
住所 連絡先 優遇措置内容

小売 山光石油㈱ セルフ甲府SS 甲府市美咲１－１２－１６ ２５３－６９３６ エンジンオイル・洗車１０％割引

小売 山光石油㈱ 東青沼SS 甲府市青沼２－２４－３ ２３３－５３８９
ガソリン・軽油 会員価格より2円引き（現金又は出光カード）
エンジンオイル・洗車１０％割引

小売 ローソン 山梨大学店 甲府市武田４－３－９ ２５１－６３３９

小売 ローソン 甲府上阿原店 甲府市上阿原町４４６－１ ２３７－７１３４

小売 ローソン 甲府千塚店 甲府市千塚４－１３－２６ ２５４－６５５０

小売 ローソン 甲府上町店 甲府市上町５９２－１ ２４４－２８６５

小売 ローソン 甲府塩部店 甲府市塩部１－４４５－１ ２５１－７３８８

小売 ローソン 甲府高畑二丁目店 甲府市高畑２－１８－８ ２２４－１５６３

小売 ローソン 甲府和戸店 甲府市和戸町１３１９ ２３６－４１８０

小売 ローソン 小瀬スポーツ公園店 甲府市小瀬町１００２－１ ２２０－２５０１

小売 ローソン 甲府駅前通店 甲府市丸の内１－７－１ ２３５－３７４８

小売 ローソン 甲府城東店 甲府市城東１－１６－９ ２８８－８６３０

小売 ローソン 甲府万才橋店 甲府市大里町２１５４－４４ ２４３－２２３８

小売 ローソン 甲府大里町店 甲府市大里町５３１２ ２４３－２３２５

小売 ローソン 甲府下飯田一丁目店 甲府市下飯田１－２－１４ ２３６－２２１８

小売 (有)中川看板店 甲府市武田３－８－１ ２５２－２９１３ 工賃５％割引

小売 子供服 ファミーユ 甲府市朝日５－５－９ ２５１－４８９０
商品お買い上げの１０％割引
（セール品、福袋などを除く）

小売 ファッションスペース タマヤ 甲府市朝日４－１－２ ２５２－４４６１ １０％割引（一部商品を除く）

小売 長田米穀店 甲府市塩部１－１３－１５ ２５２－６２００ お米５％割引（業務用関係は除く）

小売 フローリスト 群芳園 甲府市塩部１－９－１０ ２５２－８０８４ 花１０％割引

小売 小林石材店 甲府市塩部１－１１－９ ２５２－８７２２ 見積金額より５％割引

小売 山梨モーターガス㈱ 甲府市塩部４－１５－２ ２５１－２２２６
ガソリン・軽油・灯油３円引き（現金払いに限る、ポイントカード
との併用不可）

小売 山交百貨店 甲府市丸の内１－３－３ ２３７－０１１１

４Fイージーオーダーサロン
イージーオーダースーツ（お仕立上り）
通常商品　３０％割引
ご奉仕品　セール価格より更に５％割引

小売 ㈱飯塚 甲府市中央４－５－１７ ２３３－１３３１
作業衣料・実用衣料等
通常小売価格10～20％割引・カタログ価格　30～50％割引

小売 セキュリティハウス甲府 甲府市国母３－４－１０ ２２０－６２５２ 店頭の商品全て３０％割引

小売 ㈱センティス２１ 甲府市後屋町３６３ ２４３－６８５１
アルミ製消火器「アルテシモ（３ｋｇ）」
定価の６０％割引

小売 (有)スズキ輪業 甲府市徳行１－１４－１８ ２２２－８５９４ 自転車、オートバイ修理代工賃２０％割引

小売 三和防災㈱ 甲府支店 甲府市富竹４－４－１３ ２３２－４８０１ 各種消火器　販売価格より500円引き

小売 三枝酒店 甲府市羽黒町９００－３ ２５２－５６８９ お米１０ｋｇお買上げ（お持ち帰り）につき200円引き

小売 YOU SHOP おかだ 甲府市羽黒町６６３－４ ２５３－５４４４
オートバイ　新車購入時　１年間オイル交換無料
自転車　　　新車購入時　１年間パンク修理無料

小売 水上タイヤ商会 甲府市大和町３－２７ ２５１－４６５４ 販売価格より５％割引

小売 ㈱AOKI 湯村店 甲府市湯村３－３－３７ ２５４－８７８８

小売 ㈱AOKI 甲府バイパス店 甲府市上阿原町４３９ ２３６－２８８８

小売 生活雑貨 シュガー
甲府市千塚１－９－１４
オギノ湯村SC　３F

２５２－２９６５ セール品・赤札商品を除き１０％割引

小売 天野看板店 甲府市千塚５－１２－８ ２５２－２０４８ 製品（工事）金額より５％割引

小売 森沢自転車店 甲府市千塚２－５－１１ ２５２－３９５４ 修理代　通常価格より１０％割引

小売 村田米菓 甲府市千塚３－３－４１ ２５２－８４１８ 全品　消費税分５％割引

小売 ところ酒店 甲府市山宮町８８７－１ ２５１－１１５８ ５％割引

小売 福島自転車店 甲府市山宮町７５９ ２５１－１３５５
オートバイ　新車購入時　１年間オイル交換無料
自転車　　　新車購入時　１年間パンク修理無料

事前注文時に１０％割引

ご注文は、対象品　総額2,000円以上
ご注文は、お渡し日の２日前まで
一部商品割引対象外（タバコ、お酒類、収納代行、金券類、チ
ケット等）

注文予約は、
㈱ローソン山梨支店
電話番号　　０５５－２３７－７１３４
FAX　　　　 　０５５－２２６－２１７６
までお願いします。

ローソン山梨支店より、お引渡し希望店舗に事前連絡し、準備
させていただきます。

お引渡日時・お引渡し店舗名・注文内容（商品名、数量）・代表
者名・ご連絡先をお伝えください。

※代金に関しては、商品お渡し時にローソン店舗でのお支払と
なります。

事前相談、不明点等の問合せに関しては、ローソン山梨支店
までお願いします。

お買い上げ総額の５％割引
※AOKI発行のチラシ・Ｄ.Ｍ・インターネット割引券等いずれか
併用可。　補正代、宅配代は実費となります。

サポート店名

甲府市消防団　消防団員サポート店サービス案内



小売 甲府瓦斯㈱ 甲府市山宮町８１９ ２５２－６５８８ 灯油・LPガス　１Lにつき２円引き

小売 (有)中込寝具 甲府市酒折２－３－１６ ２３７－３７５１ 布団の仕立て直しに限り、足し綿サービスもしくは１０％割引

小売 総合看板 フジヤマ工芸社 甲府市善光寺３－２１－１２ ２３３－６５３９ 製品（工事）金額より５％割引

小売 岡自転車店 甲府市川田町３４８ ２３３－４３７５
自転車・バイク等の修理１０％割引
　　　　　　　〃　　　　販売１０％割引

小売 サイクルハンズ 甲府東店 甲府市国玉町８８５ ２２３－６６６１ 20,000円以上の自転車５％割引

小売 東ポン商会 甲府市七沢町１７４－９ ２３５－６９９７ 消防用品・ポンプ修理等５％割引

小売 眼鏡市場 甲府本店 甲府市蓬沢１０４７－２ ２３２－４１５０

小売 眼鏡市場 アルプス通り店 甲府市徳行３－４－２４ ２２７－１５５２

小売 眼鏡市場 甲府緑が丘店 甲府市大和町３－３３ ２５４－７９６８

小売 (有)創造ファクトリー 甲府市伊勢１－１１－１４ ２２３－１１８５
印章・ゴム印　店頭価格より20%割引（シャチハタ製品は除く）
名刺・案内状等印刷　店頭価格より10%割引

小売 (有)フラワーショップよなが
甲府市朝気３－１－１２
イーストモールバリオS・C　１F

２２６－９８３５ 全商品１０％割引

小売 ネッツトヨタ甲斐㈱ 本社甲府店 甲府市朝気３－１０－２１ ２３２－５５１１
新規オイル会員（ボトルキープ、オイル２０L）加入時、500円引
き

小売 はんこの昭平堂 甲府市青沼２－２５－５ ２３２－３２０４ 商品１０％割引

小売 田草川製麺 甲府市青沼２－４－１０ ２３３－２８９３ 全商品１０％割引

小売 メンズギャラリー　エム 甲府市青沼３－１－２０ ２３３－００６７ 全商品１０％割引（赤札を除く）

小売 ファミリーマート 甲府南インター店 甲府市下曽根町７２６ ２６６－８１３０
フライヤー（フライドキチン・フライドポテト・コロッケ・唐揚等）全
品　20円引き

小売 宮沢牛乳店 甲府市下曽根町２９９－３ ２６６－４６４３ 乳製品小売販売　全商品１０％割引

飲食店 たこやき居酒屋 寿ず 甲府市美咲２－１５－１６ 080-4414-7821 ファーストドリンクサービス　団体割引あり

飲食店 弥生 甲府市武田２－６－１２ ２５４－５２３２ お通し１品サービス

飲食店 地域コミュニティ広場 花水木 甲府市朝日２－１６－１９ ２５２－７６８７
お食事された方（グループ）にソフトドリンク１杯サービス（人数
分）　パーティー貸切等で予約の場合、料理１品サービス

飲食店 居酒屋 陣屋
甲府市朝日４－７－３１
吉井マンション１Ｆ

２５１－４２５２ 会計料金１０％割引

飲食店 餃子舗 三久 甲府市朝日１－５－３ ２５３－７３５５ １人に付き50円引き

飲食店 もつ屋どんちゃん 甲府南口店
甲府市丸の内２－７－２
小林ビル１F

２８７－８８５５
来店人数に応じてワンドリンクサービス
事前予約の場合１０％割引
飲み放題　３時間　2,000円

飲食店 春日のちゃぶ台 甲府市中央１－１５－９ ２３５－３９２９ お１人様ワンドリンクサービス

飲食店 レストラン ボンマルシェ 甲府市中央１－５－１２ ２３３－７８７７ ワンドリンクサービス

飲食店 ノア 甲府市中央１－１７－８ ２３２－１７１７ おつまみ１品サービス

飲食店 You-Ki 遊来 甲府市中央１－２０－４ ２３３－８８４３ ワンドリンクサービス

飲食店 孫家荘 甲府市中央１－９－１ ２２３－５１６８ ワンドリンクサービス

飲食店 おでん 辰巳 甲府市中央１－１－１６ ２３３－７５２６ お通しサービス

飲食店 甲州居酒屋 さけくら 甲府市中央１－１３－７ ２３７－４８２０ 食事付２時間飲み放題5,000円

飲食店 いなり寿司 清水家 甲府市中央１－１８－９ ２３３－６４４０ お買い上げ金額５％割引

飲食店 信州そば店　 甲府市中央１－２０－５ ２３２－３９４２ 高級そば茶サービス

飲食店 居酒屋 蔵 甲府市中央１－２－３ ２３３－２０７７ １品サービス

飲食店 六角亭 甲府市中央４－３－１６ ２３３－００７７ 各種ラーメン100円引き

飲食店 Ｐｅｒｃｈ
甲府市中央１－７－１７
大富士ビル2F

２３３－８７６７ カラオケサービス。4名様以上焼酎1本サービス。

飲食店 日本料理 早川 甲府市中央５－７－２１ ２３５－０７１７ 飲食代５％割引

飲食店 なごみだいにんぐ 美輪 甲府市上石田３－１２－１２ ２３５－１６００
ワンドリンクサービス
４名以上で来店時さらに１品サービス

飲食店 呑み食い処 天心樓 甲府市高畑２－１９－６ ２２６－６０２２ ４名以上で会計額から１０％割引

飲食店 日本海庄や 甲府上石田店 甲府市高畑１－２－１２ ２２１－０４０８ 会計より５％割引

飲食店 金峰 甲府市徳行１－１３－１８ ２２６－５４９３ ５％割引

飲食店 食堂 鈴之介 甲府市富竹２－３－４３ ２３７－３９８８ １０％割引

飲食店 お好み焼 てっぱん
甲府市大里町４４４９－１
サザンクロスB

090-8171-7571 ソフトドリンク１杯無料（お食事された方に限る）

お買い上げ金額より５％割引
（補聴器・販売備品は対象外）



飲食店 AS食堂 甲府市大津町１５１１－１ ２４１－６９２５ 小鉢サービス

飲食店 天星苑 甲府市貢川１－６－２５ ２２８－８９２２ 会計１０％割引

飲食店 味処 たき 甲府市長松寺町７－７ ２２６－７５７７ 会計時総額の５％割引

飲食店 昇鮨 甲府市羽黒町２９－１ ２５１－５９１９ 生ビール又は、ソフトドリンク１杯サービス

飲食店 鳥秀 甲府市羽黒町９４９－５ ２５２－０２３４ 会計時、飲食料金の５％割引

飲食店 山乃石松 甲府市千塚５－３４２０－１ ２５４－１４０２
裏メニュー１品サービス
６名様以上予約でボトル1本サービス

飲食店 御食事処 もりやま 甲府市千塚２－４－２６ ２５１－１９９４ 消費税分５％割引

飲食店 味処 夫婦 甲府市千塚１－１－９ ２５４－２３１３ １品サービス

飲食店 焼鶏 喝采 甲府市千塚２－４－２４ ２５４－０８０７ １品サービス

飲食店 とみや食堂 甲府市山宮町２００５ ２５１－２２２１ おつまみ１品サービス

飲食店 ワインクラブ
甲府市東光寺３－１３－２５
かいてらす内

２２２－１８１８ ソフトドリンク又はグラスワイン１杯サービス

飲食店 たつみ 甲府市和戸町３３８ ２３３－９６８９ １０％割引

飲食店 富士屋 甲府市伊勢１－１０－４ ２３３－７８９１ 飲食代の５％割引

飲食店 割烹 ふみ 甲府市伊勢４－２２－６ ２３２－０９０７ ５％割引

飲食店 ひなた食堂 甲府市相生１－２－１２ ２３７－７７５０ おつまみ１品サービス・増量サービス

飲食店 寿司割烹 藤乃家 甲府市相生２－１０－１２ ２３３－９３５９ おつまみ１品サービス

飲食店 つるや 甲府市相生３－１－６ ２３５－４３１８ 代金から１０％割引

飲食店 江戸前 弥助鮨 甲府市太田町３０－１５ ２３７－３２５１ ファーストドリンクサービス

飲食店 レストラン市民会館
甲府市青沼３－５－４４
甲府市総合市民会館内

２２６－２９６９ ソフトドリンク１杯サービス

飲食店 手打ちほうとう・そば 藤原庵 甲府市黒平町８４８ ２８７－２５５３ 全商品１０％割引（おみやげ含む）

飲食店 昇仙峡 多加美 山都 甲府市猪狩町４１０ ２８７－２２１１
飲食１０％割引
お土産品すべて１０％割引

飲食店 魚そう 中道分店 甲府市上曽根町２９７０－１ ２６６－２２０３ ソフトドリンク１杯サービス

飲食店 お食事処 菊水 甲府市上曽根町１７５６－２ ２４０－１１１８ １グループに小鉢もう１品サービス

飲食店 十割亭 甲府市上向山町１５０３ ２６６－６４４０
コーヒー又は紅茶サービス及び
団体予約時　会計１万円以上　５％割引

飲食店 御食事処 宮古 甲府市下曽根町７４０－１ ２６６－５２１０ 価格の１０％割引（宴会等含む）

飲食店 そば処 そば長 甲府市下曽根町２０２１ ２６６－６６１８ １０％割引

サービス マリーン美容室 甲府市美咲２－１５－１６ ２５１－４２８９ 技術料金１０％割引

サービス オリオンクリーニング武田店 甲府市屋形２－３－２１ ２５４－２３３１ １０％割引（ジュータン、着物、布団、革製品は除く）

サービス ヘアーサロン GOTOH 甲府市朝日２－９－８ ２５２－４５９１ 営業料金すべて1,000円引き

サービス 山梨自動車産業㈱ 甲府市朝日５－７－９ ２５２－７１２７ 点検・車検時、オイル交換無料

サービス パーキング山梨交通 甲府市丸の内１－２９ ２２３－０８３１ 月極駐車料金割引23,100円→11,000円（税込み）

サービス 甲府１０１（甲宝シネマビル） 甲府市中央１－３－７ ２２５－２５１１ ゴルフシュミレーション30分無料（経験者に限る）

サービス 岩下クリーニング店 甲府市上石田１－５－５ ２２２－８５３１ １０％～２０％割引

サービス 指圧矯整 堀内 甲府市高畑１－２０－１８ ２２４－２２２０
初回限定500円引き（完全予約制）
60分　4,500円　→　4,000円
30分　2,500円　→　2,000円

サービス 大進自動車工業(有) 甲府市高畑２－８－８ ２２４－４６８１
車検入庫時　工賃1,000円引き
キズへこみ直し　工賃１０％割引

サービス ㈱イイジマガラスサッシセンター 甲府市徳行１－９－３４ ２２８－８１３４ ガラス・サッシ工事３０％割引

サービス クリーニング水上 甲府市大里町２１０９－１ ２４１－５５９３ 洗濯物全品２０％割引

サービス (有)中野モーターサービス 甲府市下飯田２－１１－２０ ２２８－５９４９ 作業内容の５％割引

サービス 山宮温泉 甲府市山宮町２５３２ ２５１－４２６３ 入浴料100円引き

サービス ＫＢ 窪田自動車板金塗装工場 甲府市東光寺２－２３－１９ ２３７－３６０９
板金塗装・車検・整備をご利用に限り、工賃を１０％割引もしく
は手洗いＷＡＸ洗車サービス

サービス (有)河野モータース 甲府市国玉町９４７－１ ２３５－８１００ 車検基本工賃２０％割引

サービス 高野自動車鈑金塗装 甲府市蓬沢１－１１－１９ ２３３－６３３８ 工賃１０％割引



サービス 村松自動車整備工場 甲府市上町３２９－４ ２４１－８０００
車検・点検・修理等整備費用１０％割引
エンジンオイル交換　軽自動車1,580円～　普通車1,980円～

サービス ㈱ソートマン山梨 甲府市住吉１－１４－１４ ２３７－６３１１
白蟻駆除消毒・汚水雑配水管パイプクリーニング・消毒作業
（ねずみ等）作業費２０％割引

サービス ㈱クリーニングすわん 住吉本店 甲府市住吉３－２３－８ ２３７－８１７１

サービス ㈱クリーニングすわん 増坪店
甲府市住吉本町１１１３－１
（イツモア増坪店内）

２２３－８２５５

サービス ㈱クリーニングすわん オギノ後屋店 甲府市後屋町４４６－１ ２４１－９１７７

サービス ㈱クリーニングすわん 徳行店
甲府市徳行２－１３－３
（いちやま徳行店内）

２３５－５５５６

サービス 三友自動車工業(有) 甲府市南口町７－１７ ２３３－５６７７
車検整備料金2,000円引き
一般整備工賃に限り１０％割引

サービス 石川自動車整備工場 甲府市中畑町５６９－１ ２６６－４１２５ 車検基本整備工賃１０％割引

ホテル (有)要害温泉 甲府市上積翠寺町１００３ ２５３－２６１１ 立寄入浴700円→600円　　宴会料金１０％割引

ホテル ホテル談露館 甲府市丸の内１－１９－１６ ２３７－１３３１ レストラン錦（１F）御飲食時１０％割引

ホテル 古名屋ホテル 甲府市中央１－７－１５ ２３５－１１２２
レストラン（1F 蘭園、2F ﾍﾞﾝｼﾞｬﾛﾝ）にて、グラスワイン１杯サー
ビス

ホテル 甲府富士屋ホテル 甲府市湯村３－２－３０ ２５３－８１１１
甲府富士屋ホテル内レストラン（ヴァンヴェール、桃華樓、雲
居、ケヤキ、ウイステリア）飲食の１０％割引

ホテル ホテルクラウンパレス甲府 甲府市朝気１－２－１ ２３３－０７７７ レストラン１０％割引

その他 ㈱早野組 甲府市東光寺１－４－１０ ２３５－１１１１ 賃貸物件の入居契約の際に、500円の図書カード贈呈。

その他 三枡建設㈱ 甲府市下曽根町１３９０－１ ２６６－５５００ 新築時、設計料１０％割引

その他 トップツアー㈱ 甲府支店 甲府市丸の内２－２９－３ ２２２－０３８１ 国内・海外CUTE商品の５％割引

その他 ㈱東邦観光サーヴィス 甲府市丸の内３－１４－１０ ２２８－６６６０
海外・国内パッケージツアー５％割引
（ただし、一部商品を除く）

その他 山交トラベル 甲府市飯田３－２－３４ ２２２－１３００
自社国内ツアー代金の５％割引（一部商品を除く）
他社主催パッケージ商品の３％割引

その他 日本連合警備㈱ 甲府市後屋町３６３ ２４３－３３３１
セキュリティー用品５％割引
ホームセキュリティー設置工事料金２０％割引

その他 ㈱城南ロードサービス 甲府市西下条町１３３０ ２４３－４３１１

レッカー作業　作業料金全体の１０％割引
車検整備、鈑金修理
・技術料（工賃）の１０％割引
・エンジンオイルの交換無料
・代車料無料

その他 山梨交通自動車学校 甲府市湯田２－１６－２５ ２３５－５４０１
運転免許取得教習料金の割引
普通車40,000円引き、二輪車5,000円引き
（他の割引との併用は、出来ません。）

その他 昇仙峡ロープウェイ 甲府市猪狩町４４１ ２８７－２１１１ 往復乗車券２０％割引（1,000円→800円）

５％割引（特殊品、ワイシャツ、他の割引との併用は、対象外
になります。）
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