
　令和元年 富士河口湖町・鳴沢村プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

令和元年10月24日現在

店舗名 電話番号 地区 店舗名 電話番号 地区

イッツモア赤坂シューラルー 24-9777 船津 充之田メガネ 73-3333 船津

イッツモア赤坂店 24-5511 船津 ローソン 河口湖駅前店 72-5052 船津

井出酒類販売 72-0008 船津 ローソン 河口湖大橋店 72-5776 船津

井出デバリ商店 73-2111 船津 ローソン 河口湖バイパス店 72-5400 船津

井出電気 72-0117 船津 ローソン 富士河口湖町役場前店 72-3477 船津

ウエルシア 河口湖船津店 83-5775 船津 綿半スーパーセンター 富士河口湖店 83-3811 船津

栄正水産 72-4868 船津 魚梶 72-0570 小立

エスアイスポーツ 73-2264 船津 桔梗屋黒蜜庵 水琴茶堂 フォレストモール富士河口湖店 83-2556 小立

エフ・ライン ワタトウ 72-0861 船津 キタムラ スポーツ 72-1555 小立

小川米店 72-0059 船津 小池商店 72-1506 小立

オギノ 河口湖店 72-6100 船津 ゴルフ5 フォレストモール富士河口湖店 83-2265 小立

オプトナカムラ 72-1408 船津 サンドラッグ河口湖フォレストモール店 83-5533 小立

おもちゃのキューピット 73-3223 船津 スポーツデポ フォレストモール富士河口湖店 83-2001 小立

おもちゃのトミブン 72-0439 船津 ダイソー フォレストモール富士河口湖店 83-3722 小立

梶原商店 72-0302 船津 ＤＣＭくろがねや 河口湖店 83-3611 小立

梶原生花店 72-1428 船津 八丁屋肉店 72-1613 小立

北富士農業協同組合 本所 72-1439 船津 花のわたなべ 73-2272 小立

クスリのサンロード 河口湖店 83-3535 船津 パワーマーケットＴＡＣ 河口湖店 72-4147 小立

Ｇａｔｅｗａｙ Ｆｕｊｉｙａｍａ 河口湖駅店 72-2214 船津 ファミリーマート 河口湖フォレストモール前店 83-3360 小立

サンドラッグ 河口湖赤坂店 24-5751 船津 深山商店 73-1500 小立

ジュノン本店 73-1237 船津 古屋商店 72-1564 小立

せきの商店 72-0023 船津 文具のコンパス 72-1555 小立

セブンイレブン 河口湖駅東店 73-3971 船津 マックスバリュ 富士河口湖店 72-3770 小立

セブンイレブン 河口湖駅前店 72-6346 船津 ローソン 富士河口湖小立店 28-4163 小立

セブンイレブン 河口湖大橋南店 73-1707 船津 魚義 76-7429 河口

セブンイレブン 河口湖船津登山道店 72-5172 船津 北富士農業協同組合 河口支所 76-7311 河口

ＳＯＲＡ ｎｏ ＳＨＩＴＡ 080-5882-8850 船津 ファミリーマート 北河口湖店 76-5131 河口

髙田屋 72-1103 船津 ローソン 河口湖店 76-7765 河口

ドラッグセイムス 河口湖店 20-9311 船津 ローソン 富士河口湖河口店 76-7448 河口

肉のささき 73-1692 船津 北富士農業協同組合 大石支所 76-7703 大石

早川商店 72-0100 船津 堀内毎治商店 76-7710 大石

ファミリーマート 船津登山道店 20-3722 船津 セブンイレブン 河口湖勝山東店 83-2340 勝山

ファミリーマート 河口湖駅西店 83-5022 船津 Ｙショップ 勝山店 83-2850 勝山

ファミリーマート 河口湖船津店 83-3233 船津 セブンイレブン 鳴沢大田和店 85-2737 鳴沢

富士観光開発 事務用品 73-2201 船津 セブンイレブン 山梨鳴沢店 85-3030 鳴沢

富士観光開発 生活設備 72-2811 船津 鳴沢村農業協同組合 大田和支所 85-2009 鳴沢

ふなつや百貨店 72-2125 船津 鳴沢村農業協同組合 鳴沢支所 85-2411 鳴沢

古屋書房 73-1579 船津 道の駅物産館 85-3366 鳴沢

マツモトキヨシ 富士河口湖店 20-3838 船津 ローソン 鳴沢店 85-5010 鳴沢

松山油脂ファクトリーショップ 72-6887 船津 Ｙショップ 精進湖店 20-6530 精進

店舗名 電話番号 地区 店舗名 電話番号 地区

赤井 72-5259 船津 蔵ノ介 72-2736 船津

居酒屋 笑顔 28-5213 船津 七輪焼 ホルモンヌ 73-2613 船津

お好みハウス ＺＯＯ 72-6688 船津 地ビールレストラン シルバンズ 83-2236 船津

お食事処 五郎八 72-0568 船津 旬味屋 福禄寿 72-5875 船津

海鮮料理赤坂 73-2099 船津 つわ野 73-1819 船津

割烹 七草 73-2877 船津 ハイジズフラワーガーデン 73-8388 船津

カフェ・プラド 72-2424 船津 はちまんうどん 72-0934 船津

ギャラリー＆カフェ クルール 72-6333 船津 冨士天ぷら いだ天 河口湖本店 73-9218 船津

肴彩席 きた見 72-0947 船津 リロンデル 72-8620 船津

小売業

飲食業

※業種別・地区別・五十音順 (10月24日現在 182店舗）
取扱店舗お問い合わせ先　河口湖商工会　TEL 73-1122
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店舗名 電話番号 地区 店舗名 電話番号 地区

うなぎ割烹 力 72-5443 小立 海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所 76-8228 河口

湖宮 83-3340 小立 湖畔のパン工房 レイクベイク 76-7585 大石

酒処 和ん 75-2534 小立 ハナカフェ キキョウ 28-5228 大石

ベルデ 83-2254 小立 ＲＩＣＥＴＴＡ 72-3541 勝山

味処まんぷく 76-7424 河口

店舗名 電話番号 地区 店舗名 電話番号 地区

旭石油 セルフ三本杉給油所 83-5786 船津 ファミリーオート 72-1215 船津

出光スバルライン給油所 72-0097 船津 フォネットネクスト富士河口湖 20-1580 船津

イビシタクシー 72-1077 船津 富士急山梨ハイヤー 23-6600 船津

岳麓マツダ自動車 72-1226 船津 ふじざくら命水（富士桜命水） 73-4132 船津

カラオケハウス いろえんぴつ 72-2611 船津 ヘアーサロン ガネーシャ 72-6662 船津

キタムラ 73-2555 船津 山梨トヨペット 河口湖店 72-2261 船津

すみれ美容院 72-0359 船津 富士急オートサービス 山梨工場 72-8126 小立

土蔵商店 ニュー河口湖ＳＳ 72-0444 船津 富士急バス 72-6877 小立

トヨタレンタリース山梨富士河口湖店 72-1100 船津 市村商会 76-7425 河口

トリミングサロン＆ホテルＤＯＬＬ 73-2509 船津 渡辺油業 足和田給油 82-2134 大嵐

店舗名 電話番号 地区 店舗名 電話番号 地区

河口湖ハーブ館 72-3082 船津 河口湖美術館 73-8666 河口

キャビン＆ラウンジ ハイランドステーションイン 21-6688 船津 大石紬伝統工芸館 76-7901 大石

富士観光開発 トラベル 73-1391 船津 河口湖自然生活館 76-8230 大石

ふじざくらイン（Ｆｕｊｉｚａｋｕｒａ Ｉｎｎ） 72-5100 船津 冨士眺望の湯ゆらり 85-3126 鳴沢

冨士すばるランド 72-2239 船津 ふじてんリゾート 85-2000 鳴沢

富士レークホテル 72-2212 船津 富士緑の休暇村 85-2236 鳴沢

河口湖ミューズ館 72-5258 小立 冨士レイクサイドカントリー倶楽部 86-3111 鳴沢

富士桜カントリー倶楽部 73-2211 小立 本栖びゅーほてる 20-6800 本栖

店舗名 電話番号 地区 店舗名 電話番号 地区

赤池薬局 72-0026 船津 厚生堂薬局 72-1604 小立

ケアセンター こころ 73-3058 船津 流石薬局 76-6008 大石

ふたば薬局 河口湖店 72-5200 船津 安富歯科医院 85-3955 鳴沢

店舗名 電話番号 エリア 店舗名 電話番号 エリア

クイーンズパール 73-4500 １階 パシオス 72-6161 ２階

ココカラファイン 68-0001 １階 ハニーズ 28-6582 ２階

サーティワンアイスクリーム 73-2731 １階 美容室 アセント 72-6011 ２階

ジュピターコーヒー 72-0981 １階 ブティック ジュノン 73-1182 ２階

セルバ 83-5611 １階 ＭＡＳＯＮＲＹ 72-0699 ２階

フラワーハウス ハセガワ 72-8911 １階 ｍｏｎａ ｍｏｎａ 72-0698 ２階

丸亀製麺 73-3790 １階 リラクゼーション 優 72-1570 ２階

ミスタードーナツ 83-3666 １階 ＡＮＡＰ ｂｙ Ｄｖｏｔｉｏｎ ４ 72-6012 ３階

モスバーガー 83-3020 １階 ガーネットポム 73-4500 ３階

アイン 83-3533 ２階 ゴールドハウス 72-5430 ３階

オペラ 73-8914 ２階 スタジオアリスＬｉｐｉ 73-4500 ３階

クールカレアン 72-9967 ２階 大黒屋 72-0035 ３階

靴のフジノヤ 72-0426 ２階 ダイソー 73-4500 ３階

クレイ 72-0081 ２階 パステル 72-0080 ３階

シーナ 83-2287 ２階 美美楽楽 72-1684 ３階

セイビドー 83-2876 ２階 ホワイト急便 83-2990 地下

卓示書店 28-6333 ２階

サービス業

観光業

医療業

河口湖ショッピングセンタ― ＢＥＬＬ

飲食業

※業種別・地区別・五十音順 (10月24日現在 182店舗）
取扱店舗お問い合わせ先　河口湖商工会　TEL 73-1122


