
☆印の事業所はやまなしグリーンゾーン認証施設です。
事業所名（店舗名） 電話番号 主な取扱い可能品目等 事業所名（店舗名） 電話番号 主な取扱い可能品目等

医薬品・化粧品 自動車販売・整備・カー用品
Ｗｉｎｇ 23-0522 化粧品・健康食品 ＨｏｎｄａＣａｒｓ山梨　韮崎北店 23-0223 自動車販売
あさひや化粧品店 22-0030 化粧品 ＨｏｎｄａＣａｒｓ山梨　韮崎南店 22-4636 自動車販売
ウエルシア　韮崎富士見店 30-0520 医薬品・化粧品・日用品・食料品等 オートバード 23-3700 新車・中古車・車検・鈑金塗装
クスリのサンロード　韮崎店 30-0036 医薬品・健康、美容に関する商品・日用品等 オートバックス　韮崎店 23-2666 カー用品
健康館サワ　韮崎店 23-0093 医薬品・生活雑貨 甲斐日産自動車㈱　韮崎店 22-5588 自動車販売・整備
サンドラッグ　韮崎店 23-7722 医薬品・食品・化粧品・消耗雑貨 国土興産㈱　トマト車検の須玉インター店 25-5893 自動車車検・整備・修理
サンドラッグ　ライフガーデン韮崎店 30-0030 医薬品・食品・化粧品・消耗雑貨 日産プリンス山梨販売㈱　須玉インター店 25-5123 自動車販売・整備
ツルハドラッグ　韮崎龍岡店 30-5628 医薬品・化粧品・食品・雑貨品 日産プリンス山梨販売㈱　韮崎店 22-2222 自動車販売・整備
ツルハドラッグ　韮崎店 20-1166 医薬品・化粧品・日用品等 ネッツトヨタ甲斐㈱　韮崎店 23-0500 自動車販売
ドン薬局 22-0316 医薬品・漢方薬・健康食品・化粧品 ヤザキオート 23-4477 車検整備・新車・中古車販売
ユザワ薬品 22-0797 薬・化粧品 ヤマセミオート 23-5255 自動車整備
渡辺薬局 22-6161 漢方薬・日用品・雑貨 山寺自動車工業㈱　マツダオートザム峡北 22-1155 自動車整備・販売
衣料品・ファッション・お直し 山梨ダイハツ販売㈱　韮崎店 22-1078 自動車販売・車検・点検整備
アトリエ　ボンジュール 22-8800 婦人服等 山梨トヨタ自動車㈱　韮崎店 22-1051 自動車販売・整備
衣料ストアー　タナベ 22-0132 和装・婦人服・学生服・作業服・返礼品 山梨トヨペット㈱　韮崎店 22-7711 自動車販売・整備
衣料センター　福助堂 22-0544 学生衣料・実用衣料 梨北農業協同組合　梨北自動車センター 22-7686 自動車販売
カネロク 22-0265 学生衣服・衣服全般 ㈱イイノオートライフ 22-4441 自動車販売・修理
キキ 22-0225 衣料・ファッション ㈱タイヤ館竜王　タイヤ館韮崎 22-8730 タイヤ・カー用品
工房あず（ＡＺ） 23-0010 洋服修理・仕立て・織物、染物販売 ㈱内藤自動車工業 22-1126 自動車整備
紳士服コナカ　韮崎店 23-5837 メンズ・レディスファッション ㈲アウトバーン 22-8080 自動車販売・車検整備・鈑金塗装
綜合衣料　イリマル 22-0172 学生衣料・婦人紳士服下着・呉服 ㈲小沢自動車 22-6780 車両修理・販売
布倶楽部 22-6435 婦人服・布 ㈲輿石自動車工業 22-0755 自動車・各種・車検・一般整備・保険等
ファッションセンターしまむら　韮崎店 30-0168 衣料品等 ㈲仲田電機商会 22-1141 ドライブレコーダー・車内の除菌消臭サービス
ファッションハウス　ハヤシヤ 22-0178 婦人洋品全般・ワコール下着・マスク等 ㈲韮崎スズキ販売 22-0348 自動車販売・車検・鈑金・一般整備
ブティック　チャーム 22-0451 婦人服・化粧品 宿泊・温泉
ワークマン　韮崎店 23-3991 作業服・安全靴・手袋 ☆ 穴山温泉　能見荘 25-5011 宿泊
㈲マルヤ 22-0351 婦人服・紳士服・学生服 健康ふれあいセンター　ゆ～ぷるにらさき 20-2222 施設使用料・回数券
㈱チヨダ　シュープラザ　ライフガーデン韮崎 20-1355 靴 ☆ 清水屋旅館 22-0024 食事・酒
印刷 御座石温泉 090-3520-5062 宿泊・一回浴・茸そば・飲み物
ｎａｎａｉｒｏ㈱ 30-7607 印刷物 武田乃郷　白山温泉 22-5050 日帰り温泉入浴券（回数券のみ）
㈱アートプリント 22-0840 印刷物全般 食料品・酒類・コンビニエンスストアー
㈱ピー・エス・ワイ　韮崎ジャーナル 45-6885 印刷物 韮崎市地域情報発信センター 23-6886 お土産菓子・野菜・果物・酒類
㈲タクト 22-9633 印刷・製本 ㈲銀河の駅にらさき 25-5021 みやげ物
飲食店 セブンイレブン韮崎旭町店 23-1723 コンビニエンスストア
スナック　エリカ 22-6803 アルコール飲料・軽食 セブンイレブン韮崎円野店 27-2116 コンビニエンスストア

☆ 居酒屋　さんばん 23-1323 飲食 セブンイレブン韮崎竜岡店 22-3911 コンビニエンスストア
居酒屋　呑むら 080-5507-3803 飲食 セブンイレブン韮崎中田店 25-5367 コンビニエンスストア

☆ イタリアン酒場　Cu-Suke　韮崎店 22-5974 飲食 セブンイレブン韮崎一ツ谷店 22-8620 コンビニエンスストア
魚民　韮崎駅前店 22-6288 飲食 セブンイレブン韮崎藤井町店 30-2079 コンビニエンスストア

☆ 隠れ酒場　異彩 30-9007 飲食 セブンイレブン韮崎藤井町南店 22-7776 コンビニエンスストア
☆ 亀伝 22-0168 飲食 セブンイレブン御勅使工業団地入口店 45-7636 コンビニエンスストア

かめや 080-7650-5055 飲食 ファミリーマート　韮崎インター西店 30-6022 コンビニエンスストア
コワン 080-2372-7375 飲食 ファミリーマート　韮崎桐ノ木 25-7273 コンビニエンスストア

☆ 肴や　くうかい 23-6161 飲食 ローソン　韮崎インター店 20-1566 コンビニエンスストア
☆ 大衆酒場　けろすけ　韮崎店 45-8885 飲食 ローソン　韮崎神山町店 45-6263 コンビニエンスストア

韮崎家 45-9388 飲食 ローソン　韮崎竜岡町店 22-8559 コンビニエンスストア
バー　ヴァレルンガ 090-8175-6623 飲食 ローソン　韮崎中央公園前店 45-6445 コンビニエンスストア
ピアノバー　ニューウェル 23-4555 飲食 ローソン　韮崎中田町店 30-4302 コンビニエンスストア
梵鳥 22-8000 焼き鳥 ローソン　韮崎富士見一丁目店 22-9955 コンビニエンスストア
焼き鳥　たはら 22-8088 飲食 ローソン　韮崎本町四丁目店 30-7440 コンビニエンスストア

☆ やきとり　鳥姫 23-2625 飲食 池田肉店 22-0054 食肉・食肉加工品・コロッケ・からあげ・とんかつ等

☆ 地産地消レストラン　さくら茶屋　La Passion 23-0030 洋食（前菜・パスタ・ピザ・魚、肉料理・自家製デザート等） 根岸精肉店 22-0569 食肉（牛・豚・鶏・馬刺し）
☆ レストラン　キュイエット 23-1650 飲食 ㈱マルハ（韮崎市移動販売車） 055-282-3612 食料品・雑貨など

レストラン　マイルストーン 25-2780 飲食 ディスカウントストアートライアル　韮崎店 30-2022 食料品・日用品
ビストロ　ラ　ヴィータ 45-9559 創作フレンチ・県産ワイン等 業務スーパー　韮崎店 21-2626 食品
オステリア菜² 23-7620 飲食・イタリア料理（パスタ・ピザ・アルコール類） 倉惣茶商店 22-0122 茶・菓子

☆ マクドナルド　韮崎店 30-6266 飲食（ハンバーガー類) お菓子工房　おひさま 23-0165 洋菓子
☆ NAN HOUSE 22-7299 インド・ネパール料理（カレー等） 洋菓子　アルプス 22-0252 洋菓子

カフェレスト　サイトー 22-8198 飲食 シャトレーゼ　韮崎店 22-5611 菓子
Ｃａｆｅ　まるげ 25-2428 料理・飲料 東治郎　韮崎店 23-1110 菓子
ボンシイク 45-7397 カレー・ハンバーグ・コーヒー・ケーキ 金精軒　韮崎店 25-3990 和菓子
増田珈琲 45-7405 コーヒー等ドリンク類・珈琲豆 和菓子　うさぎや 22-0273 和菓子
味処　みの田 22-8199 酒・肴 ㈲萩原製菓 25-5547 和菓子・洋菓子
うなぎ馳走　八嶋 22-0009 うなぎ料理 Ｃｒｏｉｓｓａｎｔ 080-5826-3885 パン・揚げパン・惣菜パン
お食事処　フレンズ 22-9741 飲食 パデ 45-6980 パン
ガスト　韮崎店 20-1008 飲食 ㈲六曜舎　コーナーポケット　韮崎駅前ＭＤＫ店 23-3611 パン

☆ 勝の家 23-6323 和食 ㈲六曜舎　コーナーポケット　韮崎本店 25-2366 パン
旬彩和食　園 30-5055 和食 天然培養酵母パン　Blooming Bakery 30-7858 パン・揚げパン・惣菜パン
だるま 22-1642 飲食 野菜パンの店　ド・ドウ 23-2743 パン・野菜パン

☆ 日本料理　ふるさわ 22-0381 食事（各種宴会・お祝い・法事・会合）・お弁当・オードブル 味の店　ほさか 22-3404 おにぎり・いなり寿司・巻寿司等
バーミヤン　韮崎店 30-0017 飲食 はっぴ商店韮崎店 45-6059 唐揚げ

☆ 富来亭 22-1643 飲食 ほっともっと　韮崎中田店 25-1040 弁当
☆ とんかつ一力 22-6002 飲食 ほっともっと　韮崎富士見店 21-2166 弁当
☆ 回転寿し活鮮　韮崎店 20-1127 寿司 井筒屋醤油㈱ 22-2255 味噌・醤油・麹
☆ 新とき鮨 22-7670 寿司 鈴木青果店 22-1323 野菜・果物
☆ 鮨政 22-4745 寿司・アルコール他 梨北農協　農産物直売所　よってけし韮崎店 30-0182 野菜・果物
☆ すし旬彩料理　樹 30-0355 すし・ランチ・テイクアウト・フライ・天ぷら 戸田酒販　韮崎店 23-4441 酒類販売
☆ Ｌａ‘Ｓｏｂａ 090-1116-5248 そば 守屋酒店 22-0169 酒類販売

吉田のうどん　さくら 090-1734-9167 うどん 能見園　河西ワイナリー 25-5107 ワイン
☆ 和ダイニング　大膳大夫 23-3737 宴会・弁当・無尽会 ☆ 本坊酒造㈱　マルス穂坂ワイナリー 45-8511 ワイン
☆ 和食処　佳幸 23-7700 日本料理 クリーニング

元気七輪焼肉牛繁　韮崎店 23-5529 焼肉 クリーニングセンター小林 23-2502 クリーニング
☆ うまいもん処　えがお屋　韮崎店 25-1122 焼肉・酒・食事 ファッションクリーニング　やざき 22-0737 クリーニング
☆ 和こう 23-5840 網焼ステーキ・しゃぶしゃぶ・すき焼き等食事代 ㈲鈴屋リネンサプライ 22-0526 クリーニング

寝具・畳・ギフト 生花・肥料・種苗・農薬
秋山ふとん店 22-0546 布団・打ち直し・カーテン 鈴木生花店 22-1741 生花・花鉢
川村羽毛 22-5825 羽毛布団のリフォーム・製造販売 ヌマタ花ガーデン 23-4187 生花
清水畳店 22-2655 畳 フラワーテラス　hanahiro 45-8412 生花
渡辺畳工芸 22-0603 畳（新畳・表替・裏替）・そのほか畳関連商品 ㈱クレール 23-5665 生花・観葉植物・花器・アートフラワー・プリザーブドフラワー

亀喜漆器韮崎店 22-5100 漆器・ギフト ㈱コメリ　Ｈ＆Ｇ　藤井店 21-2711 農業用品・ＤＩＹ・日用品等
シャディサラダ館韮崎富士見店+ハヤシ寝装店 22-0651 贈答品・寝装品 梨北農業協同組合　ＪＡグリーン　りほく 30-0222 農業資材・肥料・農薬
㈱上田商店 22-0114 日用品雑貨・ギフト用品 梨北農業協同組合　南部配送センター 27-2611 農業資材・肥料・農薬
㈱リョーウン 22-8511 景品・記念品・内祝他贈答品 梨北農業協同組合　韮崎甘利支店 22-2361 肥料・農薬
建築・建設・造園・リフォーム 梨北農業協同組合　韮崎西支店 22-0693 肥料・農薬
市川建設㈱ 22-4004 建築工事 梨北農業協同組合　韮崎東支店 22-0396 肥料・農薬
栄工業㈲ 22-0591 上下水道工事 梨北農業協同組合　穂坂支店 22-2151 肥料・農薬
志村建設㈱ 23-3536 新築・改修・リフォーム工事 家電製品・電気工事
真造園㈱ 45-9697 造園・外構・エクステリア イソベ電器 22-1234 家電商品全般
土橋設備工業 23-7556 上下水道工事 ニシヤマ電器 22-0765 家電販売・工事
トータルリフォーム　フィット 30-6633 建築リフォーム・水廻り・シロアリ消毒他 依田電工社 23-3367 家電製品・パソコン・電気設備工事等
平賀造園 22-1617 造園・植木剪定 ㈲村松電気商会 23-2551 家電製品全般・電気工事
藤巻ブロック工業所 22-3009 建設工事・外構工事 タクシー・旅行・レンタカー
豊栄工業㈲ 23-5552 リフォーム工事・ガラス入替・キッチン・お風呂・トイレ・建具・襖 山梨交通　ＹＫタクシー 22-2434 タクシー料金
㈱山立建設工業 22-7388 住宅新築・リフォーム・耐震診断、改修工事・シロアリ調査、消毒 ㈲甲斐タクシー 22-0255 タクシー料金
㈱ヨコカワ 22-0513 畳・襖・障子・網戸・カーテン・内装リフォーム ㈲韮崎タクシー 22-2235 タクシー料金
㈱リモデヤ 22-8261 リフォーム ㈲甲南観光サービス西営業所 22-2533 旅行各種（高速バス、ＪＲは除く）
㈲甲文堂塗装看板店 22-1165 看板製作取付、外壁・屋根等の塗り替え工事 ㈱りほく　りほく旅行センター 23-1310 旅行各種
㈲武井工務店 22-1602 建築 ㈱トヨタレンタリース山梨　韮崎駅前店 23-0100 レンタカー
㈲塚原塗装工業 22-6601 住まいのリフォーム・屋根外壁の塗り替え スポーツ関連・教室
㈲望月工務店 22-8006 新築・リフォーム・修繕・外構など建築全般 Body Make GLAD 33-9047 パーソナルジム会費
美容・理容・療術 カントリークラブ　グリーンバレイ 22-3131 ゴルフプレー
アポロ美容院 22-1257 美容 スタジオ　旭 090-4076-8755 ピラティス・バレエ・呼吸法・エクササイズ・ストレッチ

ビハインドドアーズ㈱ 23-3373 美容（店販商品を除く） 韮崎アラミスサロン　byニューウェル 090-8803-4785 レンタルスペース・音楽教室
美容室　ＨＥＬＬＯ‘Ｓ 23-3898 美容 その他小売・サービス
美容室ステージ・オー 22-7995 美容・ヘアー商品 ａｂｅ椅子店 080-5499-6595 木工製品
美容室みなみ 23-0640 美容 眼鏡市場　韮崎店 30-6088 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器
ヘアラウンジ　ティアラ 22-8822 美容 メガネスーパー　韮崎店 23-0154 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器
理容　コヅカ 27-2126 理容 イイノ楽器 22-1086 楽器
あなやま接骨院 25-5673 手技療法（ほぐし、ストレッチ、矯正） 一般社団法人韮崎市観光協会 22-1991 韮崎市イメージキャラクター「ニーラ」のグッズ
ゆうしん整骨院　韮崎 30-7567 医療施術・自費施術 木内モータース 22-1628 バイク・自転車
空海療術院 22-0230 整体 まっつんモータース 090-4721-3258 バイク
整体院　ゆき 23-7110 整体 矢ヶ崎自転車店 22-0152 自転車販売・修理
もんでくじゃん 30-4440 リラクゼーション（ボディケア・フットケア・アロマオイルトリートメント） ㈲フカサワ 22-0525 土木・建築資材
レディライフ　はりきゅう院 080-9558-6409 はり　きゅう ㈱内藤 27-2121 ダンボール・包装資材
石材 カメラのキタムラ　韮崎店 23-5540 カメラ・プリント等
江草北原石材店 22-6015 石材 スタジオＳ 45-9000 スタジオ写真撮影・レンタル衣装
駒井石材工業 22-1024 石材 Studio ZIPS　写真のしんかい 23-2539 写真撮影・写真プリント
㈱石のショウワ 23-3745 墓石・その他石材 ㈲教材事務機センター 23-5527 事務機器・文具・教材・介護用品
㈱北原石材 22-3352 墓石・石張 ㈲喜月堂 22-0135 仏壇・神仏具
㈲村上石材店 25-5310 墓石・灯篭・仏壇・位牌 ☆ セレオホール　韮崎 20-1414 セレモニーホール
パソコン・情報通信機器等
DO IT　ステーション韮崎店 22-8090 パソコン・ホームページ作成
ソフトバンク韮崎 21-2202 情報通信機器等 事業所名（店舗名） 電話番号 主な取扱い可能品目等
㈱アクアキュービック 23-5681 コンピュータ・周辺機器・プリンター・タブレット等 ＤＣＭ　くろがねや㈱　韮崎店 23-4800 日用品等
ガソリンスタンド オギノ　韮崎駅前店 21-3000 食品・住居関連品・衣料品
秋山油店 22-0907 石油製品 オギノ　韮崎店 21-2311 食品・住居関連品
国土興産㈱　セゾン桐の木ＳＳ 25-5450 ガソリン・軽油・灯油 ケーヨーデイツー　韮崎店 21-3130 日用品・園芸・工具・家庭用品・インテリア・家電等

梨北農業協同組合　藤井ＳＳ 22-0505 ガソリン ザ・ビック　韮崎店 23-6211 食品・酒
㈱シミズヤ　セミセルフ韮崎ＳＳ 22-0107 ガソリン・軽油・灯油・車検整備・オイル交換・タイヤ・洗車 ツルハドラッグ　韮崎本町店 30-6268 薬・化粧品・日用雑貨・食品・酒
㈱シミズヤ　セルフ韮崎北ＳＳ 22-2427 ガソリン・軽油・灯油・車検整備・オイル交換・タイヤ・洗車 ㈱ノジマ　韮崎店 30-0021 生活家電・デジタル家電・携帯電話

（R３.２.１７現在）

「チームにらさきエール商品券」取り扱い店一覧
注）　商品券のご利用については、ギフト券・ビール券・タバコなど、一部対象外商品もあります。

　　　ご使用になられる商店等で、ご確認ください。また、つり銭は出ませんのでご注意ください。

大型店（全店共通券のみ利用できます）


