
“心”チケット（商品券）取扱店　

取扱店について  中央市商工会  ℡055-269-7555　“心”チケット事業について  中央市産業課  ℡055-274-8561お問い合わせ

中　小　店

大　型　店

（順不同 8月31日現在）

お刺身牛タンの店　若竹 山之神 2183-59
山本東栄堂 東花輪 12
おもちゃのイチノセ 西花輪 3508
居酒屋　チャコ 布施 2237-2
㈲さのやタクシー 東花輪 579
ラーメンめん丸昭和バイパス店 山之神 3334-1
丹沢生花店 西花輪 3637-1
山梨みらい農業協同組合忍経済センター 藤巻 2958-1
ヘアーサロン　たけうち 西花輪 1623-4
山梨みらい農業協同組合小井川経済センター 布施 3280
㈲㓛刀商店 西花輪 4328
くぬぎ商店 西花輪 4328
むつみ屋 東花輪 493
㈲ 石原洋蘭園 今福 2223
服部輪業 西花輪 35-3
魚桂 西花輪 4327
㈲ 總合電化小林リバーサイド店 山之神 1143-23
㈲ PCサポートエンドウ 西花輪 2262-4
福祉タクシー　コバヤシ 山之神 820-2
内藤薬局 西花輪 3504-1
中国福建料理　ニーハオ 山之神 3388-3
長田クリーニング 東花輪 497-1
㈱ ワイ・イー・エス 山之神流通団地 3-3-1
初花 布施 2300-2
銀のさら　釡寅 布施 2286-1
田富電化 西花輪 3426-1
㈱ イシザワ 山之神流通団地 2-7-6
中澤商店 布施 3532
おいで屋 西花輪 2724-1
手打ちそば美俊 山之神 1529-2
Rise 運転代行 東花輪 2093-D
クリーニング志村リバーサイド店 山之神 3624-7
クリーニング志村田富店 布施 2203
㈲ 伏見 山之神流通団地 2-7-2
セブンイレブン田富リバーサイド店 山之神 2954
石川表具店 臼井阿原 1328-10
DEPARTURE 山之神 3625-1
ヘアーサロン　リバー 山之神 1316-5
ビューティー　ジュン 大田和 24-2
寺岡工業 臼井阿原 529-4
鳥しん 山之神 1143-36
アトリーチェ　田富店 布施 21-2
農事組合法人　た・から 臼井阿原 102-1
麺や卯 西花輪 3544-1　レストタウン立川
サンドラッグ　田富リバーサイド店 山之神 3625-1
車検のコバック碓井自動車 山之神流通団地 3-2-1
プライベートカフェ美容室 西花輪 3430-26
珈琲とお酒のお店　fortune 西花輪 3544-1　レストタウン立川G
レストラン　メルヘン 山之神 2183-63
保坂米穀店 布施 3267-1
甚六 臼井阿原 793-2
やきとり十八番 布施 26-56
Pizza Bistro Peu a Peu 山之神 1888-7
小さな菓子工房　1R 臼井阿原 1577-72
㈱ フィール 東花輪 1269-6
アップル車検　田富店 山之神流通団地 3-2-2
㈲ 正文堂 甲府田富支店 東花輪 1947-1
リバーサイド整骨院・鍼灸院 山之神 1529-8
焼肉ぼくり　リバーサイド店 山之神 2738
せりざわ 西花輪 3486-1
トマト車検　田富店 西花輪 4599
東花輪サービスステーション 布施 2620
市民介護福祉タクシー 臼井阿原 795-1
㈱ フェニックスブラジル 布施 2457-1
CIH ㈱ 山之神流通団地 3-4-2
セブンイレブン山梨田富店 西花輪 93
橋戸衣料品店 西花輪 4191
網倉牛乳販売店 布施 1939
セブンイレブン中央市西花輪店 西花輪 2701-12
リハビリディルームのどか　いわま接骨院 西花輪 2714-1
リフォーム　アルプス 山之神 1529-6
ジュースのわたなべ 西花輪 218-1
ファミリーマート田富リバーサイド店 山之神 3623-4
㓛刀モータース 西花輪 2716-2
カジュアルレストラン 竹林亭 山之神 3370-2
パッケージプラザオオキ田富店 山之神流通団地 1-3-2
倉本畳店 布施 2457
もつ屋どんちゃん田富店 西花輪 3544-1 レストタウン立川 F号
㈲ 四川菜館 西花輪 3525-8
コットンハウス　ひまわり 西花輪 3714-3
中山自動車整備工場 布施 9
ファミリーマート田富布施店 布施 2327-1
LUANA．by　Higuchi 布施 2580-3
平野屋　田富店 布施 2356
㈱ アースフレンドカンパニー 東花輪 502-3

クスリのサンロード田富店 西花輪 4521-1
有泉堂 臼井阿原 948-1
イエローハット田富店 山之神 3624-1
印伝　高野 山之神 3610-12
はなわ食堂 西花輪 3692
ローソン浅原橋東店 西花輪 2725-6
いなか家 布施 2459
いったりきたり 布施 2051
HAIR＆MAKE　GLOSSY 西花輪 2717-2
セブンイレブン 中央市布施店 布施 1811
CUT　CUT　田富店 布施 2459　甲田貸店舗 1号
田富屋 山之神 2196-46
SAWA美容室 山之神 1114-9
酒彩　縁屋 布施 2459
焼肉　希夢知 布施 2300-9
㈱ 戸田酒販田富西花輪店 西花輪 4453
泰樹園 山之神 4-62
㈲ サクラ観光サービス 東花輪 1268-9
ファミリーマート田富東花輪店 東花輪 1783-1
RACY 山之神 1122-635 オギノリバーシティ 1F
竹林堂・不二家　昭和バイパス店 山之神 3349-7
セブンシューズ 布施 2650
居酒屋「歩」 山之神 3394
歓灯 布施 3393-3
㈲ 日進機材 布施 243-31
張替本舗　金沢屋 布施 2356-4
丹沢明商店 西花輪 1951-9
アトリエ　ウィークエンド 山之神 1627-28
らーめん次男坊 山之神 3623-13
㈲ カネヒロ 山之神 3614-2
ZOA　山梨中央店 布施 2351-1
ティアラ 山之神 1122 オギノリバーシティ
㈱ アカシヤ　ブラウス館 山之神 1122 オギノリバーシティ 1F
あさひ整体院 山之神 2099-1
㈲ 丸長商店 西花輪 3461
日の出屋文具店 布施 2589
㈱ 三枝豆店 山之神 1122
サーティーワンアイスクリーム甲府リバーシティ店 山之神 1122
㈱ 清川自動車 西花輪 256
旨麺処　むらまさ 布施 2356-4
ふじや手芸店 西花輪 3525-1
YOUCAN 山梨店 山之神 3632-8

〇田富地区

〇玉穂地区 〇豊富地区
珈琲茶屋 成島 1837-2
ヘアーサロンえんどう 上三條 246-1
紋次郎 若宮 29－5　E103
エムワン 極楽寺 1346
味厨庵 成島 1843-3
トラットリア　ロズマリーノ 若宮 29-5 T-EAST102
末広 西新居 1-83
割烹　四季 中楯 1536
㈲パン工房　李音 井之口 1092-4
K's Hair 井之口 893-1
旬菜食酒やきとりや　めもりぃ 西新居 91-10
ヘあーさろん　あおやぎ 一町畑 209-10
山都交通 ㈱  乙黒 73-2
パティスリーサンセリテ 若宮 44-9
ヘアーサロン　カサイ 下河東 234
コーエー ㈱  下三條 608
十割そば　きはち 中楯 1312-1
福音鮨 若宮 36-6
いちかわや 下河東 237
ル・ヴァン 成島 3508-13
美容室　ブーケ 若宮 13-2
タマホ自工 ㈱ 一町畑 381-2
清月　玉穂店 若宮 27-13
パティスリーフルール 若宮 5-2
Hair ALLURE ＋  中楯 1287-4
Bistro　Village　je・je 井之口 605-2
Movien Cave 若宮 30-4　3 号
れんが亭　 成島 1657-2
㈱ 杉野ホンダ販売 成島 1514-2
魚清寿司 中楯 1448-4
メゾン　ド　サトウ　ミラベル 井之口 51-1
PIZZA＆イタリアン食堂　Boston 若宮 46-4　ﾆｭｰﾗｲﾌﾋﾞﾙ1F101
戸田書店　山梨中央店 下河東 3053-1
コラージュ玉穂店 若宮 50-1
ヘアーステージ　ベレット 下河東 400
山梨みらい農業協同組合玉穂支店 成島 2410-2
㈱ 佐渡屋 若宮 46-6
みどり薬局　玉穂店 若宮 27-6
カワノ工務店 成島 1340-5
あすか歌謡ルーム 中楯 21-1
食事処　花祥 若宮 46-7
Oasis 若宮 24-9
パソコン教室こぴっと 下河東 3053-1
瀧澤ファイナンシャルプランナー事務所 乙黒 669-13

千寿庵 井之口 909-7
㈲河野貴金属製作所 成島 1742-3
渡辺自動車整備工場 成島 2419-1
さくら調剤薬局 若宮 27-2
青柳理容室 成島 2296-5
十仁サロン　ル・サージュ 若宮 29-3　T-WEST 101
ミヤタフォト 若宮 13-9
COSMETIC HOUSE こころん 若宮 50-1 イツモア玉穂店内
セブンイレブン　山梨大学医学部前店 若宮 14-1
湯殿館 若宮 33-1
セブンイレブン玉穂成島店 成島 1375-1
セブンイレブン玉穂若宮北店 若宮 42-4
セイビドー　イッツモア玉穂店 若宮 50-1
フクシマヤ薬局　玉穂店 成島 1695-1
French　Bulldog　 若宮 25-2　ネオシティー F　1F-2
ELSOL 若宮 30-8　ベルハイム 1F
山梨共栄石油（株）Dr.D　SALA 国母サービスステーション 中楯１丁目 71-1
食事処　ふじみ 井之口 130-1
幸楽苑　イオンタウン山梨中央店 下河東 3053-1
ビューティー　美林 下三條 827-2
㈲ 花輪タクシー 上三條 294-1
松村牛乳店 井之口 1118-1
Dear Dog 若宮 44-10
お食事処　串焼きかめや 若宮 29-1
CAROL 玉穂店 若宮 50-1 イッツモア玉穂店内
ツルハドラッグ山梨中央店 下河東 3053-1
山梨ヤクルト販売 ㈱ 中央市内 中楯 1053-1
ボディコンフォート 下河東 3053-1 イオンタウン山梨中央内
ローソン国母工業団地南 中楯字田通 3254
ローソン中央中楯 中楯 1284-1
飲食い処　輪っしょい 若宮 31-10　サニタウン 102
㈱ 戸田酒販玉穂店 若宮 30-6
レストラン　クロスカフェ　甲府店 下河東 1110　山梨大学医学部付属病院内
フイユ ( フラワープランニング玉穂店 ) 若宮 50-1 いちやまマート玉穂店内
クリーニング　ミスターホワイト 若宮 50-1
HARE/PAN 若宮 52-1　エリア T A 号 B号
唐揚げ専門　花道商店 若宮 29-3
伊藤米穀店 成島 1739-1
大戸屋 下河東 400
米倉助産院 若宮 39-1　サンパーク 608A-102
山梨調剤センター薬局 若宮 28-1　

石原青林堂 大鳥居 3806
とよとみタクシー 浅利 2990
早川屋商店 浅利 3023
シルクふれんどりぃ 大鳥居 1619-1
ラーメンめん丸豊富店 浅利 1642-1
えび寿司 木原 843-2
つるや呉服店 浅利 2989
総合衣料ヒムキヤ 大鳥居 3644-11
クリーニング志村豊富店 浅利 3581-1
㈱ スギタ建工 高部 204
㈲ 萩原石油とよとみ SS 浅利 940
セブンイレブン中央市豊富店 浅利 940
ローソン山梨豊富店 浅利 3579-1
マツモトキヨシ　豊富店 浅利 3581-1
日之出屋商店 大鳥居 3018
道の駅とよとみ 浅利 1010-1
甲府大勝軒 浅利 3583
水上時計眼鏡店 大鳥居 3804-7
エルフィットサカヤ 木原 614
森永牛乳豊富宅配センター 木原 614
evameva yamanashi　味 関原 885
日昇食堂 木原 698-1
㈲ キッチンサポート 浅利 1010-1
美容室キュール 浅利 3569-3
居酒屋　えびす 浅利 2950
Salon　de あちぃぶ 高部 327
蚕室カフェ　かみず 木原 236-1
バーミヤン　山梨豊富店 浅利 3555-1
笛吹農業協同組合　豊富支所 大鳥居 3781-1

DCMくろがねや田富店 山之神 3033-5
オギノ　田富店 西花輪 3461
ファッションセンターしまむら田富町店 西花輪 2698
トライアルマート　西花輪店 西花輪 4424-8
ザ・ビッグ山梨中央店 下河東 3053-1
㈱ いちやまマート玉穂店 若宮 50-1
大丸パークレーンズ 下河東 3053-1　ｲｵﾝﾀｳﾝ山梨中央
㈱ ヤマダデンキテックランド山梨中央店 下河東 3053-1
ｵｰﾄｽﾃｰｼｮﾝTATSUMI　（辰己ﾓｰﾀｰｽ） 浅利 3571-1
山梨スズキ販売㈱スズキアリーナとよとみ 浅利 1195
ブックオフプラス田富昭和通り店 山之神 3356-1
オギノリバーシティ店 山之神 1122


