
令和４年１１月１日（火）

　～令和５年２月２８日（火）

利用期間

中小店大型店

１セットの内容　

　１冊１万円分　共通券 1,000 円券×３枚

　　　　　　　　　　 中小店専用券 500 円券× 14 枚

　１冊５千円分　中小店専用券 (18 歳以下用 )500 円券× 10 枚

利用できる店舗

　下記のぼり旗やポスターが目印です。

　共通券　大型店 ・ 中小店両方で利用可能

　中小店専用券 （18 歳以下用含む）　中小店のみ利用可能

　※裏面に取扱店舗の一覧があります。 合わせてご確認ください。

共通券
3,000 円分

見　本

中小店専用券
7,000 円分

見　本

中小店専用券（18 歳以下用）
5,000 円分

見　本

“心” あるまちへ！活性化キャンペーン第４弾！

地域活性化商品券
シンチケ

問合せ先　中央市役所　産業課　商工観光担当　☎ 274-8561



小売業
田 網倉牛乳販売店 布施 1939

ｲｴﾛｰﾊｯﾄ 田富店 山之神 3624-1

いったりきたり 布施 2051

印伝 高野 山之神 3610-12

魚桂 西花輪 4327

おもちゃのｲﾁﾉｾ 西花輪 3508

有限会社ｶﾈﾋﾛ 山之神 3614-2

株式会社三枝豆店 山之神 1122

株式会社ｲｼｻﾞﾜ 山之神流通団地 2-7-6

株式会社ﾌｨｰﾙ 東花輪 1269-6

株式会社ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾞﾗｼﾞﾙ 布施 2457 番地 1

株式会社ﾜｲ ･ ｲｰ ･ ｴｽ 山之神流通団地 3-3-1

木楽舎つみ木研究所 大田和 1965-19

ｸｽﾘのｻﾝﾛｰﾄﾞ田富店 西花輪 4521-1

くぬぎ商店 西花輪 4328

ｺｯﾄﾝﾊｳｽ ひまわり 西花輪 3714-3

ｻｰﾃｨｰﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ甲府ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 山之神 1122

ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ田富ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ店 山之神 3625-1

CIH ㈱ 山之神流通団地 3 丁目 4-2

ｼﾞｭｰｽのわたなべ 西花輪 218-1

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ山梨田富店 西花輪 93

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ田富ﾘｰﾊﾞｻｲﾄﾞ店 山之神 2954 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中央市西花輪店 西花輪 2701-12

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中央市布施店 布施 1811

ｾﾌﾞﾝｼｭｰｽﾞ 布施 2650

ZOA 山梨中央店 布施 2351-1

田富電化 西花輪 3426-1

多肉植物屋　草呂木 山之神 1304-20

丹沢明商店 西花輪 1951-9

丹沢生花店 西花輪 3637-1

小さな菓子工房 1R 臼井阿原 1577-72

竹林堂 ・ 不二家昭和バイパス店 山之神 3349-7

ﾃｨｱﾗ 山之神 1122 ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ

戸田酒販 田富西花輪店 西花輪 4453

農事組合法人 た ･ から 臼井阿原 102-1

橋戸衣料品店 西花輪 4191

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾗｻﾞｵｵｷ田富店 山之神流通団地 1-3-2

服部輪業 西花輪 35-3

はんこの遠藤印昭堂 布施 2774-4

東花輪ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 布施 2620

菱和園 ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 山之神 1122 番地 32

日の出屋文具店 布施 2589

平野屋田富店 布施 2356

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ田富東花輪店 東花輪 1783-1

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ田富布施店 布施 2327-1

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ田富ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ店 山之神 3623-4

ふじや手芸店 西花輪 3525-1

古着屋 Link 布施 2526-3

保坂米穀店 布施 3267-1

山梨みらい農業協同組合忍経済センター 藤巻 2958-1

山本東栄堂 東花輪 12

YOUCAN 山梨店 山之神 3632-8

有限会社　總合電化小林　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ店 山之神 1143-23

有限会社石原洋蘭園 今福 2223

㈲功刀商店 西花輪 4328

㈲ PC ｻﾎﾟｰﾄｴﾝﾄﾞｳ 西花輪 2262-4

有限会社 丸長商店 西花輪 3461

有泉堂 臼井阿原 948-1

RACY 山之神 1122 ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ 1F

ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｯｼｮﾝ I.T.O 山之神 1122 ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ 1F

ﾛｰｿﾝ浅原橋東店 西花輪 2725-6

玉 いちかわや 下河東 237

伊藤米穀店 成島 1739-1

ｴﾑﾜﾝ 極楽寺 1346

ELSOL 若宮 30-8 ﾍﾞﾙﾊｲﾑ 1F

株式会社佐渡屋 若宮 46-6

㈱戸田酒販 玉穂店 若宮 30-6

唐揚げ専門花道商店 若宮 29-3

CAROL 玉穂店 若宮 50-1

㈲峡中緑化 成島 2417-1

ｺｰｴｰ㈱ 下三条 608

COSMETIC HOUSE こころん 若宮 50-1 

ｺﾗｰｼﾞｭ玉穂店 若宮 50-1

清月玉穂店 若宮 27-13

ｾｲﾋﾞﾄﾞｰ ｲｯﾂﾓｱ玉穂店 若宮 50-1

ｾﾌﾞﾝ ‐ ｲﾚﾌﾞﾝ玉穂若宮北店 若宮 42-4

ｾﾌﾞﾝ ‐ ｲﾚﾌﾞﾝ山梨大学医学部前店 若宮 14-1

ｾﾌﾞﾝ ‐ ｲﾚﾌﾞﾝ玉穂成島店 成島 1375-1

ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ山梨中央店 下河東 3053 番地 1

DearDog 若宮 44-10

戸田書店山梨中央店 下河東 3053-1

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾌﾙｰﾙ 若宮 5-2

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｻﾝｾﾘﾃ 若宮 44-9

ﾌｲﾕ （ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ玉穂店） 若宮 50-1

ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟ　ぱるはぴ 若宮 29-11-E

ﾌｸｼﾏﾔ薬局 玉穂店 成島 1695-1

松村牛乳店 井之口 1118-1

焼き菓子専門店　KAEDE 若宮 52-1

山梨共栄石油 （株） Dr.D SARA国母ｻー ﾋ゙ｽｽﾃー ｼｮﾝ 中楯 1-71-1

山梨みらい農業協同組合玉穂経済ｾﾝﾀｰ 成島 2410-2

山梨ﾔｸﾙﾄ販売株式会社国母西ｾﾝﾀｰ 中楯 1053-1

ﾛｰｿﾝ国母工業団地南 中楯 3254

ﾛｰｿﾝ中央中楯 中楯 1284-1

豊 有泉米店 大鳥居 3810

石原青林堂 大鳥居 3806

ｴﾙﾌｨｯﾄｻｶﾔ 木原 614

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中央市豊富店 浅利 940

総合衣料ﾋﾑｷﾔ 大鳥居 3644-11

つるや呉服店 浅利 2989

早川屋商店 浅利 3023

日之出屋商店 大鳥居 3018

笛吹農業協同組合豊富支所 大鳥居 3781-1

ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ豊富店 浅利 3581-1

水上時計眼鏡店 大鳥居 3804-7

道の駅とよとみ 浅利 1010-1

森永牛乳豊富宅配ｾﾝﾀｰ 木原 614

有限会社萩原石油 とよとみ SS 浅利 940

ﾛｰｿﾝ山梨豊富店 浅利 3579-1

卸売業
田 中澤商店 布施 3532

有限会社日進機材 布施 243-31

豊 山土井商店 木原 1079-2

建設業 ・ 製造業
田 石川表具店 臼井阿原 1328-10

㈱ｱｰｽﾌﾚﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 東花輪 502-3

佐々木建築 藤巻 10-2

佐野工建㈱ 西花輪 4027-8

寺岡工業 臼井阿原 529-4

中込造園 臼井阿原 1306

ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ赤池 山之神 921-62

㈲ｶﾜｽﾐ 今福 2111-2

㈲杉山興業 山之神 2311-6

玉 株式会社秋山総建 西新居 11-16

株式会社深沢組 上三条 521

ｶﾜﾉ工務店 成島 1340-5

有限会社河野貴金属製作所 成島 1742-3

豊 ㈱ｽｷﾞﾀ建工 高部 204

株式会社ﾏﾙﾎ工業 浅利 2920

㈲笠井建設 大鳥居 3008-5

理容業 ・ 美容業
田 ｱﾄﾘｰﾁｪ田富店 布施 21-2

aru 布施 2237-2

CUT CUT 田富店 布施 2459 甲田貸店舗 1 号

SAWA 美容室 山之神 1114-9

Ceris 山之神 2038-11

美容室 Noel 臼井阿原 1709-54

FEEL 西花輪 3430-6

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｶﾌｪ美容室 西花輪 3430-26

ﾍｱｰｻﾛﾝ ･ ﾘﾊﾞｰ 山之神 1316-5

ﾍｱｰｻﾛﾝたけうち 西花輪 1623-4

Hair Shop Lien 西花輪 2728-5

Hair design LUCE io 西花輪 384

HAIR&MAKE GLOSSY 西花輪 2717-2

LUANA.by Higuchi 布施 2580-3

玉 青柳理容室 成島 2296-5

oasis 若宮 24-9

K´sHair 井之口 893-1

十仁ｻﾛﾝ ･ ﾙ ･ ｻｰｼﾞｭ 若宮 29-3T-WEST101

ﾋﾞｭｰﾃｨ美林 下三条 827-2

美容室 ﾌﾞｰｹ 若宮 13-2

Hair ALLURE + 中楯 1287-4

へあｰさろんあおやぎ 一町畑 209-10

ﾍｱｰｻﾛﾝえんどう 上三條 246-1

ﾍｱｰｻﾛﾝｶｻｲ 下河東 234

ﾍｱｰｽﾃｰｼﾞﾍﾞﾚｯﾄ 下河東 400

豊 Salon de あちぃぶ 高部 327

美容室ｷｭｰﾙ 浅利 3569-3

飲食業
田 ｱﾄﾘｴ ･ ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ 山之神 1627-28

居酒屋ﾁｬｺ 布施 2237-2

居酒屋歩 山之神 3394

いなか家 布施 2459

旨麺処 むらまさ 布施 2356-4

縁屋 布施 2459

おいで屋 西花輪 2724-1

小川や 西花輪 4482-5

お刺身牛タンの店　若竹 山之神 2183-59

ｶｼﾞｭｱﾙﾚｽﾄﾗﾝ竹林亭 山之神 3370-2

歓灯 布施 3393-3

銀のさら　釜寅 布施 2286-1

珈琲とお酒のお店 fortune 西花輪 3544-1 ﾚｽﾄﾀｳﾝ立川 G

甚六 臼井阿原 793-2

せりざわ 西花輪 3486-1

蕎麦遊膳 初花 布施 2300-2

中国福建料理ﾆｰﾊｵ 山之神 3388-3

手打ちそば美俊 山之神 1529-2

鳥しん 山之神 1143-36

はなわ食堂 西花輪 3692

Pizza Bistro Peu a Peu 山之神 1888-7

ほっともっと西花輪店 西花輪 4588-3

むつみ屋 東花輪 493

めん丸昭和ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 山之神 3334-1

麺や卯 西花輪 3544-1 ﾚｽﾄﾀｳﾝ立川

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

やきとり十八番 布施 26 ｰ 56

焼肉 希夢知 布施 2300-9

焼肉ぼくり ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ店 山之神 2738

㈲四川菜館 西花輪 3525-8

らｰめん次男坊 山之神 3623-13

ﾚｽﾄﾗﾝﾒﾙﾍﾝ 山之神 2183-63

和食屋　みつはし　酒処 山之神 2196-1

玉 Venite 若宮 13-13

魚清寿司 中楯 1448-4

大戸屋ｲｵﾝﾀｳﾝ山梨中央店 下河東 400

地域活性化商品券
「シンチケ」　取扱店舖一覧

・  取扱店舗については、中央市ホームページ（右記 QR コー
ド） でも紹介しています。

・  大型店は 50 音順、中小店は業種ごとに地区 （田富→田、
玉穂→玉、豊富→豊） に分け、50 音順で掲載しています。

・ 事業者名とともに住所も掲載しています。
・  10 月 21 日時点で登録されている事業者が掲載されて
います。

大型店
名前 住所

田 ｵｷﾞﾉ田富店 西花輪 3461

ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 山之神 1122

DCM 田富店 山之神 3033-5

ﾄﾗｲｱﾙﾏｰﾄ西花輪店 西花輪 4424-8

ﾆﾄﾘ 田富店 山之神流通団地 3033-5

ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら田富町店 西花輪 2698

ブックオフプラス田富昭和通り店 山之神 3356-1

玉 株式会社いちやまﾏｰﾄ玉穂店 若宮 50-1

ｻﾞ ･ ﾋﾞｯｸﾞ山梨中央店 下河東 3053-1

大丸ﾊﾟｰｸﾚｰﾝｽﾞ 下河東 3053-1

ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ山梨中央店 下河東 3053-1

豊 ｵｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ TATSUMI （辰巳ﾓｰﾀｰｽ） 浅利 3571-1

山梨ｽｽﾞｷ販売株式会社ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅとよとみ 浅利 1195

中小店

お食事処 串焼きかめや 若宮 29-1

割烹四季 中楯 1536

幸楽苑ｲｵﾝﾀｳﾝ山梨中央店 下河東 3053-1

珈琲茶屋 成島 1837-2

十割そば きはち 中楯 1312-1

旬菜食酒やきとりや めもりぃ 西新居 91-10

食事処花祥 若宮 46-7

食事処ふじみ 井之口 130-1

末広 西新居 1-83

千寿庵 井之口 909-7

ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾛｽﾞﾏﾘｰﾉ 若宮 29-5T-EAST102

飲み食い処 輪っしょい 若宮 31-10 ｻﾆﾀｳﾝ 102

Bistro village je-je 井之口 605-2

福音鮨 若宮 36-6

French Bulldog 若宮 25-2 ﾈｵｼﾃｨｰﾏﾝｼｮﾝ F 1F-2

街の洋風食房　れんが亭 成島 1657-2

味厨庵 成島 1843-3

Movien Cave 若宮 30-4 3 号

ﾒｿﾞﾝ ･ ﾄﾞ ･ ｻﾄｳ ﾐﾗﾍﾞﾙ 井之口 51-1

紋次郎 若宮 29-5 E103

㈲ﾊﾟﾝ工房 李音 井之口 1092-4

ﾙ ･ ｳﾞｧﾝ 成島 3508-13

豊 居酒屋えびす 浅利 2950

evameva yamanashi 味 関原 885

えび寿司 木原 843-2

蚕室ｶﾌｪ かみず 木原 236-1

日昇食堂 木原 698-1

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ 山梨豊富店 浅利 3555-1

ふるさとｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝｼﾙｸ 浅利 1010-1

ﾗｰﾒﾝめん丸豊富店 浅利 1642-1

医療 ・ 福祉業
田 あさひ整体院 山之神 2099-1

内藤薬局 西花輪 3504-1

福祉ﾀｸｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ 山之神 820-2

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ整骨院 ・ 鍼灸院 山之神 1529-8

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲﾙｰﾑのどか ･ いわま接骨院 西花輪 2714-1

玉 さくら調剤薬局医大前店 若宮 27-2

みどり薬局玉穂店 若宮 27-6

自動車整備業
田 ㈱羽中田自動車工業ｱｯﾌﾟﾙ車検田富店 山之神流通団地 3 丁目 2-2

ｶｰﾘﾍﾟｱやなぎもと 東花輪 828-10

㈱清川自動車 西花輪 256

㓛刀ﾓｰﾀｰｽ 西花輪 2716-2

K ﾗｽﾀｰ 山之神 1046-25

車検のｺﾊﾞｯｸ　碓井自動車 山之神流通団地 3 丁目 2-1

ｽﾄﾛﾝｸﾞｽﾀｲﾙ 東花輪 1634-1

ﾄﾏﾄ車検田富店 西花輪 4599

中山自動車整備工場 布施 9

玉 梶原ﾀｲﾔ 乙黒 744-1

㈱杉野ﾎﾝﾀﾞ販売 成島 1514-2

五味自動車車体工業 中楯 1242-1

ｼｯｸｵｰﾄ 若宮 32-1

ﾀﾏﾎ自工㈱ 一町畑 381-2

渡辺自動車整備工場 成島 2419-1

その他
田 長田ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 東花輪 497-1

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｼﾞﾑ天 西花輪 1415-10

倉本畳店 布施 2457

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｵｽｶｰ　ｵｷﾞﾉ田富店 西花輪 3461

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ志村 田富店 布施 2203

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ志村ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ店 山之神 3624-7

Clematis 臼井阿原 1653-46

市民介護福祉ﾀｸｼｰ 臼井阿原 795-1

泰樹園 山之神 4-62

田富屋 山之神 2196-46

張替本舗 金沢屋 布施 2356-4

もんでくじゃん昭和店 山之神 3622-10

㈲ｻｸﾗ観光ｻｰﾋﾞｽ 東花輪 1268-9

㈲さのやﾀｸｼｰ 東花輪 579

Rise 運転代行 東花輪 2093 田中住宅 D

玉 あすか歌謡ﾙｰﾑ 中楯 21-1

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ﾐｽﾀｰﾎﾜｲﾄ 若宮 50-1

ｸﾞﾙﾒいちご館前田 成島 1437

山都交通㈱ 乙黒 73-2

滝沢鍼灸院 若宮 8-9　玉穂東洋館 103 号

瀧澤ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ事務所 乙黒 669-13

ﾊﾟｿｺﾝ教室こぴっと 下河東 3053-1

ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾌｫｰﾄ 下河東 3053-1

ﾎﾟﾃﾄ代行 成島 265

ﾐﾔﾀﾌｫﾄ 若宮 13-9

有限会社花輪ﾀｸｼｰ 上三條 294-1

湯殿館 若宮 33-1

米倉助産院 若宮 39-1 ｻﾝﾊﾟｰｸ 608A-102

豊 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ志村 豊富店 浅利 3581 番地 1

ｼﾙｸふれんどりい 大鳥居 1619-1

とよとみﾀｸｼｰ 浅利 2990


