１７ シュリーク 小立３５３４－４ ヒーリングサロンＭｉｎｔｙ 鳴沢村４０９４
ＴＯＭＩ美容室　ＧＡＬＬＩＡ 船津１２１２－３ 昭和電気（株） 小立８７９ ビューティタカコ 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 和縁 Bodycare Healing Salon 小立１５９９－５ 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 河口湖ミューズ館・与勇輝館 小立９２３ ペンションのーむ 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 ペンション　ミルターレ 大石２１２３－２８
河口湖ハーブ館 船津６７１３－１８ 泰平館 小立１２４０ ペンション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 ペンション蘭峰 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 ツパイ工房　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
ビジネスホテル河口湖 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　トラベル 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 富士ヶ嶺グリーンクラブ 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
富士山リゾートホテル 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 ラビスタ富士河口湖 河口２３９５ 富士赤松ゴルフコース 鳴沢村７２４６
ホテルレジーナ河口湖 船津５２３９－１ 大石紬伝統工芸館 大石１４３８－１ 富士展望の湯　ゆらり 鳴沢村８５３２－５
みはらし亭 船津４０４１ 河口湖自然生活館 大石２５８５ ふじてんリゾート 鳴沢村字富士山8545-1

湯けむり富士の宿　大池 船津６７１３－１０３ FOREST RESORT COSMOS 大石２１２３－２７ 富士緑の休暇村 鳴沢村８５３２－５
夢宿三代目まえふじ 船津４９６１－１ ペンションｚｏｚａｎ 大石２１２３－８２ 富士ﾚｲｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 鳴沢村８５４５－６
旅館　溶岩温泉 船津５２１９ ペンションキャンドル 大石１５４８ 民宿こばやし 鳴沢村１１０２
和楓ゲストハウス　柏や 船津３７１０ ペンションクレヨン 大石２１２３－１２ 森の家　久野屋 鳴沢村７２１６
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 リゾートイン吉野荘 鳴沢村３４８０－１

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
井ビシ歯科医院 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　カイロプラクティック 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 業種 店舗名 業種 店舗名 業種

ホワイト急便 サービス業 オペラ 小売業 リラクゼーション　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 靴のフジノヤ 小売業 ANAP by Devotion4 小売業
フラワーハウスハセガワ 小売業 クレイ 小売業 ガーネットポム 小売業
クイーンズパール 飲食業 シーナ 小売業 ゴールドハウス 小売業
サーティーワンアイスクリーム 飲食業 セイビドー 小売業 大黒屋 小売業
丸亀製麺 飲食業 卓示書店 小売業 パステル 小売業
ミスタードーナツ 飲食業 ハニーズ 小売業 美美楽楽 小売業
モスバーガー 飲食業 ブティック　ジュノン 小売業 スタジオアリス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 業種 店舗名 業種

セルバ　河口湖ＢＥＬＬ店 小売業 パシオス河口湖 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 (１１月２日現在）


