
甲府市

店舗名 住所
山梨県立科学館 甲府市愛宕町
vision PLUS 甲府市伊勢1丁目
ジョナサン 甲府伊勢店 甲府市伊勢1丁目
ＫＩＲＩＹＡＭＡ 甲府市伊勢2丁目
隠れ家ダイニング Cu-Suke 甲府市後屋町
湯村自動車学校 甲府市塩部2丁目
ドコモショップ 甲府西店 甲府市塩部2丁目
Honda Cars 山梨　　緑が丘店 甲府市塩部3丁目
ヤマザキデイリーストアー 武田通り店 甲府市屋形2丁目
ソフトバンク甲府西 甲府市下飯田3丁目
ワイモバイル 甲府西 甲府市下飯田3丁目
フォネットNEXT甲府昭和 甲府市下石田2丁目
ワイモバイル甲府昭和 甲府市下石田2丁目
La  collection 甲府市丸の内1丁目
モスバーガー 甲府駅前店 甲府市丸の内1丁目
ヨガスタジオ　リコ 甲府市丸の内1丁目
ディアナ 甲府市丸の内1丁目
ローソン 甲府駅前通店 甲府市丸の内1丁目
HOTELたちばな 甲府市丸の内1丁目
アミューズメントスタジオプリモ　ココリ　2F 甲府市丸の内1丁目
山梨交通(株) 甲府市丸の内1丁目
うまいもん処えがお屋 甲府駅前店 甲府市丸の内2丁目
ドコモショップ 甲府中央店 甲府市丸の内2丁目
santafe -SHOES SHOP- 甲府市丸の内2丁目
ジョナサン 甲府駅南店 甲府市丸の内2丁目
マルネン株式会社　セルフ大里SS 甲府市古上条町
Pied nu 甲府市古府中町
カムイ オート甲府店 甲府市向町
天下一品　甲府向町店 甲府市向町
ヘアービート パンプアップ 甲府市荒川1丁目

※2019年7月現在の情報となります。ご希望により掲載していない店舗もございます。
　掲載していない店舗も含め約600店舗に設置しております。

設置店情報

フリーマガジンチュスマは山梨県全域と長野県諏訪地域で毎号50,000部を無料配布中



自然食品 有機村 甲府市貢川1丁目
クリスタル・ミュージアム 甲府市貢川1丁目
花菓亭 美術館通り店 甲府市貢川1丁目
アートアーカイブス 甲府市貢川1丁目
TREE 甲府市貢川本町
native surf 甲府市貢川本町
有限会社朗月堂書店 甲府市貢川本町
日本海庄や 甲府上石田店 甲府市高畑1丁目
モスバーガー 甲府高畑店 甲府市高畑1丁目
かさい料理教室 甲府市高畑1丁目
ステーキガスト 甲府高畑 甲府市高畑1丁目
美容室 メッツ 国玉店 甲府市国玉町
八兵衛 甲府市国母3丁目
Honda Cars 山梨　　甲府店 甲府市国母6丁目
綾乃 甲府昭和店 甲府市国母7丁目
花やの前の美容室  国母店 甲府市国母7丁目
東京インテリア家具 甲府店 甲府市国母7丁目
エイトカフェ　国母店 甲府市国母7丁目
タイヤ館 昭和 甲府市国母8丁目
二木ゴルフ甲府店 甲府市国母8丁目
Honda Cars 山梨　　国母バイパス店 甲府市国母8丁目
ビューティー マルコポーロ 甲府市七沢町
ligne roset kofu 甲府市寿町
コラニー文化ホール 甲府市寿町
ガスト 甲府酒折 甲府市酒折1丁目
カイロセラピー ノア 甲府市住吉3丁目
バーミヤン 甲府住吉 甲府市住吉4丁目
ステーキガスト 甲府住吉 甲府市住吉4丁目
プジョー甲府 甲府市住吉4丁目
中国家庭料理 桃 甲府市住吉5丁目
ATRIUM EAST 甲府市住吉5丁目
夢庵 甲府住吉 甲府市住吉5丁目
よむよむ増坪店 甲府市住吉本町
氷華 甲府市小瀬町
花やの前の美容室 山梨本店 甲府市上阿原
ベーカリーカフェ hana panda 甲府市上阿原町
ガスト 甲府上今井 甲府市上今井町
らーめん がんちゃ 甲府市上今井町
ビッグエコー　甲府南店 甲府市上今井町
甲斐日産自動車(株) 本社ショールーム 甲府市上今井町
Iris Golf Club(アイリスゴルフクラブ) 甲府市上小河原町
牛角 甲府店 甲府市上石田3丁目
ジョナサン 甲府上石田店 甲府市上石田4丁目
バーミヤン 甲府下飯田 甲府市下飯田3丁目
美容室 エフズ 甲府市青沼1丁目
桔梗屋東治郎 青沼店 甲府市青沼1丁目
シンドバット 甲府市青葉町
美容室 Rジュノン 湯村SC 甲府市千塚1丁目
北海屋 甲府市大里町
ブルーアース 甲府 甲府市大里町
天真堂書店 甲府市大里町
セブンイレブン 甲府国母工業団地 甲府市大里町



レストランバー SAIKI 甲府市中央1丁目
ギョクホー堂眼鏡店 甲府本店 甲府市中央1丁目
ドーミーイン甲府 甲府市中央1丁目
グルメ横町 甲府市中央1丁目
文化のるつぼ  Hechima 甲府市中央2丁目
auショップ甲府 甲府市中小河原町
サウサリート 甲府市朝気2丁目
ドコモショップ 甲府バリオ店 甲府市朝気3丁目
ドゥ・カフェ 甲府市朝日1丁目
ガスト 甲府朝日 甲府市朝日4丁目
シダックス 甲府南西通りクラブ店 甲府市徳行2丁目
カラオケ本舗 まねきねこ甲府店 甲府市徳行2丁目
ラーメン 蘇洲 甲府市徳行3丁目
アネックスクッキングルーム 甲府市徳行3丁目
RHYTHM(リズム) 甲府市飯田4丁目
laughter cafe 甲府市富士見1丁目
SMILE ♡1 甲府市富竹1丁目
焼肉ぼくり 本店 甲府市武田2丁目
ヤマザキデイリーストアー 甲府武田店 甲府市武田2丁目
セブンイレブン　甲府武田 甲府市武田３丁目
CHARME SP 甲府市北口２丁目
カレーハウスじゃがいも 大里店 甲府市堀之内町
ナリスビューティスタジオ De I'm 甲府店 甲府市里吉3丁目
緑が丘料理学園 甲府市緑が丘1丁目
ジョナサン 甲府湯村店 甲府市湯村1丁目
おかめ麹 甲府市若松町
モスバーガー 和戸店 甲府市和戸町
中沢薬局 和戸店 甲府市和戸町
桔梗屋東治郎 和戸店 甲府市和戸町
Honda Cars 山梨　　和戸店 甲府市和戸町
セブンイレブン　甲府和戸店 甲府市和戸町
デニーズ　甲府東店 甲府市和戸町

中巨摩郡・中央市・甲斐市

店舗名 住所
モスバーガー 甲府昭和通り店 中巨摩郡昭和町河西
コート・ダジュール 田富RC店 中巨摩郡昭和町河西
TSUTAYA 昭和通り店 中巨摩郡昭和町河西
デニーズ甲府昭和通り店 中巨摩郡昭和町河西
格安スマホのフォネット 中巨摩郡昭和町河東中島
デイリーヤマザキ 昭和上河東店 中巨摩郡昭和町上河東
ローソン　昭和常永 中巨摩郡昭和町上河東
リ・バース 甲府店 中巨摩郡昭和町清水新居
ASUKAパソコンスクール 中巨摩郡昭和町清水新居
ブルーアース スポーツSPA店 中巨摩郡昭和町清水新居
京屋台味ラーメン みやこいち 中巨摩郡昭和町清水新居
カラオケハウスメロディ 昭和店 中巨摩郡昭和町西条
ローソン 昭和西条店 中巨摩郡昭和町西条
美容室 クレア 中巨摩郡昭和町西条
美容室 SOUPLE 中巨摩郡昭和町西条
フランス菓子の店 巴里 中巨摩郡昭和町西条



お好み厨房 エリア 中巨摩郡昭和町西条
ホテル昭和 中巨摩郡昭和町西条
ドコモショップ 甲府昭和店 中巨摩郡昭和町西条
セブンイレブン 昭和NTT前店 中巨摩郡昭和町西条
ローソン　昭和西条梅ノ木 中巨摩郡昭和町西条
セブンイレブン　昭和西条 中巨摩郡昭和町西条
セブンイレブン　昭和西条南店 中巨摩郡昭和町西条
INKPOT 昭和店 中巨摩郡昭和町西条
イトーヨーカド－　甲府昭和店 中巨摩郡昭和町西条
ソフトバンク甲府昭和 中巨摩郡昭和町西条
UME-SHU DINING Cu-Suke 中巨摩郡昭和町西条
イタリアン酒場　Cu-ske 中巨摩郡昭和町西条
lè　jade 中巨摩郡昭和町西条
ローソン　釜無工業団地北 中巨摩郡昭和町築地新居
ヘアーハウスOGAWA 中巨摩郡昭和町飯喰
とんかつ直治朗 中巨摩郡昭和町飯喰
セブンイレブン　昭和町飯喰店 中巨摩郡昭和町飯喰
auショップイオンモール甲府昭和 中巨摩郡昭和町飯喰
ソフトバンクイオンモール甲府昭和 中巨摩郡昭和町飯喰
ローソン　昭和飯喰 中巨摩郡昭和町飯喰
いーなとうぶ昭和 中巨摩郡昭和町飯喰
李音 中央市井之口
デイリーヤマザキ 甲斐玉穂南店 中央市一町畑
桔梗屋東治郎イオンタウン山梨中央店 中央市下河東
ヤマダ電機テックランド山梨中央店 中央市下河東
ツルハドラッグ 玉穂店（イオンタウン山梨中央内） 中央市下河東
戸田書店　山梨中央店 中央市下河東
竹林堂 昭和バイパス店 中央市山之神
サーティーワンアイスクリーム 甲府リバーシティ店 中央市山之神
スマイルⅡ 中央市山之神
豊観光プラスモバイル 中央市山之神
シャトレーゼ リバーサイド田富店 中央市山之神
BOOK OFF ＰＬＵＳ 中央市山之神
うまいもん処えがお屋 玉穂店 中央市若宮
セブンイレブン　山梨大学医学部前 中央市若宮
セブンイレブン　　玉穂若宮北店 中央市若宮
イツモア　玉穂店 中央市若宮
美容室 髪ひこーき 中央市上三條
ガスト 山梨田富町 中央市西花輪
美容室 FEEL 中央市西花輪
セブンイレブン　中央市豊富 中央市浅利
バーミヤン 山梨豊富 中央市浅利
ローソン 国母工業団地南店 中央市中楯
セブンイレブン　小井川駅入り口 中央市布施
ダイトースターレーン 甲斐市下今井
(有)ふたば響が丘温泉 湯めみの丘 甲斐市下今井
うまいもん処えがお屋 竜王店 甲斐市玉川
フィッツスポーツクラブ竜王 甲斐市玉川
桔梗屋東治郎　ラザウォーク店 甲斐市志田字柿木
ラザウォーク甲斐双葉 甲斐市志田字柿木
auショップラザウォーク双葉 甲斐市志田字柿木
ソフトバンクラザウォーク甲斐双葉 甲斐市志田字柿木



ワイモバイルラザウォーク甲斐双葉 甲斐市志田字柿木
ルパン 甲斐市篠原
The Cafe L.D.K 甲斐市篠原
HAIR DESIGN MYA Ryuo 甲斐市西八幡
HAIR PRODUCE Acoeur 甲斐市西八幡
やじま歯科医院 甲斐市西八幡
万代書店山梨本店 甲斐市西八幡
フォネットＮＥＸＴ甲斐竜王 甲斐市西八幡
ソフトバンクアルプス通り 甲斐市西八幡
ヘアーメイク 髪工芸 甲斐市大下条
ブルーアース 敷島 甲斐市大下条
HOME KITCHEN ブレーメン 甲斐市大下条
ローソン　甲斐大垈 甲斐市大垈
Salut HAIR 甲斐市中下条
カラオケハウスメロディ 敷島店 甲斐市中下条
デイリーヤマザキ 敷島山の手通り店 甲斐市中下条
つぼ八 敷島店 甲斐市中下条
モスバーガー 敷島山の手通り店 甲斐市中下条
セブンイレブン　甲斐中下条 甲斐市中下条
よむよむ新敷島店 甲斐市中下条
夢庵 敷島 甲斐市中下条
HAIR DESIGN MYA Mix 甲斐市長塚
加牟那 甲斐市長塚
まったりDINING Cu-Suke 甲斐市長塚
CHARME RS 甲斐市島上条
Caboulot カブーロ 甲斐市島上条
ガスト 山梨敷島 甲斐市島上条
タイヤ館 竜王 甲斐市富竹新田
Cher.son.coeur&コスメティックスはなかた 甲斐市富竹新田
とりあえず吾平 甲府竜王店 甲斐市富竹新田
リブマックスリゾート甲府 甲斐市富竹新田
セブンイレブン　甲斐富竹新田 甲斐市富竹新田
ガスト 竜王 甲斐市富竹新田
夢庵 甲府西 甲斐市富竹新田
ステーキガスト 竜王店 甲斐市富竹新田
to-ho Hairs 甲斐市万才
セブンイレブン　山梨信玄橋店 甲斐市竜王
Honda Cars 山梨　　竜王店 甲斐市竜王
REALSIGN 甲斐市竜王
ローソン　甲斐竜王バイパス 甲斐市竜王
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
食彩 ぐう 甲斐市竜地
炭火食彩 火焔 甲斐市竜地
カルム 甲斐市竜地
牛角 響が丘店 甲斐市竜地
グラッチェガーデンズ 双葉響が丘 甲斐市竜地

南アルプス市

店舗名 住所
グラッチェガーデンズ 山梨南アルプス 南アルプス市在家塚
アルプスコスモボウル 南アルプス市小笠原



ブルーアース 櫛形 南アルプス市小笠原
櫛形図書館 南アルプス市小笠原
花菓亭 櫛形店 南アルプス市小笠原
スーパーセンタートライアル 南アルプス市小笠原
バーミヤン 山梨櫛形 南アルプス市小笠原
喜多方ラーメン 蔵 南アルプス市上今諏訪
ジョナサン 山梨開国橋店 南アルプス市上今諏訪
ギフトプラザ ML 南アルプス市西南湖
夢庵 山梨甲西 南アルプス市西南湖
セブンイレブン　白根町西野 南アルプス市西野
ブックジョイ 南アルプス店 南アルプス市東南湖
ブルーアース 甲西 南アルプス市東南湖
ローソン　南アルプス三郡 南アルプス市東南湖
愛犬ハウス　タカノ 南アルプス市東南湖
フォネットNEXT南アルプス 南アルプス市桃園
空我 南アルプス市藤田
Honda Cars 山梨　　浅原店 南アルプス市藤田
HAIR REALIZE-SAKUMA- 南アルプス市飯野
海鮮厨房 とな吉 南アルプス市百々
デイリーヤマザキ 御勅使工業団地店 南アルプス市六科
おべんとうの杜 南アルプス市六科
ガスト 山梨白根 南アルプス市飯野

韮崎市・北杜市

店舗名 住所
Honda Cars 山梨　　韮崎南店 韮崎市栄
ガスト 韮崎 韮崎市栄
モスバーガー 韮崎東店 韮崎市若宮
セブンイレブン　韮崎東 韮崎市若宮
有限会社リフォームプロ韮崎店（スーパーデポ韮崎内） 韮崎市若宮
ノジマ韮崎店 韮崎市若宮
ヘアサロン チノ 韮崎市中央町
うまいもん処えがお屋 韮崎店 韮崎市中田町小田川
セブンイレブン　韮崎中田 韮崎市中田町中條
ゆ～ぷる韮崎 韮崎市中田町中條
石窯パンド・ドウ 韮崎市藤井町駒井
カラオケ本舗 まねきねこ韮崎店 韮崎市藤井町駒木
桔梗屋東治郎 韮崎店 韮崎市藤井町南下条
ソフトバンク韮崎 韮崎市藤井町南下條
Honda Cars 山梨　　韮崎北店 韮崎市藤井町北下條
イタリアン酒場　Cu-ske 韮崎市富士見
バーミヤン 韮崎 韮崎市富士見
和菓子 うさぎや 韮崎市本町
焼肉苑 韮崎市龍岡町下條南割
ブックジョイ 韮崎竜岡店 韮崎市龍岡町下條南割
(有)サン商事 清里高原給油所 北杜市高根町清里
清里の森 管理センター 北杜市高根町清里
カントリーグリル・やまの時間 北杜市高根町清里
萌木の村 北杜市高根町清里
アクアリゾート清里 北杜市高根町清里
ブルーパブレストラン ロック 北杜市高根町清里



清泉寮 北杜市高根町清里
セブンイレブン長坂インター東店 北杜市高根町五町田
ウエマツ自然療養センター 北杜市高根町村山北割
道の駅 南きよさと 北杜市高根町長沢
ラーメン 一心 北杜市高根町箕輪
たかねの湯 北杜市高根町箕輪新町
コーヒーショップ Mag 北杜市小淵沢町
パスタ＆ピザガーデン マジョラム 北杜市小淵沢町
スパティオ体験工房 北杜市小淵沢町
但馬家 幸之助 北杜市小淵沢町
(有)えほん村 北杜市小淵沢町上笹尾
ヴィンテージゴルフ倶楽部 北杜市須玉町江草
なりたや 北杜市須玉町若神子
ラーメン蘇洲 須玉店 北杜市須玉町若神子
フレッシュクリーニングすずや 須玉店 北杜市須玉町若神子
デイリーヤマザキ 北杜須玉インター店 北杜市須玉町若神子
ローソン山梨須玉町店 北杜市須玉町若神子
ガスト 須玉インター 北杜市須玉町若神子
バーミヤン 須玉インター 北杜市須玉町若神子
八ヶ岳いずみ荘 北杜市大泉町西井出
くのパン 北杜市大泉町西井出
八ヶ岳シフォン工房　月のひるね 北杜市大泉町西井出
サニーサイドカフェ八ヶ岳 北杜市大泉町西井出
サンメドウズ清里スキー場／ハイランドパーク 北杜市大泉町西井出
甲斐大泉温泉 パノラマの湯 北杜市大泉町西井出
八ヶ岳ロイヤルホテル 北杜市大泉町西井出
まきばレストラン 北杜市大泉町西井出
泉温泉健康センター 北杜市大泉町谷戸
ドコモスポット 長坂店 北杜市長坂町長坂上条
デイリーヤマザキ北杜長坂店 北杜市長坂町長坂上条
ローソン山梨長坂町店 北杜市長坂町長坂上条
オートキャンプ牧場 チロル 北杜市武川町柳沢
ハイジの村　クララ館 北杜市明野町浅尾
ハイジの村 北杜市明野町浅尾

南巨摩郡・西八代郡

店舗名 住所
デイリーヤマザキ 富士川ライン店 南巨摩郡身延町下山
下部温泉会館 南巨摩郡身延町下部
古湯坊 源泉館 南巨摩郡身延町下部
道の駅しもべ 南巨摩郡身延町古関
甲斐黄金村湯之奥金山博物館 南巨摩郡身延町上之平
下部ホテル 南巨摩郡身延町上之平
身延町役場 下部支所 南巨摩郡身延町常葉
身延山ロープウェイ 南巨摩郡身延町身延字上の山
かみんぐ 南巨摩郡身延町西嶋
なかとみ 和紙の里 南巨摩郡身延町西嶋
味菜庵 南巨摩郡身延町西嶋
身延町役場 本庁 南巨摩郡身延町切石
みのぶ ゆばの里 南巨摩郡身延町相又
身延総合文化会館 南巨摩郡身延町波木井



身延町役場 身延支所 南巨摩郡身延町梅平
ドコモショップ 身延店 南巨摩郡身延町飯富
あすみ化粧品 南巨摩郡身延町飯富
道の駅とみざわ 南巨摩郡南部町福士
富士川町交流センター塩の華 南巨摩郡富士川町鰍沢
フレッシュクリーニングすずや 増穂店 南巨摩郡富士川町青柳町
カラオケハウスメロディ 増穂店 南巨摩郡富士川町青柳町
ガスト 山梨増穂 南巨摩郡富士川町青柳町
南アルプスプラザ　総合案内所 南巨摩郡早川町高住
みたまの湯 西八代郡市川三郷町大塚

笛吹市・山梨市・甲州市

店舗名 住所
株式会社いちやまマート　イッツモア一宮ショッピングセンター 笛吹市一宮町竹原田
株式会社桔梗屋 笛吹市一宮町坪井
ROSE FARM 笛吹市御坂町下黒駒
ヤマザキショップ 御坂有野店 笛吹市御坂町栗合
ホテル春日居 笛吹市春日居町小松
felice 笛吹市石和町駅前
THE CITY（イオン石和店） 笛吹市石和町駅前
桔梗屋東治郎 イオン石和店 笛吹市石和町駅前
モスバーガー 石和店 笛吹市石和町窪中島
INKPOT 石和店 笛吹市石和町窪中島
アピタ石和 笛吹市石和町窪中島
auショップ石和 笛吹市石和町窪中島
ガスト 石和駅前通 笛吹市石和町窪中島
牛角 石和店 笛吹市石和町広瀬
山梨マルスワイナリー 笛吹市石和町山崎
カラオケルームペルシャ館 石和店 笛吹市石和町四日市場
ブルーアース 石和 笛吹市石和町四日市場
焼肉ぼくり 石和店 笛吹市石和町四日市場
スパランド HOTEL NAITO 笛吹市石和町四日市場
ジョナサン 石和店 笛吹市石和町四日市場
藍屋 石和 笛吹市石和町四日市場
(有)葡萄の里 笛吹市石和町市部
モンデ酒造 笛吹市石和町市部
QUE PASA CAFFE 笛吹市石和町唐柏
夢庵 石和松本 笛吹市石和町松本
バーミヤン 甲斐一宮 笛吹市一宮町東原
ローソン 笛吹八代店 笛吹市八代町南
バーミヤン 山梨落合 山梨市落合
ハートギフト　マクレッタ 山梨市下石森
ブルーアース 山梨 山梨市鴨居寺
ヤマザキデイリーストアー 雁坂ライン店 山梨市牧丘町室伏
ドコモショップ 東山梨店 山梨市万力
ガスト 山梨万力 山梨市万力
フォネットNEXT甲州 甲州市塩山下於曽
お食事処 はやし 甲州市塩山小屋敷
天真堂書店　塩山店 甲州市塩山熊野
夢庵 塩山 甲州市塩山上塩後
町田製パン 甲州市塩山上於曽



一三堂書店 甲州市塩山上於曽
TSUTAYA 塩山店 甲州市塩山上於曽
ガスト 塩山 甲州市塩山西広門田
ローソン　甲州勝沼 甲州市勝沼町勝沼
デイリーヤマザキ　甲州勝沼店 甲州市勝沼町藤井
葡萄工房 ワイングラス館 甲州市勝沼町休息
パンテーブル 甲州市勝沼町休息
レストラン シャンモリ 甲州市勝沼町下岩崎

東部・富士五湖

店舗名 住所
ハイランドリゾート ホテル&スパ 富士吉田市新西原
タカオバーバー 富士吉田市旭
NITAKA 富士吉田市下吉田
auショップ 富士吉田 富士吉田市下吉田
モスバーガー 下吉田店 富士吉田市下吉田
シャトレーゼ　下吉田店 富士吉田市下吉田
セルフ24富士吉田店 富士吉田市松山
桔梗屋東治郎　富士吉田店 富士吉田市松山
ガスト 富士吉田松山 富士吉田市松山
ステーキガスト 富士吉田店 富士吉田市松山
吉田石油(株) 富士吉田市上吉田
スタジオDO 富士吉田市上吉田
サロンドモア 富士吉田市上吉田
カムイ 吉田スポーツ館 富士吉田市上吉田
富士山溶岩の湯 泉水 富士吉田市上吉田
モスバーガー 富士吉田店 富士吉田市上吉田
ローソン 富士吉田新屋店 富士吉田市上吉田
ドコモショップ 富士吉田店 富士吉田市上吉田
ノジマ 富士吉田店 富士吉田市上吉田
ガスト 富士吉田 富士吉田市上吉田
魚屋路 富士吉田 富士吉田市上吉田
(株)シチズン電子 富士吉田市上暮地
フジヨシダヤマイチSC 富士吉田市上暮地
道の駅 富士吉田 富士吉田市新屋
晴れときどきカフェ 富士吉田市新西原
デイリーヤマザキ 河口湖インター店 富士吉田市新西原
Gateway Fujiyama 富士急ハイランドバス停店 富士吉田市新西原
藍屋 富士吉田 富士吉田市新西原
ALT STYLE 富士吉田市中曽根
業務用スーパーTAC富士吉田店 富士吉田市中曽根
スマイルフィットネススタジオ 都留市夏狩
都留市温泉 和みの里 芭蕉月待ちの湯 都留市戸沢
T＆Chouette 都留市田原
ドコモショップ 都留店 都留市田原
炭火焼肉牛角都留店 都留市田原
桔梗屋東治郎 都留店 都留市田原
フォネット都留 都留市田原
ブックスステーション 都留市田野倉
昭和シェル石油 都留屋 都留SS 都留市田野倉
auショップ都留 都留市田野倉



ガスト 都留 都留市桂町
バーミヤン 都留 都留市桂町
夢庵 都留 都留市上谷4丁目
Cafe citron 南都留郡山中湖村山中
デニーズ 山中湖店 南都留郡山中湖村山中
山中湖花の都公園 フローラルドームふらら 南都留郡山中湖村山中
山中湖温泉 紅富士の湯 南都留郡山中湖村山中
ガスト 山中湖 南都留郡山中湖村山中
山中湖情報創造館 南都留郡山中湖村平野
リンガ・リンゴ 南都留郡山中湖村平野
クラフトの里 ダラスヴィレッジ 南都留郡山中湖村平野
燻製工房 古志路 南都留郡山中湖村平野
山中湖テディーベアワールドミュージアム 南都留郡山中湖村平野
セブンイレブン 山中湖旭ヶ丘店 南都留郡山中湖村平野
ドレミファクラブ 西桂店 南都留郡西桂町小沼
ローソン 三ツ峠駅前店 南都留郡西桂町小沼
渡辺うどん 南都留郡忍野村内野
Gladly 南都留郡忍野村忍草
レストラン いねや 南都留郡忍野村忍草
河口湖猿まわし劇場 南都留郡富士河口湖町河口
河口湖オルゴールの森 南都留郡富士河口湖町河口
富士ビューホテル 南都留郡富士河口湖町勝山
ほっともっと 河口湖店 南都留郡富士河口湖町小立
モスバーガー　フォレストモール富士河口湖内 南都留郡富士河口湖町小立
ラ・ヴェルデュール木村屋 南都留郡富士河口湖町船津
miu's cafe 南都留郡富士河口湖町船津
牛角 河口湖店 南都留郡富士河口湖町船津
富士河口湖観光総合案内所 南都留郡富士河口湖町船津
カフェプラド 南都留郡富士河口湖町船津
HEIDＩ’S　ＧＡＲＤＥＮ 南都留郡富士河口湖町船津
モスバーガー ベル河口湖店 南都留郡富士河口湖町船津
セブンイレブン　河口湖船津登山道 南都留郡富士河口湖町船津
フォネットNEXT富士河口湖 南都留郡富士河口湖町船津
ガスト 河口湖 南都留郡富士河口湖町船津
バーミヤン 河口湖 南都留郡富士河口湖町船津
バーミヤン 富士急ハイランド駅前 南都留郡富士河口湖町船津
山梨県立富士ビジターセンター 南都留郡富士河口湖町船津
ワンダーランド 南都留郡富士河口湖町大石
河口湖自然生活館 南都留郡富士河口湖町大石
ガスト 富士鳴沢 南都留郡鳴沢村鳴沢
ダイエー大月店 大月市御太刀
セブンイレブン　大月御太刀1丁目 大月市御太刀
桔梗屋東治郎　大月店 大月市大月
藍屋 大月 大月市大月町花咲
ガスト 大月 大月市大月町花咲
桔梗屋東治郎 上野原店 上野原市上野原仲新町

長野県

店舗名 住所
ソフトバンク安曇野 長野県安曇野市穂高
笠原書店 岡谷本店 長野県岡谷市塚間町



セブンイレブン 岡谷湊5丁目店 長野県岡谷市湊
メリーパーク 長野県茅野市宮川
ファミリードラッグ諏訪ステーションパーク店 長野県茅野市中沖
ソフトバンク松本村井 長野県松本市村井町南
セブンイレブン 下諏訪湖岸通り店 長野県諏訪郡下諏訪町南高木
カフェ＆プランツ ミントガーデン 長野県諏訪郡原村
もみの湯 長野県諏訪郡原村
八ヶ岳小さな絵本美術館 長野県諏訪郡原村原山
樅の木荘 長野県諏訪郡原村原山
セブンイレブン 信州原村店 長野県諏訪郡原村室内
レストラン ペチカ 長野県諏訪郡原村中新田
ゆ～とろん 水神の湯 長野県諏訪郡富士見町富士見
ヤマザキＹショップ タナカ 長野県諏訪郡富士見町落合
JAファーム ふじみ 長野県諏訪郡富士見町落合
らーめんれすとらん 海 長野県諏訪市沖田町
珈琲屋OB 諏訪店 長野県諏訪市沖田町
セブンイレブン 諏訪赤沼店 長野県諏訪市四賀赤沼


