
新型コロナウイルス感染症　臨時対策事業

令和２年度

登録店　103 店舗　　2020.07.15 現在

- cover story -
５月３０日に富浜地内で撮影した天の川です。梅雨
に入り雨やくもりの日が多くなっていますが、今年
の七夕は晴れてくれるでしょうか。満天の星空を見
ることができることを期待しています。

がんばろう大月 商い商品券 事業

商品券取扱店一覧
地区名 商品券取扱店 業務内容及び主な取扱品目 営業時間・TEL PR

笹子 笹
ささいちしゅぞうかぶしきかいしゃ

一酒造株式会社　酒
しゅゆうかん

遊館
住所：吉久保26 酒類販売　他 9時00分～17時30分

定休日：要確認　☎（25）2008
笹一酒造の直営店、日本酒、ワイン、焼酎、山
梨の土産品の販売を行っております。

笹子 れんが亭
てい

住所：黒野田268 飲食店 11時00分～20時00分
定休日：日曜日　☎（25）2468 野菜ミソラーメン+半カレー

初狩 居
いざかやたいしょう

酒屋大勝
住所：下初狩381 飲食店

17時00分～24時00分
※日曜日のみ14～21時
定休日：水曜日　☎（56）8168

刺身がオススメです。釣りたての魚をお出しで
きる時もあります。ご来店お待ちしています。

初狩
キグナス初狩
サービス・ステーション
住所：下初狩481-5

ガソリン、軽油、灯油、オイル、
タイヤ、ホイール、ワイパー
など

7時00分～19時00分
定休日：日曜日　☎（25）6247 灯油の配達にも使えます。

初狩 野
の ざ わ

沢ふとん店
住所：下初狩3274

寝具全般、羽毛ふとんリフォー
ム、貸ふとん

9時00分～18時00分
定休日：要確認　☎（25）6181 自社工場で製作している手づくりふとん

初狩 薬
やくそうぜんどころ

草膳処　じゅん庵
あん

住所：下初狩2302 飲食店 11時00分～18時00分
定休日：要確認　☎（25）2636 薬膳（※ 12/27 以降は休み）

大月
（真木）

いなだや
住所：真木2823 飲食店

11時30分～14時30分
16時30分～22時00分
定休日：月曜日　☎（22）0187

無尽会、テイクアウトなどにお気軽にご利用く
ださい。

大月
（真木）

金
かなのもりさんそう

の森山荘
住所：真木6188

ニジマス釣り・ヤマメ釣り・
BBQ・テントサウナ・宿泊

7時00分～18時00分
定休日：要確認　☎（23）1021 遊びは学びだ！！大月の自然を楽しもう！

大月
（真木）

魚
と

とや　七
な な み

海
住所：真木2123 鮮魚、惣菜 9時00分～18時00分

定休日：日曜日　☎（22）1744 おいしいお魚、お届けします。

大月
（真木）

まんじゅうや　要
かなめ

住所：真木4138-2 まんじゅう、草餅 営業時間：不定
定休日：火曜日　☎（23）1482

酒粕で練り上げた手作りのおまんじゅうです。
材料は全部国産を使用しています。やさしい味
のなつかしい味のするおまんじゅうです。電話
にて連絡して頂ければお届け致します。

大月
（花咲）

おかし工
こうぼう

房　エイゲツ
住所：花咲65-2 洋菓子店（ケーキ屋）

10時00分～19時00分
定休日：月曜・第３日曜日
☎（23）1011

夢あふれるおかしを心を込めてお作りしまし
た。ステキなひと時にお役に立てれば嬉しい限
りです。

大月
（花咲）

お食事処　ひろさと
住所：花咲1660-7 飲食店

11時00分～14時00分
17時30分～19時30分
定休日：日・祝祭日　☎（22）0859

全商品手作りです。どこかあたたかいおふくろ
の味です。

大月
（花咲）

遊
ゆうてんしん

点心
住所：花咲1677-14 中華料理

11時30分～14時30分
17時30分～22時30分
定休日：木曜日　☎（23）0009

マーボードーフ、炒飯、エビマヨ、からあげ。

大月
（１丁目）

愛
あいがんどう

眼堂
住所：大月1-13-30 メガネ、補聴器、宝飾品

10時00分～19時00分
定休日：木曜、第2・4日曜日
☎（22）6113

毎日がレンズ付価格でお買得‼低価格フレー
ムから格調高い金 18フレーム迄、お値打価格
でご提供。補聴器は毎日が 10％OFF‼お買上
げ後も点検、調整、クリーニング等無料で行っ
ております。

大月
（１丁目）

イトウ理
り び よ う し つ

美容室
住所：大月1-7-19 理美容業 9時00分～19時00分

定休日：要確認　☎（23）3535
心や気持ちをリラックスして頂けるよう丁寧な
施術を心がけております。

大月
（１丁目）

縁
えにし

～ enishi ～
住所：大月1-11-19-B1 飲食店、メニュー全品 18時00分～24時00分

定休日：要確認　☎（23）1603
大月駅より徒歩２分。コロナ対策を行いながら
元気に営業しております！詳細は SNSに随時
UPしています。

大月
（１丁目）

大月市観光協会
住所：大月1-1-33

観光案内、物産、農産、みやげ
販売、野菜、加工品、工芸品

9時00分～17時00分
定休日：要確認　☎（22）2942

大月のいいこと、いいものをたくさんの人に
知ってもらう活動をしています。

大月
（１丁目）

かどや食堂
住所：大月1-5-21

定食を中心とした昼メニュー	
・デリバリーメニュー（かつ丼、
親子丼、チャーハン、焼肉丼、
天津飯）	

10時00分～15時00分
定休日：要確認　☎（22）3124	

いなりずし、のり巻（50年続く味）、かつ丼など
をデリバリー。夫婦2人で心を込めたメニューを
お届けします。

商品券 1 ｾｯﾄ　6,000 円　（500 円券× 12 枚つづり） を

　　　5,000 円で販売 （プレミアム分　1,000 円）

「がんばろう大月商い商品券」は、1 ｾｯﾄ 5,000 円で購入して、6,000
円分のお買い物ができるお得な商品券だよ。コロナ禍でがんばって商い
をしているお店をみんなで応援しよう。
商品券の販売は、商品券取扱店一覧をチェックしてね。

裏面記載の取扱店のみ有効

有効期限：令和２年１２月３１日

令和2年度 がんばろう大月商い商品券

見
本

■	問合　大月市役所　企画財政課　企画担当　☎ (23) ８０１１

販 売 価 格 	５，０００円（商品券５００円券×１２枚つづり）
商品券取扱店 	登録のある市内事業者（商品券取扱店一覧のとおり）

販売・利用方法
	商品券取扱店で購入してください。（各店舗限定１００セット）
	取扱店ごとに 1人 2セットまで購入できます。
	商品券は購入した店舗のみに利用できます。

発　売　日 	令和２年８月１日（土）　※売り切れ次第、終了となります
商品券の有効期間 	令和２年８月１日（土）～	令和２年１２月３１日（木）

商品券取扱店には、店頭などに登録証が貼ってあります。

※商品券取扱店の募集は、令和 2年 11月 30日まで、随時受付けをしています。

発行者	大月市

商品券取扱店 2020.07



大月
（１丁目）

カフェ＆ギャラリー・画材
亜徒里絵（アトリエ）
住所：大月1-6-5

飲食店
カフェ、ギャラリー、画材、コー
ヒー、カレーライス、ラーメン、
キャンバス、油絵具、額

11時30分～17時00分
定休日：要確認　☎（22）0346

ランチを中心に営業しています。ご予約により、
小人数の宴会等をご利用ください。画材、ガク
ブチ、裏打、表装など。※ご予約は 21時まで。

大月
（１丁目）

カメラのいとう
住所：大月1-19-3 写真業（撮影、販売） 9時00分～19時00分

定休日：要確認　☎（22）0332
★お元気な姿を最高の笑顔で残しませんか！遺
影撮影プラン★証明写真も美顔修正付です。
※詳しくはお電話でお問い合わせください。

大月
（１丁目）

きもの＆ブティック＆エステ　
しおざわ
住所：大月1-12-1

衣料品一般ときものとエステ 9時00分～19時00分
定休日：要確認　☎（22）0043 きものと小物はなんでもあります。

大月
（１丁目）

きんかん
住所：大月1-4-9 飲食店メニューといなり・太巻

9時00分～17時00分
（※売切れ次第、終了）
定休日：要確認　☎（22）3225

定食・どんぶり物・うどん・そば
（営業時間 11時 30分～ 14時）

大月
（１丁目）

靴
くつ

・バッグ　いしかわ
住所：大月1-12-19 靴・バッグ・衣料雑貨 9時30分～19時00分

定休日：日曜日　☎（22）0785
創業 80年” お客様を大切に” をモットーに商
品を吟味して品揃え。

大月
（１丁目）

広
こうめいどうやっきょく

明堂薬局
住所：大月1-11-23

処方箋、調剤
医薬品・化粧品販売

9時00分～19時00分
定休日：日・祝祭日　☎（22）0487

お薬のこと、お化粧のこと、何でもご相談くだ
さい。

大月
（１丁目）

小
こばやしせいかてん

林青果店
住所：大月1-7-18 青果小売 9時00分～18時00分

定休日：日曜日　☎（22）0034 山梨のぶどう、桃、柿（全国発送）

大月
（１丁目）

古
こみんかめんどころ

民家麺処　かつら
住所：大月1-2-7

らーめん、ギョーザ
おつけだんご

11時30分～14時30分
17時00分～21時00分
定休日：要確認　☎（22）1080

らーめんはもちろん、大月名物おつけだんごや
大月ギョーザはテレビや雑誌でも紹介されてい
ます。※土日祭日 11：30～ 21：00

大月
（１丁目）

S
さ う ん ど
OUND G

が れ ー じ
ARAGE

住所：大月1-5-10
飲食店
ソフトドリンク、アルコール

20時00分～23時00分
定休日：木曜日　☎（22）0331

ダーツのあるお店！！初心者大歓迎！！アット
ホームなお店です。お気軽に遊びにきてください。

大月
（１丁目）

シマダカナモノ・大月ロックセ
ンター
住所：大月1-13-29

農具・キッチン用品・カギ 9時00分～19時00分
定休日：日曜日　☎（22）0145

親切をモットーに、カギ、農具のご相談承りま
す。

大月
（１丁目）

庄
しょう

や　大月店
住所：大月1-3-3 飲食店 16時00分～23時30分

定休日：要確認　☎（22）4081
美味しい魚・お酒・食事が楽しめます。テイク
アウト好評！

大月
（１丁目）

ショップ　シオザワ
住所：大月1-12-1 洋装生地、毛糸、洋裁用小物 9時30分～18時00分

定休日：要確認　☎（23）0833 生糸、生地、洋服、手芸小物。

大月
（１丁目）

白
しらかわはなてん

川花店
住所：大月1-11-22 生花販売 9時00分～18時30分

定休日：要確認　☎（22）0934 季節ごとのお花を取りそろえております。

大月
（１丁目）

寝
し ん ぐ

具・インテリアおおつき堂
住所：大月1-12-20

小売業（寝具、インテリア、
ランジュ、アウター）

10時00分～19時00分
定休日：日曜日　☎（22）0593

品質にこだわり、良質な商品で快適な暮らしの
ご提案をしています。

大月
（１丁目）

スペース ラボ 市
いちむら

村
住所：大月1-21-15 貸衣裳、写真撮影	 10時00分～19時00分

定休日：水曜日　☎（23）0753
お客様の安心安全を第一に完全予約制にて営業
中です。

大月
（１丁目）

中華料理　八
はっせん

仙 
住所：大月1-11-18 中華料理 17時30分～22時30分

定休日：火曜日　☎（22）8538 リーズナブルな中華料理。

大月
（１丁目）

月
つき

カフェ
住所：大月1-3-20

飲食業
（コーヒー・ビーフシチュー等）

8時00分～21時30分
定休日：要確認　☎（23）2323

ケーキもサンドウィッチもハンバーグも抜群の
美味さ。※火曜日は 17：00まで

大月
（１丁目）

中
なかごみせいにくてん

込精肉店
住所：大月1-12-21 精肉・揚げ物 11時00分～19時30分

定休日：火曜日　☎（22）0754 電話での注文を受けます。

大月
（１丁目）

B
ば ー
ar ＆ C

か ふ ぇ
afe  L

り べ る た
IBERTA

住所：大月1-5-6　1F Bar　お酒
18時00分～24時00分
定休日：日曜日	
☎（080）5981-1919

お酒

大月
（１丁目）

濱
は ま の や

野屋
住所：大月1-3-3 飲食店 11時00分～22時00分

定休日：要確認　☎（22）1372
美味しいお料理をご用意してお待ちしておりま
す。

大月
（１丁目）

冨
ふ じ や

士屋
住所：大月1-14-26 化粧品・雑貨

9時30分～18時30分
定休日：日曜・祝祭日	
☎（22）0348

大月唯一のコーセー化粧品のお店です。

大月
（１丁目）

古
ふるさわやっきょく

沢薬 局
住所：大月1-6-11 医薬品、日用品 9時00分～18時00分

定休日：日・祝祭日　☎（23）0032 お薬相談。

大月
（１丁目）

みのた博
はくせきどう

石堂
住所：大月1-6-6 印鑑、印刷、提灯他 10時00分～18時00分

定休日：日、祝祭日　☎（22）0397 印鑑のスピード仕上。

大月
（１丁目）

森
も り や ず し

屋鮨
住所：大月1-9-2 寿司・ちらし

11時30分～14時00分
17時00分～20時00分
定休日：火曜日　☎（22）0948

まぐろ・お米のおいしい店です。

大月
（１丁目）

柳
やなぎやしょうてん

屋商 店
住所：大月1-13-25 ガソリンスタンド 8時00分～20時00分

定休日：日曜日　☎（22）0003

大月
（１丁目）

ヨネヤ
住所：大月1-11-21 メガネ・時計・補聴器 9時30分～19時00分

定休日：水曜日　☎（22）0429
メガネの専門家ならではの知識と技術で快適な
メガネづくりをしています。

大月
（１丁目）

レーヌ市
いちむら

村
住所：大月1-8-17 婦人洋品 10時00分～17時30分

定休日：日曜日　☎（23）1616 淑女のおしゃれなお店。

大月
（１丁目）

レディースパーク　アカシヤ 
住所：大月1-9-14 婦人洋品 10時00分～19時00分

定休日：要確認　☎（23）0579
流行にとらわれないチョットいいもの、オシャ
レなもの！！

大月
（２丁目）

お食事処　みやじま
住所：大月2-5-4

飲食店・カツ類、各種ラーメン、
中華料理、ハンバーグ、紙カツ、
春巻、ギョーザ	

11時30分～14時00分
17時30分～21時00分
定休日：水曜日・第3火曜日
☎（22）0285

サービスランチメニューあります。

大月
（２丁目）

寿司割烹　は
は せ が わ

せ川
住所：大月2-1-6 寿司・天ぷら・うなぎ 11時00分～20時00分

定休日：月曜日　☎（23）1544 新鮮なネタと地域に愛されて。
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地区名 商品券取扱店 業務内容及び主な取扱品目 営業時間・TEL PR
大月

（２丁目）
誠
せいじつどう

実堂
住所：大月2-12-29 文房具・雑貨販売	

9時00分～19時00分
（※土曜日は10時オープン）
定休日：日・祝祭日　☎（22）2775

	
お盆のお供にお線香はいかがですか。

大月
（２丁目）

セブン理
り よ う し つ

容室
住所：大月2-1-7 理容業 9時00分～19時00分

定休日：月曜日　☎（22）6886
お客様に合わせたカットで簡単にキマるスタイ
ルに！

大月
（２丁目）

そば処　大
や ま と

和
住所：大月2-6-24 飲食店、そば・うどん・丼物

11時00分～14時30分
17時00分～20時00分
定休日：木曜日　☎（23）1388

自家製麺。

大月
（２丁目）

建
たてべしょうてん

部商店・おむすびろまん
住所：大月2-18-5 酒、米、お弁当 9時00分～19時00分

定休日：日曜日　☎（22）0865 いただきます、からごちそうさままで。

大月
（２丁目）

中国料理　南
なんきん

京
住所：大月2-13-27 麺類、ご飯、一品料理 11時00分～20時00分

定休日：要確認　☎（22）0818 東京の味を大月で。

大月
（２丁目）

プレゾーン小
こ み や

宮
住所：大月2-5-1

ギフト、陶磁器
雑貨等の販売

10時00分～19時00分
定休日：日曜日　☎（23）0587 豊富な品揃えで、お待ちしております。

大月
（２丁目）

モンブロート
住所：大月2-1-5 パン製造、販売 8時00分～18時00分

定休日：日・祝祭日　☎（22）6143 食パンうまいよ！！

大月
（２丁目）

安
やすとめやっきょく

留薬 局
住所：大月2-12-34

処方せん受付・医薬品・化粧品・
ウェアの販売

9時00分～19時00分
定休日：日・祝祭日　☎（22）0049 健康づくりのお手伝い。

大月
（３丁目）

岩
いわさきせきゆ

崎石油
住所：大月3-1-60 ガソリンスタンド	 5時00分～19時30分

定休日：要確認　☎（23）1158
早朝から営業していますので、ぜひお越しくだ
さい。

大月
（３丁目）

エスコート山梨　トラベル
ショップオオツキ
住所：大月3-1-66

旅行代理店 9時00分～20時00分
定休日：日曜日　☎（22）8188 旅行の宿泊等の案内。

大月
（３丁目）

手打ちうどん　𠮷
よ し だ や

田屋
住所：大月3-1-15

飲食店
肉きんぴらうどん、納豆うど
ん

11時00分～14時00分
※売切れ次第、終了
定休日：要確認　☎（22）0071

丹念に打ち込んだ𠮷田屋伝統のうどんは確かな
歯ごたえと極めつきのコシ。お召し上がりくだ
さい。

御太刀
（１丁目）

居酒屋　桂
けいせん

川
住所：御太刀1-2-5 居酒屋

17時00分～21時00分
定休日：月曜日	☎（090）5758-
6037

唐揚げ、ラーメン。

御太刀
（１丁目）

長
お さ だ で ん き

田電気
住所：御太刀1-15-15 家電販売 9時00分～18時00分

定休日：要確認　☎（22）2727 家電販売等、電気工事も承っております。

御太刀
（１丁目）

小
おまたやっきょく

俣薬局
住所：御太刀1-3-5 医薬品等販売、保険調剤

9時00分～19時00分
（※土曜日は15時まで）
定休日：日・祝祭日　☎（22）0151

要相談で配達も致します。

御太刀
（１丁目）

キクヤ
住所：御太刀1-9-19

書籍、教科書、参考書
体育着の販売

10時30分～19時00分
定休日：日曜日　☎（22）0016 要相談で配達、配送いたします。

御太刀
（１丁目）

m
む す た ち お

ustaccio
住所：御太刀1-13-6

ピザ各種、ハンバーグ、パスタ、
グラタン

11時00分～22時00分
定休日：要確認　☎（23）4050

ピザ、ケーキ類など全て手作りで提供しており
ます。

御太刀
（１丁目）

メキシコ風居酒屋
tと ー もo‐mo． 
住所：御太刀1-2-23

飲食店 17時00分～24時30分
定休日：要確認　☎（23）2950

大月駅から徒歩 1分、美味しいタコスとお酒が
楽しめるお店です。飲み放題コース、女子会コー
スなどメキシコ料理を食べながらお酒も飲めて
1人 3,500 円です。

御太刀
（１丁目）

焼肉　一
い ち ろ

路
住所：御太刀1-2-23 焼肉など、飲食の提供 17時30分～23時00分

定休日：水曜日　☎（22）4459 創業 40年、食の安心・安全に努めてまいります。

御太刀
（１丁目）

山
やまぐちしょうじ

口商事
住所：御太刀1-15-9 防災備蓄用品、消防用品 9時00分～19時00分

定休日：要確認　☎（22）5088
家庭用防災備蓄品をこの機会に見直し、災害時
に慌てないよう備えましょう。

御太刀
（１丁目）

山
やまなし

梨スポーツ
住所：御太刀1-15-9 スポーツ用品全般、学生用品 9時00分～19時00分

定休日：要確認　☎（22）1818
自粛生活での運動不足解消に役立つグッズ販売
中。

御太刀
（１丁目）

山
やまなしりょこう

梨旅行センター
住所：御太刀1-9-13 旅行業

10時00分～20時00分
（※土・日曜日は、18時まで）
定休日：水曜日　☎（23）2455

お一人から団体まで安心の旅行をご案内致しま
す。

御太刀
（１丁目）

洋
ようひん

品のなかいち
住所：御太刀1-2-5

婦人服全般・ブラウス・カッ
トソー・ニット・ジャケット・
パンツ他

8時30分～19時00分
定休日：要確認　☎（23）1122 おしゃれと実用衣料、幅広い年齢層の品揃え。

御太刀
（１丁目）

立
りっしょうどういんさつ

正堂印刷
住所：御太刀1-8-14 印刷 9時00分～19時00分

定休日：要確認　☎（22）0118 印刷一般。

御太刀
（２丁目）

居酒屋　奴
やっこ

住所：御太刀2-8-2 飲食店、飲食の提供
11時 30分～ 13時 30分（ランチ）
17時00分～23時00分
定休日：日曜日　☎（23）0033

お手頃ランチ、家庭的な料理。
ランチは、月～金曜日の営業となります。　

御太刀
（２丁目）

クリーニング洗
せんもんてん

門店　ヨシムラ
住所：御太刀2-1-5 クリーニング 9時00分～19時00分

定休日：日・祝祭日　☎（22）3993 心をこめて洗います。

駒橋 W
う っ ど

OOD S
す と ー ぶ
TOVE O

お か べ
KABE

住所：駒橋3-1-13 薪ストーブ製造及び取付工事 8時00分～17時30分
定休日：要確認　☎（23）2399 手づくりで 1台 1台つくっています。

駒橋 大
おおつき

月ロハス村
むら

住所：駒橋3-3-13

ヨーガチケット 6,000 円分
（オンラインチケット：1回税
込 1,500 円× 4回分）、一万
坪のろはすの森を貸切りで行
う森林ヨーガ個人セラピー（1
回 7,100 円税入保険料込）

9時30分～18時00分
定休日：要確認　☎（23）1169

大月ロハス村では、個別レッスン以外はオンラ
イン化を推進しています。商品チケット利用で
1,000 円お得です。スタジオ対面でのリスクを
避け新時代を始めましょう。

駒橋 大
おおにししょうてん

西商 店
住所：駒橋3-7-8

小売店（米・酒・たばこ・一
般食品）

9時00分～19時30分
定休日：日曜日　☎（23）0024 取り扱い品　多数有。

駒橋 韓
かんようえん

陽苑
住所：駒橋3-3-20 焼肉店 17時00分～21時00分

定休日：水曜日　☎（23）3662 おいしいお肉です。ぜひお越しください。
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駒橋 クリーニング　ヒラヤマ
住所：駒橋 1-7-14 衣類全般 8時00分～18時00分

定休日：要確認　☎（22）2659

駒橋 コタカ電
で ん か

化
住所：駒橋2-2-8

家庭用家電製品
オール電化設備

10時00分～19時00分
定休日：日曜日　☎（22）3031 ”地域により添う”あなたのまちのでんきやさん。

駒橋 スギモト石
せ き ゆ

油
住所：駒橋1-7-22 ガソリンスタンド 6時30分～20時00分

定休日：無休　☎（22）1010 年中無休。

駒橋 吉
よしむら

村味
み

あ
そ

糀
こうじ

店
てん

住所：駒橋1-11-9 味噌・糀の製造販売 9時00分～19時00分
定休日：月曜日　☎（22）3838

国産大豆、無添加、手づくりにこだわった天然
醸造味噌、糀、糀甘酒などを製造販売しています。

猿橋 梅
うめざわびようしつ

沢美容室
住所：猿橋44

美容技術サービス業
美容商品各種販売

9時00分～18時00分
定休日：月曜日　☎（22）1510

似合うのはもちろん！！家でのやりやすさ！綺
麗！楽！をご提案していきます。

猿橋 梅
うめざわやっきょく

沢薬 局
住所：猿橋47 薬局、日用品、調剤 8時30分～18時45分

定休日：日・祝祭日　☎（23）1155
病院のお薬から日用品にご利用ください。
※土曜日は、17時 45分まで

猿橋 お土
み や げ

産　えんきょう
住所：猿橋69

市内の特産品（1駅1品商品）
や土産品などの販売。饅頭、煎餅、
ウコン製品、総菜、パン、ソフト
クリーム、かき氷（夏季）など

9時00分～17時00分
定休日：月曜日
	☎（090）7206-0253

饅頭（360円・500円）、惣菜（320円）、パン（100
円～）などが人気です。午前中に売り切れるこ
とが多いです。夏場はかき氷も人気です。

猿橋 カフェ　バル　バナノア
住所：桂台1-112-1　

飲食店（ピザ、ブリトー、
フライドチキン）	

12時00分～14時00分
17時00分～22時00分
（※土日は、21時まで）
定休日：月・木曜日　☎（88）9022

山小屋のような小さなお店です。山梨ワインや
カクテルも充実しています。※当面の間、夜間
は予約制です。

猿橋 酒
さけ

の大
お お の や

布屋
住所：猿橋184-7 酒類小売業、米 9時00分～20時00分

定休日：水曜日　☎（22）0507 山梨・全国の名酒。店内精米のお米。

猿橋 佐
さ の せ き ざ い て ん

野石材店
住所：殿上435-1

墓地工事・追加彫り
石材取り扱い　一切

8時00分～17時00分
定休日：要確認　☎（22）0242 ご希望に副った工事一切をいたします。

猿橋 食
しょくどういちまつ

堂一 松
住所：猿橋150 飲食店、ラーメン、定食等

11時30分～14時00分
17時00分～21時00分
定休日：要確認　☎（22）3451

街のめし処、和洋食彩、各種宴会、ファミリー
パーティにご利用ください。

猿橋 仙
せ ん だ い や

台屋
住所：猿橋543 飲食業

11時30分～13時30分（予約のみ）
17時30分～23時00分
定休日：年中無休　☎（22）3409

焼き鳥（自家製たれ）、その他メニューあり、
テイクアウト可。

猿橋 大
だ い こ く や

黒屋
住所：猿橋55 生蕎麦 11時00分～15時00分

定休日：平日　☎（22）1626 名勝猿橋前の老舗蕎麦屋。

猿橋 和
なごみ

住所：殿上303 飲食店
11時00分～14時00分
16時00分～20時00分
定休日：木・日曜日
☎（080）6773-7966

地元の野菜を使用した小鉢と家庭料理の店。

猿橋 深
ふかさわたたみてん

澤畳 店
住所：猿橋158 畳工事一式 8時00分～18時00分

定休日：日曜日　☎（56）7374 日本人なら「畳」でしょ。

猿橋 H
へ あ
air H

は う す
ouse H

は ぴ ね す
appiness

住所：桂台2-9-9 美容業
9時30分～20時00分
定休日：月曜日
	☎（090）2446-6406

最初から最後まで一人で接客いたします。アッ
トホームで個室みたいになっているので、お気
軽にどうぞ。ご予約をお待ちしています。

猿橋 村
む ら た と け い て ん

田時計店
住所：猿橋2　

時計・補聴器・メガネ
貴金属

8時00分～19時30分
定休日：日曜日　☎（22）0850

お越しになれない方はお電話一本頂ければお伺
い致します。

猿橋
W
わ い ん せ ら ー は せ べ

ineCellarHASEBE
長
は せ べ さ け て ん

谷部酒店
住所：猿橋200

ワインを中心とした酒類
米、他食品	

9時30分～20時00分
定休日：木曜、第3日曜日
☎（22）0548

1905 年創業。ワインアドバイザー全国選手権
大会において優勝を果たした店主が、お好みの
ワインをセレクトします。

七保 うどん屋　くらざき
住所：葛野894-1 飲食店

11時00分～14時00分
定休日：要確認	☎（090）2328-
7975

コシの強いうどんとこだわりのスープに種類豊
富なトッピング。

七保 野
やしゅう

州
住所：下和田722 生うどん、生そば、ほうとう 10時00分～17時00分

定休日：要確認　☎（23）0248 創業 1975年　生麺一筋。

富浜 酵
こ う ぼ

母パン屋　トゥルシー
住所：鳥沢2742-2 酵母パン、ジャム、ドリンク

11時45分～18時00分（金）
10時00分～16時30分（土）
定休日：金・土曜日以外
☎（68）8152

レーズン酵母と北海道産小麦を使い、卵不使用
のシンプルなパンを焼いています。週 2日の営
業ですが、ぜひお越しください。
※ 9/11 より営業

富浜 古
こ み ん か

民家～むらたや～
住所：鳥沢1905-2

観光業・宿泊施設・野草商品
販売・和装小物販売　他

9時00分～17時00分
定休日：来店要確認
☎（080）3011-4806

人気商品は大月市産デトックス野草茶・野草体
験教室です。

富浜 セブンイレブン大
おおつきとりさわてん

月鳥沢店
住所：鳥沢1871-1 コンビニエンスストア	 24時間営業

定休日：年中無休　☎（20）3020 24 時間受け付けております。

富浜 浜
はまだやしょくどう

田屋食堂
住所：鳥沢1959 飲食業 11時30分～19時00分

定休日：月曜日　☎（26）5358

『美味しく、安心、安全な食材を使い、女性目
線で笑顔でおもてなしを！！』季節ごとに自家
菜園の新鮮野菜を使い、美味しい料理を提供し
ています。

梁川 拓
た く ず し

寿司
住所：綱の上5-1 飲食店（寿司屋）

11時00分～22時00分
（※日・祝祭日は、20時30分まで）
定休日：水曜日　☎（26）2375

秋田料理。

梁川 民宿　やまみち
住所：塩瀬1224 宿泊業 7時00分～21時00分

定休日：要確認　☎（26）2011
四季を通して美しい自然とあたたかな人情に出
会える山里の宿。
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