
鍬商品取り扱い店舗一覧

店舗名 住所 電話番号

ヤマザキショップ竜王新町店ストアーはらだ 甲斐市竜王新町２９５ 055-276-2709

亀屋商店 甲斐市竜王１７３１－３ 055-276-2257

時豊堂　金丸時計店 甲斐市竜王１７２７－３ 055-276-2282

甲府サントク㈱ 甲斐市篠原２５０－１ 055-276-1251

The　CAFÉ　Ｌ.Ｄ.Ｋ 甲斐市篠原２７４－１ 055-268-3337

魚竹寿司 甲斐市玉川９３－４ 055ｰ276-2261

相原青果店 甲斐市竜王２９５３－１ 055-279-2615

御菓子司　松寿堂 甲斐市西八幡４３５３－３ 055-276-2628

介護センター花岡甲府店 甲斐市西八幡３８００－１ 055-287-6611

とん平 甲斐市篠原１９５８－１ 055-279-0079

いーなとうぶ竜王 甲斐市篠原２６３５ 055-276-2399

そば処　ことぶき 甲斐市富竹新田２２４１－１０ 055-276-1020

丸十平林製パン 甲斐市富竹新田１２０８－１ 055-276-3211

藤巻酒店 甲斐市竜王１６９９ 055-276-2030

㈱天目 甲斐市役所食堂 055-277-2528

クリーニングオスカー柳田 甲斐市万才１５５－３ 055-276-7775

山口温泉 甲斐市篠原４７５ 055-279-2611

(有)アライズ 甲斐市玉川２２９－１ 055-268-3033

ヘアーサロン　アサノ 甲斐市西八幡２３３４－１ 055-276-8288

さいとう 甲斐市西八幡２４２１－１ 055-276-2763

セレンディピティ
甲斐市西八幡４３８０－１

プイアコートＤ号室
055-268-5006

㈱小笠園 甲斐市富竹新田７３６－１ 055-233-3382

㈱湯ーとぴあ 甲斐市富竹新田1300-1 055-276-9111

ｾﾌﾞﾝイレブン山梨信玄橋店 甲斐市竜王1638-1 055-279-4877

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲斐富竹新田店 甲斐市富竹新田398-5 055-276-0171

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ竜王ﾊﾞｲﾊﾟｽ富竹新田店 甲斐市富竹新田1706-2 055-279-2655

セブンーイレブン山梨竜王店 甲斐市篠原２８４１ 055-276-2985

ＨＡＩＲ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ホジョホジョ 甲斐市富竹新田２５０－１ 055-279-0006

カットサロン　コミヤマ 甲斐市名取１２－２ 055-276-6242

有限会社・福よし 甲斐市篠原３２３１－３ 055-276-7788

(有)有泉輪業 甲斐市竜王１６８４ 055-276-2461

疾測量株式会社 甲斐市篠原１４３６－１ 055-276-5570

㈲フーズボックスいわした 甲斐市西八幡2359-1 055-276-2130

㈲ぶう亭 甲斐市西八幡４３９８ 055-279-1129

㈲松本商事 甲斐市富竹新田４０４ 055-279-6001

㈲トーショー 甲斐市万才１５５－１ 055-276-3271

㈱中通 甲斐市西八幡１７９１－１ 055-276-5443

魚宝 甲斐市万才１５０－３ 055-276-2463

うなよし 甲斐市篠原2608-3 055-276-5544

焼肉ボンバー

フラワーブテック　シルキーハウス 甲斐市中下条９００－１ 055-277-8783

マミーショップ　しみず 甲斐市島上条１２４４－５ 055-277-

日本料理 すずこう 鈴木幸廣 甲斐市長塚８１－７ 055-277-9290

清水屋酒店 甲斐市中下条１２６８ 055-277-2108

ヘアースタジオオム 甲斐市中下条１３２４－６ 055-277-7167

カットハウス　コジマ 甲斐市長塚１６８－１ 055-277-2928

ゆうのう敷島 甲斐市牛句３２９４ 055-267-0831

きららベーカリー 甲斐市中下条８５１－１ 055-277-8709

㈲塩入工業【しを里そば】 甲斐市牛句3268-3 055-277-3356

敷島カントリークラブ 甲斐市神戸440 055-277-6111



ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲斐長塚店 甲斐市長塚214-1 055-277-8477

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲斐大下条店 甲斐市大下条483-1 055-277-3448

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲斐島上条店 甲斐市島上条1679-6 055-277-3395

敷島醸造㈱ 甲斐市亀沢3228 055-277-2805

島嘉商店 甲斐市島上条373 055-277-2004

Ｓａｌｕｔ 甲斐市中下条１３８９－３ 055-267-3236

とみや 甲斐市中下条１２６９ 055-277-3994

奥藤第５分店 甲斐市下今井２９６４－１ 0551-28-2503

若月商店 甲斐市下今井１７３６ 0551-28-2022

双葉農の駅 甲斐市宇津谷１７６４ 0551-20-0035

双葉サービスエリア下り線 甲斐市竜地２６３０ 0551-28-4035

百楽泉 甲斐市宇津谷１７１５－１ 0551-28-6000

ホテル神の湯温泉 甲斐市竜地１７ 0551-28-5000

ヘアサロン　ハッピーディズ 甲斐市宇津谷９７３ 0551-28-3561

セブンイレブン甲斐双葉岩森店 甲斐市岩森1144-1 0551-28-7206

セブンイレブン甲斐双葉宇津谷店 甲斐市宇津谷855 0551-28-1139

道の駅　とみざわ 南部町福士28507-1 0556-66-2260

道の駅　しもべ 身延町古関字大境4321 0556-20-4141

みのぶ　ゆばの里 身延町相又４２５ 0556-62-6161

春港堂酒店 西八代郡市川三郷町岩間1971 0556-32-2008

石窯パン　ド・ドウ 韮崎市藤井町駒井２０７０ 0551-23-2743

道の駅にらさき 韮崎市中田町中条１７９５ 0551-25-5021

あなやま接骨院・併設カフェ 韮崎市穴山町5142 090-9838-8492

武川町農産物直売所 北杜市武川町牧原682-2 0551-26-3074

ＪＡ梨北 よってけし韮崎店 韮崎市中田町中條１０３１－１ 0551-30-0182

おいしい学校 北杜市須玉町下津金３０５８ 0551-20-7300

しんせんやまなし（ほったらかし温泉） 山梨市矢坪１６６９-１８ 0553-22-4826

ライフショップ　こうの 山梨市上神内川７２３－１ 0553-22-0328

道の駅　かつやま 富士河口湖町勝山３７５４ 0555-72-5633

はなかげの郷まきおか　道の駅 山梨市牧丘町室伏２１２０ 0553-35-4780

かすがい農産物直売所 笛吹市春日居桑戸８１７－１ 0553-20-2211

大菩薩の湯 甲州市塩山上小田原７３０－１ 0553-32-4126

三ツ峠グリーンセンター 南都留郡西桂町下暮地１９００ 0555-25-3000

道の駅　どうし 道志村９７４５ 0554-52-1811

道の駅　こすげ 小菅村３４４５番地 0428-87-0765

甲斐の味くらべ・ワインセラー 丸の内1-1-8　セレオ2F 055-226-9227

道の駅とよとみ 中央市浅利１０１０－１ 055-269-3424

パウリスタ 中央市浅利１０１０－１ 090-5550-9956

ハッピーパーク 南アルプス市徳永４１０ 055-285-2088

パステリーＴＳＵＢＯ 甲府市古上条１１－１ 055-288-8981

いーなとうぶ昭和 昭和町飯喰960-1 055-298-4117

会館なないろカフェ 甲府市青沼3丁目５－４４ 055-226-2969

むらからまちから館.
千代田区有楽町２－１０－１

東京交通会館１Ｆ
03-5208-1521

ＫＡＩＳＴＹＬＥ　ＴＯＫＹＯ　ＢＲＮＣＨ
杉並区上荻１－１６－１７

荻窪キクヤビル６Ｆ
03-3398-3022

道の駅　富士川 南巨摩郡富士川町青柳町1655-3 0556-48-8700

イトーヨーカドー甲府昭和店 中巨摩郡昭和町西条13-1 055-268-1311

セブンイレブン山梨清里店 北杜市高根町清里3545-6338 090-2750-2831

スターらんど 都留市下谷2450-1 0554-45-6711

セブンイレブン甲斐敷島東町店 甲斐市島上条東河原184-1 055-277-1361

セブンイレブン甲府新田店 甲府市新田長1番1号 055-223-6055

セブンイレブン竜王玉川店 甲斐市玉川305-1 055-276-9750

㈲黒富士農場 甲斐市上芦沢１３１６ 055-277-0211



セブンイレブン甲斐中下条店 甲斐市中下条１４ 055-277-1911

㈲ジェイデザイン 甲斐市富竹新田2058-4 055-242-7840

岡島 甲府市丸の内1-21-15 055-232-2111

セブンイレブン甲斐双葉龍地店 甲斐市龍地2572-4 0551-28-7497

亀鶴 市川三郷町市川大門467-1 090-4812-4954

藤森エンタープライズ㈱ 南アルプス市六科556-1 055-269-7530

セブンイレブン竜王万才店 甲斐市万才6-35 055-278-1552

浩庵 南巨摩郡身延町中之倉2926 0556-38-0117

かいてらす 甲府市東光寺３丁目13-25 055-237-1641

らずベリーカフェ 甲斐市大下条412-5 055-242-7105

升亭 甲斐市竜王1044-1 055-276-8961

セブンイレブン笛吹高校前店 笛吹市石和町下平井１２６－２ 055-261-2600

セブンイレブン石和温泉駅前店 笛吹市石和町駅前３－５ 055-263-7110

セブンイレブン山梨石和店 笛吹市石和町市部６０７－１ 055-262-3232

セブンイレブン山梨北中学校前店 山梨市七日市場８１３－１ 0553-23-7711

セブンイレブン山梨三ヶ所北店 山梨市東後屋敷５６９－１ 0553-23-6100

セブンイレブン甲府宮原町店 甲府市宮原１２５７－３ 055-241-0101

セブンイレブン甲府川田町店 甲府市川田町８２７－１ 055-235-9799

甲斐こまち 甲斐市名取274-1　ST甲斐名取ハイツ201 080-5438-6421

モリタファーム 笛吹市御坂町上黒駒2979-1 055-264-2765

ナチュラルグレース 甲府市下石田2-25-1 055-228-0625

スクラムヒューマンパワー 笛吹市石和町東油1119-1 055-261-0932

らんたん 甲斐市玉川256樋口貸店舗1-1 055-225-4320

café Links 甲斐市西八幡4291-15 055-276-8601


