
三鮮市場石和店 鮮魚販売 ホテル石風 旅館業

愛作 飲食店 シューズショップカサイ 靴・履物 ホテルうかい 宿泊飲食

㈱秋山　ロゼア石和 仏壇・仏具・生花 シューマート石和店 靴・小売 ホテル千石 旅館業

茜調剤薬局 薬局 庄や　石和駅前店 飲食業 ホテル八田 旅館業

茜どき石和店 飲食業 旬彩酒房　みつむら 飲食店 ホテル花いさわ 旅館業

㈱石和青果市場 青果卸業 食彩酒房　月のうさぎ 飲食業 松坂屋菓子舗 菓子販売

㈲石和酒販 酒類・小売 杉山写真館 写真業 マレータ 鞄小売

石和温泉 公衆浴場・銭湯 鈴木茶陶器店 陶磁器・ガラス器小売業 ㈱満足屋 洋服販売

石和ガーデン 生花業 スパランド　ホテル内藤 ホテル業 みなもと旅館 旅館業

石和健康ランド 宿泊施設付健康ランド セブンイレブン
石和温泉駅前店

小売業 向山会計事務所 会計事務

㈲石和交通 一般乗用旅客自動車運送業 セブンイレブン　笛吹高校前店 コンビニエンスストア 銘石の宿　かげつ 旅館業

石和タクシー㈱ タクシー業 ㈱せんたくクラブ　本店 ホームクリーニング メガネ 時計 宝飾 すすき メガネ・時計・宝飾

石和どうぶつ病院 獣医師 ㈱せんだい 納豆製造・卸・販売 メガネスーパー
甲府バイパス石和店

小売業

石和びゅーほてる 旅館業 そば切り　いしやま 飲食店 麺屋　かばちたれ 飲食業

石和名湯館　糸柳 旅館業 モンデ酒造㈱ 酒類販売・製造

岩野精肉店 食肉販売 田中屋金物店 貴金属 焼肉ハウス新羅 飲食業

ウエルシア石和市部店 医療品・化粧品・食品・雑貨・酒 ツルハドラッグ笛吹店 ドラッグストア 薬石の湯　瑰泉 温泉

ウエルシア石和店 医療品・化粧品・食品・雑貨・酒 ㈲有泉商事　テアトル石和 映画館 夕庵　ほうとう　そば処 飲食業

内川農機商会 農機具販売 電化のライフ 家電小売 依田石材店 石材業

うまいもん処　榎 飲食業 土橋商店 酒類小売 ラウンジ　ライズ 飲食業

エルパセオ　ノブレ 衣料品販売 ㈱ティーエムディベロップメント ゴルフ用品・自動車・タイヤ リカーショップ・サエグサ 酒類小売業

㈲おしゃれの店　ふじた 化粧品小売 ナイト＆デイ 飲食業 旅館　泉山荘 旅館業

㈱甲斐不動産 不動産業 のみくいものや　寅 居酒屋 旅館　きこり 旅館業

梶原塗装工業 建築塗装 バイクショップ藤本 オートバイ 旅館　深雪温泉 旅館業

やわらかとんかつ

かつ玄　石和店
飲食業 ㈱初鹿野商店 種苗業 ルート菊嶋 パワーストーン・雑貨品

割烹小春 飲食 華やぎの章　甲斐路 旅館業 ㈲ワカバ 婦人用品

空箱 印刷・駄菓子販売 華やぎの章　慶山 旅館業 ㈲ワカバ　ミール 軽食・喫茶

㈱カモシタ 眼鏡・時計・宝石・小売業 パナエース　IZUMI 家電販売 ㈲ワカバ　ロッテリア ファーストフード

㈱川合商店 米殻 半田商店 小売業 ㈲ワカバ　若葉屋 紳士婦人洋服

㈱川阪食品 食品卸 はんなり 飲食業 ㈲ワカバ　若葉屋本店 衣料品

㈲川手商事 ガソリンスタンド 日之出観光自動車㈱ タクシー・バス・旅行業 若美屋 土産品

㈲ガーデニングセンター山田 園芸店・ガーデニングショップ
日之出観光自動車㈱

観光部営業所
バス・旅行業

Bａｒ　タイムリー 飲食業

㈱桔梗屋
花菓亭 ｲｵﾝ石和店

桔梗信玄餅・和菓子
ビヤードパパ　アピタ石和店 飲食業

㈲Baba 衣料品

銀だこ　アピタ石和店 飲食業 ファミリーマート 石和町市部店 コンビニ

Ｂi 髪 美容

クック-Ｙ　石和店 小売業 フィッシングショップアメミヤ 釣具小売

Bike Shop SUGIHARA 二輪車・販売・修理

クリーニング　よしおか 一般クリーニング業 ㈲笛吹ゴルフセンター ゴルフ練習場

ＧＯＯＤＩＥＳナカヤ　石和店 薬・日用品・食料品

㈱ゴールドハウスジャパン
アピタ石和店

宝飾品 笛吹農業協同組合 岡部支所 農業用資材・農産物

HAIR STUDIO Fine 美容

㈱ゴールドハウスジャパン
ドンキホーテ石和店

宝飾品 笛吹農業協同組合 石和支所 農業用資材・農産物

Ｏ&Ｊ　すすき メガネ　時計

㈱こはくフーズ 飲食業 笛吹農業協同組合 富士見支所 農業用資材・農産物・ガソリン

ＳＰＬＡＳＨ 自転車販売

㈲深澤石材店 石材店

古今亭 飲食業 富士野屋夕亭 旅館 アピタ　石和店 総合小売業

小林牛乳店 乳類販売業 ㈱ふじでんサービス 自動車整備 イオン　石和店 総合小売業

㈱コメリ　石和井戸店 日用品・大工道具 ㈲葡萄の里 洋菓子製造・販売 ㈱オギノ　井戸店 食品

坂本商店 米穀販売 フリヤ薬局 薬局 ㈱オギノ　笛吹店 食品・衣料品

サパークラブ朱里 飲食業 フルール夢工房 生花業 片倉工業㈱
ニューライフカタクラ石和店

ホームセンター

㈲佐野工業所 設備業 フレッシュベーカリー　ともえや パン製造販売 ゴルフ5　石和店 小売業

澤田屋酒店
ギャラリー&カフェ　蔵

酒類販売・喫茶 ヘアーサロン　コバヤシ 理容業 ザ・ビッグ　石和店 食料品

㈱沢田屋薬局 薬局 ホテル古柏園 旅館 ドン・キホーテいさわ店 小売業

斉田写真館 写真業 フルヤクリーニング クリーニング業

㈲相川工務店 建築業 澤田屋酒店 酒類販売 ㈲前島園芸 果樹苗木生産販売

飯田屋中山商店 食料品・酒類・雑貨 スーパー ITO 食料品 民宿　相澤 民宿

飯塚商店 小売業 スーパー　ナカヤマ 食料品小売 村田屋酒店 酒類小売業

居酒屋「みなみ」 飲食業 丹澤商店 酒類・たばこ・小売・食料品 矢崎企画 建築業

江戸屋商店 食料品・飲食 田舎割烹　江戸屋 飲食業 八代醸造㈱ 製造業

㈲エレピット　カザマ 電気工事・家電販売 グリーンファーム八代
農事組合法人 八代町農産物直売所

農産物販売 八代屋 飲食業

㈲加賀美百貨店 食糧品小売 ファッション・カジュアル
さいとう

衣料品小売 柳すし 飲食業

北村屋石油 ガソリンスタンド ファッションハウス スズキ 衣料　小売 ラーメン　ユタカ 飲食業

㈱コメリ　八代店 日用品・大工道具 笛吹農業協同組合 八代支所 JA・農業用資材・農産物・ガソリン Ｈａｉｒ　Ａｐｉｒａ 美容業

サイクルショップ　シムラ 自転車・バイク・販売修理 笛吹農業協同組合
御所経済支所

JA・農業用資材・農産物

仁　みうら 医療・雑貨・建材 メモリアルホール境川 葬儀場

亀屋百貨店 雑貨 笛吹農業協同組合 境川支所 農業用資材・農産物

㈲甲南観光サービス 旅行業 ファミリーバリュー笛吹境川店 小売業 ㈱エル昭和 小売業

五葉松 飲食店 ㈱フラワープランニング フラワーショップ 甲府セレモニー 葬祭用品

境川カントリー倶楽部 ゴルフ場 宮川米肥店 米・肥料等小売 ㈱セルバ　笛吹境川店 スーパーマーケット・生鮮品・飲食料品

一般社団法人

さかいがわ農産物直売所 小売業 宮川石油 ガソリンスタンド

　　　　　　　　    　フッキー商品券　取扱事業所　　　　　　　　　　　　　　　使用期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 Ｈ２８年１１月６日～Ｈ２９年２月２８日

石和地区

中小事業所

中小事業所

中小事業所

大規模小売業者

八代地区

境川地区

大規模小売業者

サンドラッグ石和店 ドラッグストア



白倉商店 ガソリンスタンド・食品小売業
笛吹農業協同組合
御坂東支所

JA・農業用資材・農産物・ガソリン

㈱秋山　ロゼア笛吹 仏壇・仏具・生花 鍼灸院接骨院さくら 医療 ふくや履物店 履物

朝日屋 飲食業 神宮司ふとん店 寝具販売 双葉商事㈱ 農業関連販売

味馬車 飲食業 スーパー坂本 食品小売業 堀内商店 食品小売

穴山工務店 建築業 セブンイレブン一宮
御坂インター南店

食品・雑貨 御坂衣料品部会 衣料品小売

阿部商店 食料品・小売 総合衣料つかこし 衣料品小売り 御坂農園グレープハウス 土産品・ワイン

有野米穀店 コンビニ・米穀店 高野商店 食料品 御坂龍造園 建設業

イエローハット石和店 小売業（自動車用品） 田中写真館 写真業 矢野さん家のもも 桃・葡萄・販売

岩間畳店 畳 中国料理　英華飯店 飲食業 矢野商店 食料品

ウエルシアマーケットタウン
御坂店

医療品・化粧品・食品・雑貨 月の友　西村 寝具・洋服 ㈲山下染物工場 染色製品の製造販売

ウエルシア御坂店 医療品・化粧品・食品・雑貨・酒 尽屋 飲食業 ㈱友喜油店 ガソリンスタンド

小澤自動車工業 自動車修理 デイリーショップ 日の出屋 食料品小売業 大和食堂 飲食店

小野商店 ＬＰガス・灯油販売 冨谷商店 食料品小売 ラーメン専科 　御坂店 飲食業

㈲オートプロ 自動車整備販売 理容と写真　タナカ 理容業

鶴山寿司 飲食業 ワイン 和たなべ 飲食業

梶原商店 米・食品・雑貨・酒・タバコ パン製造・販売 渡辺クリーニング店 クリーニング業

きっちん成田 飲食業 防災用品 Ｄays 衣類小売

クリーニングショップほりうち クリーニング業 美容院 Hａｉｒ　Sｔｕｄｉｏ　Y’S 美容業

クリーニング屋せんたくん クリーニング 美容院 myパール 真珠卸小売・ジュエリー

㈲小林酒販 酒類小売 衣料品 Yショップ御坂有野店 食料品・コンビニ

㈱コメリ　御坂店 日用品・大工道具 食品・衣料品・日用雑貨

サムスタンプ 印鑑・ゴム印製造販売

 ニュー山梨ワイン醸造㈱ 

パン工房　ぽこ・あ・ぽこ 

東八防災 ㈱ 

ビューティ　コバヤシ 

美容室ブラッシュ 

ファッションプラザ てかわ 

ファミリーバリュー御坂店 

笛吹ワイン㈱ ワイン醸造 ㈱ セルバ　御坂店 スーパーマーケット・生鮮品・飲食料品

シューズショップスズキ 靴・小売
笛吹農業協同組合
御坂西支所

JA・農業用資材・農産物・ガソリン

㈱コメリ　春日居店 日用品・大工道具 笛声旅館 旅館業

榊原商店 酒類小売 フルーツ山梨農業協同組合
春日居支所

スタンド・購買店舗

雨宮輪業 自動車・二輪車・販売修理 三心亭　おいがた 飲食業 フルヤピーチファーム 直売所

飯島輪業商会 自動車・二輪車・販売修理 シンゲンカメラ 写真店 ヘアーサロンエザキ 理容業

岩崎写真館 写真業 新宿甲州屋そば店 飲食業 北京 飲食業

ウエストマウンテン 飲食業 スポーツショップ貴 小売業 保坂精肉店 食肉販売

ウエルシア　春日居店 医療品・化粧品・食品・雑貨・酒 炭火焼肉　野・野 飲食業 ホテル春日居 旅館業

㈱栄和交通 旅行業・観光バス スーパーやまと　春日居店 生鮮食料品 民芸風旅館大棟苑 旅館業

オートサービス　シズメ 自動車修理 桑楽 飲食業 焼肉　いっとう家 飲食店

オギノ理容院 理容業 中国料理　満堂紅 飲食業 山吉家具 家具販売

かいじコンツェルトハウス 飲食業 東京飯店 飲食業 ㈲横内商事 ガソリンスタンド

春日居びゅーほてる 旅館業 鳥甲斐精肉店 食肉販売 吉岡商店 ＬＰガス・住宅設備販売

かすがい薬局 薬局 ハタヤ農機 農機具販売サービス

加藤板金加工所 建築板金 パリ 飲食業

㈱ オギノ　春日居店 食品クスリのハヤカワ クスリ・雑貨販売 広寿司 飲食業

山宝商会 果実他・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・保存ビン みさかや 食品小売業

赤坂屋 生菓子製造販売 サンドラッグ　一宮店 ドラッグストア 三井商店 米穀・酒類

雨宮クリーニング一宮店 クリーニング シムラ美容室 美容 見晴し園 観光園

雨宮自動車興業㈱ サービス業 食事処　竹春 飲食業 みやび寿し 飲食業(寿司)

雨宮米穀店 米穀類 白沢設備 宅内・上下水道工事 向山商店 酒類食品

アルプスワイン直営店 ワイン・果汁 セブンイレブン
一宮小城店

コンビニエンストア メモリアルホール一宮 葬儀場

アルプスワイン㈱ 果実酒製造業 セブンイレブン
山梨一宮中央店

コンビニエンスストア 望月商店 米穀・肥料小売

いちのみやママ工房 果実加工業 総合のりもの店 ヤガサキ バイク・自動車販売・修理 矢作洋酒㈱ ワイン醸造業

インテリア　わかお 内装・寝具 タイヤ館いちのみや 自動車用品小売業 横市屋商店 食料品

魚輝 飲食業 月の友　西村 寝具・洋服 ラーメン専科　一宮店 飲食店

甲斐路フルーツ 中西農園 農園・桃・桃加工品 トータルリペア　OZAWA 自動車・内装修理 ㈲両ノ木石油 ガソリンスタンド

甲斐路フルーツ 中西農園

ピーチカフェ　なかにし ｽﾍﾟｼｬﾙ・ｺｰﾋｰ・ｽｲｰﾂ・ﾗﾝﾁ
㈲錦屋化粧品店

ニシキヤ一宮店
衣料品販売 ㈱ルミエール ワイナリーショップ（売店）・レストラン

風間サッシ アルミサッシ・ガラス ㈱ニシムラ ガソリンスタンド レストラン　ピーチ・ドール 飲食業

風間商店 食料品小売 ㈱ニューヨーク 洋服小売 レストランカウボーイ 飲食業

金井青果 卸・小売 西村衣料店 衣料小売 レディースショップ　ミックス 婦人服

㈲ガレージマイスター 自動車修理 ㈱萩原肥料店 肥料・農薬・米穀・燃料・小売 ワークマン　甲府一宮店 小売業(作業着)

㈲川口石材店 石材・墓石・灯籠 日川中央葡萄酒㈱ ワイン酒造業 M&D　サイグサ 乳飲料販売

峡東自動車工業 自動車修理 笛吹農業協同組合
一宮西支所

農業用資材・農産物 ㈲ＮＥＯ 自動車整備

協同運輸㈱ 運送 笛吹農業協同組合
一宮南支所

農業用資材・農産物

㈱桔梗屋 東治郎 一宮店 桔梗信玄餅・和菓子 笛吹農業協同組合
一宮北支所

農業用資材・農産物

クリーニングＡＣＱＵＡ
イツモア一宮店

クリーニング全般 ファームフラワーナカザワ 生花

ケルンコーヒーいちのみや店 焼栗・コーヒー・喫茶
フラワープランニング
一宮店

生花・鉢花 ㈱いちやまマート 一宮店 食品・雑貨

こくぶ亭 飲食業 ポーラ化粧品一宮ショップ 化粧品・エステ
くろがねやスーパーデポ
一宮店

ホームセンター

㈲斉藤畳製作所 畳製造販売 ㈲マルサフルーツ古屋農園 卸・生産 ケーヨーデイツー  一宮店 ホームセンター

里の駅いちのみや 小売・飲食 マルサマルシェクッキングスタジオ 農園・カフェ

芦川農産物直売所 農産物・加工品の販売・軽食 笛吹農業協同組合
芦川経済支所

農業用資材・農産物

大規模小売業者

中小事業所

中小事業所

芦川地区・中小事業所

一宮地区

御坂地区

春日居地区

　　　　　　　　    　フッキー商品券　取扱事業所　　　　　　　　　　　　　　　使用期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 Ｈ２８年１１月６日～Ｈ２９年２月２８日

中小事業所

大規模小売業者

大規模小売業者

めんや　なないろ   　 　飲食業




