
NO 地区 企業名 業種

1 大月 中華料理八仙 飲食

2 真木 いなだや 飲食

3 御太刀 ムスタチオ リストランテ イタリアーノ 飲食

4 御太刀 メキシコ風居酒屋 ＴＯ－ＭＯ 飲食

5 御太刀 焼肉一路 飲食

6 大月 はせ川 飲食

7 猿橋 仙台屋食堂 飲食

8 花咲 遊点心 飲食

9 笹子 アフロCafe 飲食

10 初狩 居酒屋大勝 飲食

11 富浜 浜田屋食堂 飲食

12 大月 カフェ＆ギャラリー　亜徒里絵 飲食

13 大月 そば・ほうとう　信玄 飲食

14 御太刀 味処かあちゃん 飲食

15 花咲 ジュリアス 飲食

16 大月 月カフェ 飲食

17 大月 お食事処みやじま 飲食

18 笹子 らーめん　銀次 飲食

19 大月 森屋鮨 飲食

20 大月 手打ちうどん吉田屋 飲食

21 大月 そば処大和 飲食

22 大月 古民家麺処かつら 飲食

23 御太刀 居酒屋いけがわ 飲食

24 御太刀 居酒屋桂川 飲食

25 大月 バー&カフェLIBERTA上條 飲食

26 七保 うどん屋　くらざき 飲食

27 大月 縁 ~enishi~ 飲食

28 御太刀 居酒屋奴 飲食

29 大月 濱野屋 飲食

30 賑岡 橋倉byTRIPS 飲食

31 真木 あきちゃん 飲食

32 花咲 お食事ひろさと 飲食

33 駒橋 韓陽苑 飲食

34 大月 中国料理南京 飲食

35 大月 きんかん 飲食

36 大月 かどや食堂 飲食

37 御太刀 うづき 飲食

38 梁川 やながわ亭 飲食

39 猿橋 居酒屋てっちゃん 飲食

40 大月 岩崎石油 ガソリンスタンド

41 真木 ENEOS東亜砿油 ガソリンスタンド

42 富浜 中央産業販売　キグナス鳥沢サービスステーション ガソリンスタンド

43 笹子 天野石油 ガソリンスタンド

44 猿橋 下の水石油大月給油所 ガソリンスタンド

45 駒橋 スギモト石油(株) ガソリンスタンド

46 花咲 中央産業販売セルフ24h大月インターSS ガソリンスタンド

47 初狩 キグナス初狩サービスステーション ガソリンスタンド

48 大月 ENEOS柳屋商店大月SS ガソリンスタンド

49 賑岡 柏屋油店 ガソリンスタンド

50 猿橋 長谷部酒店 小売

51 大月 おおつき堂 小売

52 猿橋 大布屋 小売

53 大月 誠実堂 小売

54 猿橋 ヤナイ・スポーツ 小売

55 大月 きもの＆ブティックしおざわ 小売

56 真木 白石ガラス工房 小売

57 花咲 おかし工房エイゲツ 小売
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58 真木 マサキトーヨー住器 小売

59 駒橋 吉村味噌麹店 小売

60 大月 栄月製菓 小売

61 真木 うつわ陶房 小売

62 猿橋 深澤畳店 小売

63 真木 OSS 小売

64 猿橋 農産物直売所小柳 小売

65 大月 画材・額縁アトリエだいき堂 小売

66 真木 魚とや七海 小売

67 猿橋 水越商店　ジュエラーズ MIZUKOSHI 小売

68 大月 いしかわ靴店 小売

69 御太刀 小俣薬局 小売

70 大月 広明堂薬局 小売

71 大月 おむすびろまん 小売

72 大月 （有）安留薬局 小売

73 御太刀 山梨スポーツ 小売

74 猿橋 梅沢薬局 小売

75 大月 建部商店 小売

76 御太刀 なかいち衣料品店 小売

77 大月 マイン、ドルフ 小売

78 大月 中込精肉店 小売

79 七保 小林商店 小売

80 富浜 BIKESHOPダイモン 小売

81 大月 月のうらがわ 小売

82 駒橋 ライフテクト　コタカ電化 小売

83 大月 みのた博石堂 小売

84 大月 大月市観光協会 小売

85 御太刀 キクヤ 小売

86 猿橋 HondaCars大月 小売

87 笹子 笹一酒造　酒遊館 小売

88 駒橋 吉村味噌糀店 小売

89 猿橋 猿橋農産物直売所はねぎ 小売

90 初狩 初狩富士薬局 小売

91 花咲 シーイーエス富士電気　大月 小売

92 賑岡 山羊さんの贈り物工房 小売

93 賑岡 カネデン 小売

94 真木 JustOne 小売

95 真木 渥美商店 小売

96 七保 富美屋商店 小売

97 猿橋 村田時計店 小売

98 御太刀 長田電気 小売

99 大月 白川花店 小売

100 大月 シマダカナモノ 小売

101 七保 七保直売所 小売

102 真木 天野七造商店 小売

103 大月 米屋時計店 小売

104 大月 レーヌ市村 小売

105 笹子 みどりや 小売

106 富浜 藤本新聞店 小売

107 大月 プレゾーン小宮 小売

108 大月 愛眼堂 小売

109 真木 サキ美容室 サービス

110 花咲 株式会社中央興産オートサービス サービス

111 真木 カットスタジオ・イセルフ サービス

112 猿橋 カーリフレクター　ヒロ サービス

113 猿橋 カットハウス クシマ サービス

114 梁川 相模川ゴルフガーデン サービス

115 御太刀 せんたくクラブ サービス

116 御太刀 土屋輪業 サービス

117 大月 エステティックサロン　セレーネ サービス

118 御太刀 ヘアースタジオモア サービス

119 御太刀 星野美容院 サービス



120 御太刀 コアサイドＯ・Ｔ・Ｃ サービス

121 梁川 ガレージY サービス

122 大月 理容おかざき サービス

123 真木 シミズピアノサービス サービス

124 富浜 フジヤマアドベンチャークラブ サービス

125 七保 奈良子釣りセンター サービス

126 真木 オオツキヨガ サービス

127 御太刀 宮川写真館 サービス

128 大月 TOMI美容室　大月店 サービス

129 御太刀 斉藤美容室 サービス

130 御太刀 斉藤理容室 サービス

131 猿橋 ガレージFJT サービス

132 御太刀 HAIR SALON HALE サービス

133 花咲 ヘアサロンmou サービス

134 猿橋 Hair House Happiness サービス

135 富浜 アイディール・ムーン旅行企画　古民家むらたや サービス

136 大月 イトウ理美容室 サービス

137 七保 ナナ美容室 サービス

138 笹子 ヘアーサロンハットリ サービス

139 梁川 ラフティングwinds サービス

140 七保 メタルカーズイシイ サービス

141 大月 コウハク 美容室 サービス

142 大月 スペースラボ市村 サービス

143 七保 カーリレイションZERO サービス

144 猿橋 クリーニングベル本店 サービス

145 七保 クリーニングベル東店 サービス

146 真木 美容室タケダヤ サービス

147 御太刀 クリーニング洗門店ヨシムラ サービス

148 大月 カメラのいとう サービス

149 花咲 清水商事サービス工場 サービス

150 駒橋 大月ロハス村　雲水舎 宿泊

151 梁川 民宿やまみち 宿泊

152 真木 金の森山荘 宿泊

153 御太刀 東横INN富士山大月駅 宿泊


