
がんばろう！富士吉田のお店　買い物で最大20％戻ってくるキャンペーン
参加店舗一覧（11/16現在）

追加日 店舗名 地区 業種

11/16
メナードフェイシャルサロン富士山駅南 上吉田 サービス  エステティックサロン

11/16
ちゃたにか 旭 サービス  エステティックサロン

11/16
メナード化粧品　フェイシャルサロン　サロン上吉田 上吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

11/16
メナード化粧品富士吉田店 松山 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

11/16
ほーめい 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

11/16
さかなや さとり 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/16
天祥 上暮地 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/16
ラウンジ 花 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/16
風KAZE 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/16
佐藤小屋 富士山 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/16
戦国 松山 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/16
メガネのヒカワ 中曽根 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

11/16
YOROZUYA 新町 各種小売  食品販売店

11/16
珈琲倶ら部 松山 各種小売  食品販売店

11/16
コワフルグウ 上吉田 サービス  理容・美容

11/16
Ｒｕｓｔｉｃｏ 下吉田 サービス  理容・美容

11/16
美容室　Ｉｔ’ｓ 竜ケ丘 サービス  理容・美容

11/1
吉田石油 上吉田東 各種小売  ガソリンスタンド

11/1
マルビ本店 上暮地 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

11/1
松島屋 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

11/1
Watanabe Textile 富士見 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

11/1
Ootaya Market 上吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

11/1
羅王 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

11/1
奉仕や 大明見 飲食  飲食店・喫茶店

11/1
ミリオンカフェ 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

11/1
お食事処　やぶ 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
寿海 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
白須うどん 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
炭火やきとり　しげさん 上暮地 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
酉の坊 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
居酒屋おおとり 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
igloo 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

11/1
ワンヤ接骨院 下吉田 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

11/1
フィッシングショップオノ 上暮地 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

11/1
川井スポーツ 下吉田東 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

11/1
樋川翠真堂 中曽根 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

11/1
moringa La vin 竜ケ丘 各種小売  食品販売店

11/1
L'atelier 旭 サービス  理容・美容

1 / 17 ページ



がんばろう！富士吉田のお店　買い物で最大20％戻ってくるキャンペーン
参加店舗一覧（11/16現在）

10/14
クリーニング萱沼 下吉田 サービス  クリーニング・各種清掃

10/14
たいぜん健康院 中曽根 サービス  その他

10/14
ビジネス＆ファミリー旅じや 下吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

10/14
レストランGOURMAND 松山 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

10/14
渡小織物 富士見 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

10/14
Lafusion51 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

10/14
からし亭　富士吉田店 富士見 飲食  飲食店・喫茶店

10/14
焼肉 亜羅人 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

10/14
喫茶杏 松山 飲食  飲食店・喫茶店

10/14
ラーメンしのちゃん 緑ケ丘 飲食  飲食店・喫茶店

10/14
天野ふとん店 下吉田東 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

10/14
すみれ花店 富士見 各種小売  花・植木・農耕具・ペット

10/14
スナックこうちゃん 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
鉄板娘 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
炭火串焼き　にじ 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
浜っ子よこまち 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
食事処 古民家やまと. 浅間 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
焼鳥つくつくぼうし 緑ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
中国料理　チャイナいっき 緑ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

10/14
ときわ台接骨院 ときわ台 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

10/14
ふじやま鍼灸整骨院 下吉田 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

10/14
仁接骨院 旭 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

10/14
明光輪業商会 小明見 サービス  自動車整備・各種修理

10/14
勝俣自動車整備工場 小明見 サービス  自動車整備・各種修理

10/14
ゴルフショップミードシー 松山 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

10/14
スーパー羽田商店 大明見 各種小売  食品スーパー

10/14
秋政商店 下吉田 各種小売  食品販売店

10/14
うたたね 下吉田 各種小売  食品販売店

10/14
サロンドA ときわ台 サービス  理容・美容

2 / 17 ページ



がんばろう！富士吉田のお店　買い物で最大20％戻ってくるキャンペーン
参加店舗一覧（11/16現在）

カメラのタネダ城山店 上吉田 サービス  DPE・印刷・コピー

有限会社タイメー 新町 サービス  DPE・印刷・コピー

松田 富士見 サービス  DPE・印刷・コピー

夢写真 上吉田 サービス  DPE・印刷・コピー

ange 旭 サービス  エステティックサロン

まつ毛エクステ＆ドライヘッドスパサロン　マアセ 旭 サービス  エステティックサロン

pollo 旭 サービス  エステティックサロン

Siesta 上吉田 サービス  エステティックサロン

ダイアナ 上吉田 サービス  エステティックサロン

ネイルサロン　アロエス 上吉田東 サービス  エステティックサロン

メナードフェイシャルサロン　シルビーアバンセ 上吉田東 サービス  エステティックサロン

へだもんカーライフステーション 下吉田 各種小売  ガソリンスタンド

マルカ石油本店 小明見 各種小売  ガソリンスタンド

旭石油　竜ヶ丘SS 竜ケ丘 各種小売  ガソリンスタンド

上吉田カーライフステーション 上吉田東 各種小売  ガソリンスタンド

せんたくクラブ富士吉田店 下吉田 サービス  クリーニング・各種清掃

ホワイト急便富士吉田ドライブスルー店 下吉田東 サービス  クリーニング・各種清掃

みまつ　ホワイトクリーニング金鳥居店 上吉田 サービス  クリーニング・各種清掃

せんたくクラブ城山店 上吉田東 サービス  クリーニング・各種清掃

ダスキン北富士 新西原 サービス  クリーニング・各種清掃

GOLFing富士吉田店 松山 娯楽  ゴルフ場

セブン-イレブン　富士急ハイランド 新西原 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン河口湖インター東 新西原 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田おひめ坂通り 竜ケ丘 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田旭３丁目 旭 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田月江寺 緑ケ丘 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田市役所前 下吉田 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田寿駅前 上暮地 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田昭和通り 上吉田東 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田上宿 上吉田 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田富士見バイパス南 上吉田東 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田平成通り 松山 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士吉田本町通り 下吉田 各種小売  コンビニ

セブン-イレブン富士見バイパス中央 下吉田東 各種小売  コンビニ

デイリーヤマザキ河口湖インター 新西原 各種小売  コンビニ

デイリーヤマザキ富士吉田市立病院 上吉田東 各種小売  コンビニ

ファミリーマートおひめ坂通り 竜ケ丘 各種小売  コンビニ

ファミリーマートかぶとや赤富士通り 上吉田東 各種小売  コンビニ

ファミリーマート河口湖インター 松山 各種小売  コンビニ

ファミリーマート上吉田昭和通り 上吉田 各種小売  コンビニ

ファミリーマート富士吉田金鳥居 上吉田 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田旭二丁目 旭 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田下吉田 富士見 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田上吉田 新屋 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田新屋 上吉田東 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田新倉 新町 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田大明見三丁目 大明見 各種小売  コンビニ

ローソン富士吉田富士見バイパス 下吉田 各種小売  コンビニ
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クライミングジムピラニア富士吉田店 上吉田 サービス  スポーツ施設・フィットネスクラブ

yurt 新町 サービス  スポーツ施設・フィットネスクラブ

志保ピアノサービス ときわ台 サービス  その他

ぎおん 下吉田 サービス  その他

富士山税理士 下吉田 サービス  その他

Toitvert 下吉田 サービス  その他

町の便利屋さん ファミリー富士吉田店 向原 サービス  その他

shiori ota プライベートサロン 小明見 サービス  その他

リラクゼーションサロン　ふわっと 小明見 サービス  その他

似顔絵きらら河口湖インター 松山 サービス  その他

手もみ処　楽もみ笑　富士吉田店 松山 サービス  その他

似顔絵きららQ-STA 上吉田 サービス  その他

富士山秀年窯 上吉田 サービス  その他

北口夢屋 上吉田 サービス  その他

リラクゼーションサロン もみの匠　富士吉田店 上吉田 サービス  その他

丸幸産業 上暮地 サービス  その他

手もみ処　楽もみ笑　富士山店 新屋 サービス  その他

ブライダルサロンめぐ美 新西原 サービス  その他

日立建機日本　関東支社 西関東支店 富士吉田営業所 新西原 サービス  その他

ほぐりえ富士吉田店 新西原 サービス  その他

thousandth 新西原 サービス  その他

ビッグエコー富士吉田店 新西原 サービス  その他

ＦＬＯＷＥＲ 新西原 サービス  その他

似顔絵きらら　富士急ハイランド店 新西原 サービス  その他

Tika healing room 大明見 サービス  その他

加々美行政書士事務所 大明見 サービス  その他

MILFOL 中曽根 サービス  その他

太陽建機レンタル富士吉田支店 中曽根 サービス  その他

あらじんのらんぷ 中曽根 サービス  その他

セルフホワイトニングサロン　Nalu 緑ケ丘 サービス  その他

Anela 緑ケ丘 サービス  その他

ALT　STYLE 中曽根 各種小売  その他

GOOD OLD MARKET 下吉田 各種小売  その他

KITAIニッティングルーム 下吉田 各種小売  その他

PICAふじやま温泉 新西原 各種小売  その他

PICA下吉田倶楽部 新町 各種小売  その他

Q-STA　1階「ビューティーQ」 上吉田 各種小売  その他

Q-STA　4階「トイズQ」 上吉田 各種小売  その他

Q-STA　4階「ブックスQ」 上吉田 各種小売  その他

Woodcraft Fujisan 大明見 各種小売  その他

コインランドリーぱんじゃ 上吉田東 各種小売  その他

すてないで 富士吉田店 松山 各種小売  その他

ナックス 下吉田 各種小売  その他

ハリカ富士吉田店 下吉田 各種小売  その他

ラヴェルデュ－ル 上吉田 各種小売  その他

羽田屋金物店 中曽根 各種小売  その他

株式会社タケカワ 下吉田 各種小売  その他

京屋神仏具店 富士吉田支店 上吉田 各種小売  その他
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小御岳茶屋 富士山 各種小売  その他

茶舗おおむら 下吉田 各種小売  その他

登り坂石油カーオアシス富士吉田中央 下吉田東 各種小売  その他

内藤楽器　富士吉田店 中曽根 各種小売  その他

富士急ハイランド 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　エヴァストア 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　ゲゲゲの妖怪売店 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　ショップフジヤマ 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　ステーションショップ 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　ティドマス 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　ドドンパ写真館 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　ナチュラルチョイス 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　バラエティーズ 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　フジヤマ写真館 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　高飛商店 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　慈急堂薬局 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　木ノ葉隠れの里お土産処 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランド　踊る撮影局 新西原 各種小売  その他

富士急ハイランドナルトフリーズフレーム 新西原 各種小売  その他

富士山五合目こみたけ売店 富士山 各種小売  その他

富士山保全協力金 上吉田 各種小売  その他

富士燃料株式会社 下吉田 各種小売  その他

冨士山小御嶽神社 富士山 各種小売  その他

椀屋機料店 富士見 各種小売  その他

神尾タクシー本社事業所 下吉田 交通・宅配・運転代行  タクシー

富士急山梨ハイヤー 松山 交通・宅配・運転代行  タクシー

十三番タクシー 松山 交通・宅配・運転代行  タクシー

吉田タクシー 上吉田 交通・宅配・運転代行  タクシー

M・K三立 上吉田 交通・宅配・運転代行  タクシー

起和タクシー 緑ケ丘 交通・宅配・運転代行  タクシー

ふじさんミュージアム 上吉田東 娯楽  テーマパーク・遊園地・水族館・博物館

Kid's US.LAND　富士山アリーナ店 新屋 娯楽  テーマパーク・遊園地・水族館・博物館

GARDEN　KITCHEN＠BASE 新西原 飲食  ファーストフード

Thermopolium 上吉田東 飲食  ファーストフード

ピザーラエクスプレス富士急ハイランド店 新西原 飲食  ファーストフード

ピザーラ富士吉田店 下吉田 飲食  ファーストフード

ピザ家 上吉田 飲食  ファーストフード

富士急ハイランド　フードスタジアム 新西原 飲食  ファーストフード

モスバーガー　富士急ハイランド店 新西原 飲食  ファーストフード

モスバーガー下吉田店 下吉田 飲食  ファーストフード

モスバーガー富士山駅前店 上吉田 飲食  ファーストフード

喫茶不二休　富士急ハイランド店 新西原 飲食  ファーストフード

焼きたて屋ケーヨーD2富士吉田店 下吉田 飲食  ファーストフード

民宿なかの ときわ台 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

コルテージュ 民泊 旭 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

街のホテル 下吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ＳＡＲＵＹＡ　ＨＯＳＴＥＬ 下吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ヴィラス　富士吉田 松山 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場
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プライベートリゾート　パインツリー 松山 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

富士山ステーションホテル 松山 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ホステル富士山・結 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ホテル芙蓉閣 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

HOSTEL 1889 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

Megu　Fuji　2021 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ビジネスホテル芙蓉 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ホテルエバーグリーン富士 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

フォレストコテージkiki 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ガーデンヴィラ 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

富士山北口御師 菊谷坊 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

富士山八合目太子館 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ホテルルートインコート富士吉田 上吉田東 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

鐘山苑 上吉田東 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

別墅然然 上吉田東 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ホテルベル鐘山 上吉田東 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

海抜一万尺 東洋館 富士山 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

鎌岩館 新屋 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　ティアラ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　レ レーヴ サロン・ド・テ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　カフェブリオッシュ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　マカロニクラブ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　フジヤマテラス 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　こころぎ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ上海菜館 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

フジヤマミュージアムカフェ・ショップ 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ハイランドリゾートホテル＆スパ　パティスリー&ブーランジェリー 新西原 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ホテルマイステイズ富士山　展望温泉 新倉 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

富士グランヴィラーTOKIー 新倉 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

Arakura ゲストハウス 新町 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

Villa Fuji Irodori 新町 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

明見温泉 大明見 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

Tsukitei 竜ケ丘 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

大国屋 上吉田 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

ウエストイン富士吉田 松山 サービス  ホテル・旅館・レジャー・浴場

オリックスレンタカー富士吉田店 松山 サービス  リース・レンタル

オリックスレンタカー新屋SS 上吉田 サービス  リース・レンタル

ａｎｙｐｌａｃｅ．ｗｏｒｋ 新西原 サービス  リース・レンタル

BOOKOFF富士吉田店 新西原 各種小売  リサイクル・中古品

Honda Cars 富士吉田下吉田店 下吉田東 各種小売  リサイクル・中古品

Us design 上吉田 各種小売  リサイクル・中古品

Us design セルフ古着フジクロージング 下吉田 各種小売  リサイクル・中古品

イエローハット富士吉田店 下吉田 各種小売  リサイクル・中古品

エクィップ株式会社 下吉田 各種小売  リサイクル・中古品

オートサービス大西 上吉田 各種小売  リサイクル・中古品

カードショップmero山梨富士吉田店 中曽根 各種小売  リサイクル・中古品

カメラのキタムラ　富士吉田店 上吉田東 各種小売  リサイクル・中古品
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ガリバー富士吉田店 上吉田東 各種小売  リサイクル・中古品

くるま屋カンパーニュ 上吉田 各種小売  リサイクル・中古品

スタジオマリオ　富士吉田店 上吉田東 各種小売  リサイクル・中古品

マルミヤ中古販売 竜ケ丘 各種小売  リサイクル・中古品

GARAGE TAKI　本店 下吉田 各種小売  リサイクル・中古品

（有）ナカムラ・ユニフォーム 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ABC－MART富士吉田店 上吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

AOKI富士吉田店 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

DEUXCV 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

florero de bruja（魔女の壺） 下吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Foret 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

greenーhouse 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

HandcraftMimatsu 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

joanjoan 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

kichijitsu SHOP 松山 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Kーfashion 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

NITAKA 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

rumbe dobby shop 向原 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

SCARECROW 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Tapir　Atelier 大明見 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

THE DEARGROUND 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

The　Rock　Tailor 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

toU 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

アイビーショップYAMAMOTO 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

アジアン雑貨 beat 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

アベイル　富士吉田店 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

エンジェルストリート 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

カサブランカ 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

クラフトハートトーカイ富士吉田店 下吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

コルテージュ 旭 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

シチフクサトー 〜衣料品店〜 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

しまむら　富士吉田店 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

シャンブル　富士吉田店 下吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

シュー・プラザ富士吉田店 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ジョーカーズテーラー 富士吉田店 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

スコットランド倶楽部 上吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

バースデイ　富士吉田店 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ハタオリマチ案内所 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ハピネス 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ピュア・エンティティー 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

フィールド＆マウンテン富士吉田五合目店 新倉 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

フジチギラ 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ブティック　ジュリー 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ユニクロ 富士吉田店 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

レスパス 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ロード 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

岡本屋HAKIMONOTEN 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

下着屋さん　アマノ 上吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ
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鼓庵 下吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

光織物 松山 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

高山織物整理 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

山崎縫製 上暮地 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

手づくり工房とら吉 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

(株)制服のヤマキチ 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

西松屋チェーン富士吉田店 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

倉庫直販 旭 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

大阪屋 中曽根 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

弥佑 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

洋装のつちや 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

洋服の青山　富士吉田店 上吉田東 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

流しの洋裁人 下吉田 各種小売  衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

アイン薬局　富士吉田店 上吉田東 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

ウエルシア下吉田店 下吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

ウエルシア上吉田店 中曽根 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

ウエルシア富士吉田店 上吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

クスリのサンロード　上吉田店 中曽根 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

クスリのサンロード下吉田店 下吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

クスリのサンロード富士吉田店 上吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

ツルハドラッグ上吉田店 中曽根 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

ドラッグセイムス　下吉田店 新町 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

ユア資生堂MIYAZAWA 下吉田 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

サンドラッグ富士吉田店 中曽根 各種小売  医薬品・化粧品・ドラッグストア

「あの時の」ホルモン 富士吉田店 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

BRUSCHETTA 旭 飲食  飲食店・喫茶店

Cafe Blue Blanc 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

CHEVAL 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

ＣｏＣｏ壱番屋　富士吉田店 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

Dining sola 中曽根 飲食  飲食店・喫茶店

Little Robot 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

mondo　elettrico 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

natural food cafe CON BRIO 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

Taverna la cura 松山 飲食  飲食店・喫茶店

urban's camp 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

Y’s Cafe'tta 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

YAKINIKU竜ヶ丘 竜ケ丘 飲食  飲食店・喫茶店

ZEN 緑ケ丘 飲食  飲食店・喫茶店

いこい 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

イタリアリョウリカーポリーナ 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

いづみや 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

おき樂 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

お休み処茶花 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

お好み焼 道とん堀 富士吉田店 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

お食事 呑み処 笹梅 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

ガスト富士吉田松山店 松山 飲食  飲食店・喫茶店

ガスト富士吉田店 中曽根 飲食  飲食店・喫茶店

かっぱ寿司　河口湖インター店 新西原 飲食  飲食店・喫茶店
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かつ庵　富士吉田 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

クリエイティブリゾート　ケータリング 松山 飲食  飲食店・喫茶店

くれちうどん 上暮地 飲食  飲食店・喫茶店

ケンタッキーフライドチキン富士吉田店 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

ここカフェ 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

ココス富士吉田店 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

コメダ珈琲　富士吉田店 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

サンクルー 中曽根 飲食  飲食店・喫茶店

しげよし富士山本店 松山 飲食  飲食店・喫茶店

しゃぶ葉富士吉田店 松山 飲食  飲食店・喫茶店

じゃら 中曽根 飲食  飲食店・喫茶店

ジョリーパスタ富士吉田 松山 飲食  飲食店・喫茶店

すし豊 竜ケ丘 飲食  飲食店・喫茶店

ステーキガスト富士吉田店 松山 飲食  飲食店・喫茶店

ソバと酒と肉 碗 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

なか卯富士吉田新西原 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

はなの舞　焼肉だんらん炎　富士吉田店 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

はま寿司富士吉田店 下吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

ビッグボーイ富士吉田 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

ピッツアカーポリーナ 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

富士急ハイランド　トーマスレストラン 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

ふじやまビール 新屋 飲食  飲食店・喫茶店

フランス料理店　CHEVAL 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

ほうとう　あまの 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

ポークヤミツキ 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

ホームラン軒 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

ホルモン　焼き肉　ぼん 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

まつや 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

マルトミカフェ 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

め組寿司 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

もんぶらん 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

レストラン　ハマッコ本店 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

ロイヤルホスト富士吉田店 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

一休 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

家庭料理　韓国村 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

菓々茶寮富士吉田店 松山 飲食  飲食店・喫茶店

海賊料理魚重 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

吉田のうどん ふじや 松山 飲食  飲食店・喫茶店

吉田のらーめんや 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

喫茶みまつ 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

居酒屋DINING 奨 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

居酒屋源氏 富士見 飲食  飲食店・喫茶店

魚屋路　富士吉田店 中曽根 飲食  飲食店・喫茶店

金運茶屋 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

鶏笑 中曽根 飲食  飲食店・喫茶店

五味八珍富士吉田店 下吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

甲州路 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

若草珈琲 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

9 / 17 ページ



がんばろう！富士吉田のお店　買い物で最大20％戻ってくるキャンペーン
参加店舗一覧（11/16現在）

手打ちそば　天作 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

手打ちそば而今庵 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

寿司華 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

松屋　富士吉田店 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

沼津魚がし鮨　流れ鮨　富士吉田店 松山 飲食  飲食店・喫茶店

焼肉　韓一館 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

焼肉バル 秀 松山 飲食  飲食店・喫茶店

食処　やすだ 富士見 飲食  飲食店・喫茶店

食堂　源助 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

神風 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

清涼カフェ　さくら 上吉田東 飲食  飲食店・喫茶店

浅間茶屋　富士吉田本店 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

蔵寿し 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

台湾料理　福福　市役所前 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

台湾料理　福福　上吉田店 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

大黒天 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

大衆割烹瀬戸内 松山 飲食  飲食店・喫茶店

大森パン店3776Labo 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

炭火焼肉　カルビ屋 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

田吾作 松山 飲食  飲食店・喫茶店

湯座 緑ケ丘 飲食  飲食店・喫茶店

富士山海の家 松山 飲食  飲食店・喫茶店

富士浅間屋 浅間 飲食  飲食店・喫茶店

麺処　寅路 上吉田 飲食  飲食店・喫茶店

門々利うどん 下吉田 飲食  飲食店・喫茶店

藍屋　富士吉田店 新西原 飲食  飲食店・喫茶店

蘭　ファースト 竜ケ丘 飲食  飲食店・喫茶店

（株）オルトスタイル 新西原 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

LONGTEMPS 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

ソフトバンク富士吉田 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

タナベ電器株式会社 上吉田東 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

ノジマ　富士吉田店 中曽根 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

ハヤカワ 上吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

フォネットNEXT富士吉田 新西原 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

みやざわ電気 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

ヤマダデンキグループ 上吉田東 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

ヤマダデンキグループ　テックランド富士吉田店 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

ライフテクト オオタニ 上暮地 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

株式会社アトリエＫＡＺＵ 上暮地 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

山光電器 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

住まいテック富士吉田 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

寝具の富士ドンス 中曽根 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

白須デンキ 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

富士冷熱 上吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

堀内電気商会 上吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

明治屋 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

有限会社丸正電器 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品

有限会社中村電気商会 下吉田 各種小売  家電・家具・寝具・キッチン用品
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tsuzuri お花のアトリエ 下吉田 各種小売  花・植木・農耕具・ペット

シャルドマ 小明見 各種小売  花・植木・農耕具・ペット

フラワーショップみつもり　城山店 上吉田東 各種小売  花・植木・農耕具・ペット

石原生花店 中曽根 各種小売  花・植木・農耕具・ペット

スピリットベアーズサッカースクール 下吉田 サービス  学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

うしやまヴァイオリンスクール富士吉田教室 上吉田 サービス  学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

講談社こども教室　富士吉田教室 上吉田 サービス  学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

ハクビ京都きもの学院　富士吉田教室 上吉田 サービス  学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

体験屋　おれんじ工房 新西原 サービス  学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

BLACK　CAT 大明見 サービス  学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

BAR　NORTH　FUJI 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

Cafe de Calla 竜ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

CARNE 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

champagne 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

DAVAO 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

INTI 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

IRIFUNE3265 中曽根 飲食  居酒屋・パブ・バー

Jazz House Now 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

JAZZ HOUSE ON LAVA 竜ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

KARAOKE DINING JIN 緑ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

KARAOKE SNACK L 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

KENNY 緑ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

OPEN MIC SESSION BAR 新倉 飲食  居酒屋・パブ・バー

Pink De Flamingos 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

RIZE 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

Yscafe 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

あらくら食堂 新町 飲食  居酒屋・パブ・バー

イタリアンレストラン　かぎしっぽ2号店 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

イタリアンレストランかぎしっぽ 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

いなせ 竜ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

いなほ 松山 飲食  居酒屋・パブ・バー

かば屋　富士山駅前店 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

キッチンBar　茜邑 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

さなだ 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

しょこたん28 松山 飲食  居酒屋・パブ・バー

ダウンタウン 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

とみふじ 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

ノーマジーン 松山 飲食  居酒屋・パブ・バー

ビール居酒屋　3piece 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

ひろせ 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

びんど 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

ブライトブルーブルーイング 富士見 飲食  居酒屋・パブ・バー

へいへい 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

まるごと北海道 中曽根 飲食  居酒屋・パブ・バー

みづき 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

ミラクル 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

めし屋仙瑞 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

もつ鍋　燦久 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー
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もてなしや三ッ星 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

やきとり 彩蓮 竜ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

やきとり　春一番 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

やきとり一番 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

やきとり信ちゃん 向原 飲食  居酒屋・パブ・バー

やきとん　ごん 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

ゆうの蔵 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

らーめん食堂れんげ　富士吉田店 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

ライブハウス　ジュゲム 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

ラグジュアリー 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

葵 竜ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

印度キッチン 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

魁 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

海月 中曽根 飲食  居酒屋・パブ・バー

割烹　笹一 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

株式会社アドニス 富士見 飲食  居酒屋・パブ・バー

喜春 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

喫茶檸檬 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

居酒屋おれっち 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

居酒屋男爵 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

魚吉会館 旭 飲食  居酒屋・パブ・バー

魚民　富士山駅前店 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

串焼 GuGu 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

串揚げダイニングLit 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

鶏焼やみつき 下吉田 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

鶏焼やみつき本店 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

語らい処囲炉裏 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

山吹 上吉田東 飲食  居酒屋・パブ・バー

食呑　ほしゃ 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

真夜中の春一番 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

青葉 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

石蹄 富士見 飲食  居酒屋・パブ・バー

創作割烹吟 竜ケ丘 飲食  居酒屋・パブ・バー

炭火やきとり とばり 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

炭火焼き　KAMEYAMA 松山 飲食  居酒屋・パブ・バー

炭火焼居酒屋yama 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

中国料理　蓮 松山 飲食  居酒屋・パブ・バー

唐揚げ専門　いがらし 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

飛来夢 下吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

琉球酒場　響が丘ちゃんぷるー 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

和DINING　月のほとり 中曽根 飲食  居酒屋・パブ・バー

珈琲茶論 上吉田 飲食  居酒屋・パブ・バー

鮨処千太郎 新西原 飲食  居酒屋・パブ・バー

とらや呉服店 上吉田東 各種小売  呉服

富士山着物工房 下吉田東 各種小売  呉服

鍼灸ともや堂 下吉田 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

良接骨院 下吉田 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）

渡辺整骨院 下吉田 医療・保険・公共サービス  施術所（鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院）
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（有）日川時計店 下吉田 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

minure crystal 大明見 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

カメラのスズキ 緑ケ丘 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

シノン 上暮地 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

セイビドー下吉田店 下吉田 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

メガネスーパー下吉田富士見ＢＰ店 下吉田 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

眼鏡市場富士吉田 上吉田東 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

高島写真商会 下吉田 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

小池時計店 下吉田 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

富士吉田カメラのいとう 下吉田 各種小売  時計・貴金属・メガネ・カメラ

甲信マツダ富士吉田店 下吉田 サービス  自動車整備・各種修理

小林輪店 下吉田 サービス  自動車整備・各種修理

KEN‘S GARAGE 下吉田 サービス  自動車整備・各種修理

真栄自動車工業 下吉田 サービス  自動車整備・各種修理

株式会社アクタス広瀬 下吉田店 下吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

有限会社桂自動車整備工場 下吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

カーフィックスワタナベ 小明見 サービス  自動車整備・各種修理

世志自動車 小明見 サービス  自動車整備・各種修理

HondaCars山梨東 U-SELECT富士五湖 松山 サービス  自動車整備・各種修理

フルヤタイヤサービス 上吉田 サービス  自動車整備・各種修理

カーシステムハーツ 上吉田 サービス  自動車整備・各種修理

シーイーエス富士電気株式会社 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

日産プリンス山梨販売株式会社　富士吉田店 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

甲斐日産自動車　富士吉田店 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

堀内オートサービス 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

有限会社ミスタータイヤマン梶原 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

山梨ダイハツ販売　富士吉田店 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

オートバックス富士吉田 上吉田東 サービス  自動車整備・各種修理

カーショップヒロキ 上暮地 サービス  自動車整備・各種修理

(有)古屋モーター販売 上暮地 サービス  自動車整備・各種修理

S-Three 新屋 サービス  自動車整備・各種修理

G ARROWS 新西原 サービス  自動車整備・各種修理

ボディショップ　キタフジ 新西原 サービス  自動車整備・各種修理

イーグルショップ富士五湖店 中曽根 サービス  自動車整備・各種修理

トヨタカローラ山梨　吉田店 中曽根 サービス  自動車整備・各種修理

タイヤ館吉田 中曽根 サービス  自動車整備・各種修理

HondaCars山梨東 吉田店 中曽根 サービス  自動車整備・各種修理

中田自動車整備工場 富士見 サービス  自動車整備・各種修理

株式会社ＴＯＴＡＬＡＵＴＯＲＹＵ 富士見 サービス  自動車整備・各種修理

AUTO BODY HARU 竜ケ丘 サービス  自動車整備・各種修理

石井自動車整備工場 下吉田 サービス  自動車整備・各種修理

FJワインセラー 新町 各種小売  酒類・リカーショップ

Liquors たきぐち 上暮地 各種小売  酒類・リカーショップ

ミナミ酒店 上吉田東 各種小売  酒類・リカーショップ

ミナミ商店 上吉田東 各種小売  酒類・リカーショップ

河内屋 富士吉田店 下吉田 各種小売  酒類・リカーショップ

株式会社虎屋リカー 下吉田 各種小売  酒類・リカーショップ

戸田酒販富士吉田店 松山 各種小売  酒類・リカーショップ
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高根酒店 富士見 各種小売  酒類・リカーショップ

小野屋酒店 新西原 各種小売  酒類・リカーショップ

小野酒店 大明見 各種小売  酒類・リカーショップ

地酒のモトヘイ 小明見 各種小売  酒類・リカーショップ

二葉屋 大明見 各種小売  酒類・リカーショップ

権正畳店 下吉田東 サービス  住宅建設・リフォーム

富士浄化サービス 小明見 サービス  住宅建設・リフォーム

株式会社山田硝子工業 上吉田 サービス  住宅建設・リフォーム

ARNE設備工業 上吉田 サービス  住宅建設・リフォーム

eテック＆リフォーム　オオタニ 上暮地 サービス  住宅建設・リフォーム

GOLF SHOP ヒロセスポーツ 竜ケ丘 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

シマヤ釣具店 上吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

ダイソー富士吉田インター店 松山 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

ダイソー富士吉田店 下吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

ダイソー富士山駅ビル店 上吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

てんさらばさらてんさらばさら 富士見 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

トレイルランテストセンター 上吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

はんこの平和堂 上吉田東 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

神田スポーツ 下吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

卓示書店　本店 下吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

文具のオオハラ 下吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

有限会社ハルーピノキオ 下吉田 各種小売  書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

いちやまマート城山店 上吉田 各種小売  食品スーパー

スーパーＴＡＣ富士吉田店 中曽根 各種小売  食品スーパー

ベイシアスーパーマーケット富士吉田店 上吉田東 各種小売  食品スーパー

マルシゲ総合食品 上吉田 各種小売  食品スーパー

早川ストアー 上吉田 各種小売  食品スーパー

＆U　COFFEE　SHOP 下吉田 各種小売  食品販売店

Gateway Fujiyama ふじやま温泉 新西原 各種小売  食品販売店

Gateway　Fujiyama富士急ハイランドバス停店 新西原 各種小売  食品販売店

Gateway　Fujiyama富士山駅店 上吉田 各種小売  食品販売店

mayo菓子店ータイヨウtoツキー 富士見 各種小売  食品販売店

MYHERBS 上吉田 各種小売  食品販売店

NADAYA 上吉田 各種小売  食品販売店

TORAYA 下吉田 各種小売  食品販売店

アーヴェント 新西原 各種小売  食品販売店

クルル 大明見 各種小売  食品販売店

シフォン富士 大明見 各種小売  食品販売店

すみれ商店 上吉田東 各種小売  食品販売店

ハイランドリゾート売店 新西原 各種小売  食品販売店

パンの実 旭 各種小売  食品販売店

ふじやま屋 上吉田 各種小売  食品販売店

ほっともっと 吉田ときわ台店 ときわ台 各種小売  食品販売店

ほっともっと 吉田昭和通り店 中曽根 各種小売  食品販売店

マックハウス富士吉田 下吉田東 各種小売  食品販売店

やまいちLIQUORSTORE 大明見 各種小売  食品販売店

ユニオン 新町 各種小売  食品販売店

リサとガスパールショップ 新西原 各種小売  食品販売店
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リサとガスパールタウンパティスリー 新西原 各種小売  食品販売店

レモニャード 上吉田 各種小売  食品販売店

わたなべ米店 緑ケ丘 各種小売  食品販売店

伊藤精肉店 上吉田 各種小売  食品販売店

下吉田倶楽部 新倉 各種小売  食品販売店

株式会社もち吉富士吉田店 松山 各種小売  食品販売店

丸新製麺 竜ケ丘 各種小売  食品販売店

岩田食品 大明見 各種小売  食品販売店

広瀬商店 旭 各種小売  食品販売店

荒井米穀店 下吉田 各種小売  食品販売店

三枝米穀店 上吉田 各種小売  食品販売店

山田屋牛乳店 上吉田 各種小売  食品販売店

春木屋富士吉田店 下吉田 各種小売  食品販売店

小林青果店 富士吉田店 下吉田 各種小売  食品販売店

田家たむらのキムチ 下吉田 各種小売  食品販売店

東京屋製菓 竜ケ丘 各種小売  食品販売店

道の駅富士吉田 新屋 各種小売  食品販売店

富士の海老 松山 各種小売  食品販売店

富士山アグリファーム 上吉田東 各種小売  食品販売店

富士山アグリファーム　FUJINATUKI キッチンカー 上吉田東 各種小売  食品販売店

富士山みはらし　レストラン 富士山 各種小売  食品販売店

富士山みはらし　宿泊 富士山 各種小売  食品販売店

富士山レーダードーム館 新屋 各種小売  食品販売店

望月商店 竜ケ丘 各種小売  食品販売店

網倉茶商店 緑ケ丘 各種小売  食品販売店

木村屋 下吉田 各種小売  食品販売店

燻製屋 上吉田東 各種小売  食品販売店

宮本屋薬局 竜ケ丘 各種小売  製剤薬局

住吉薬局 下吉田 各種小売  製剤薬局

渡辺薬局 下吉田 各種小売  製剤薬局

壁谷薬局 上吉田 各種小売  製剤薬局

富士急行線　富士山駅 上吉田 交通・宅配・運転代行  鉄道

（株）三井金物店 中曽根 各種小売  百貨店・GMS・ディスカウントストア・ホームセンター

カインズホーム富士吉田店 上吉田東 各種小売  百貨店・GMS・ディスカウントストア・ホームセンター

山口獣医科医院 下吉田 医療・保険・公共サービス  病院・医院

幸町歯科 下吉田 医療・保険・公共サービス  病院・医院

樂天堂整形外科 上吉田 医療・保険・公共サービス  病院・医院

治療院　樂 上吉田 医療・保険・公共サービス  病院・医院

大田屋クリニック 上吉田 医療・保険・公共サービス  病院・医院

樂々堂整形外科 上吉田東 医療・保険・公共サービス  病院・医院

芙蓉建設 下吉田 サービス  不動産仲介・賃貸

Trinity hairstudio 旭 サービス  理容・美容

Bagus 旭 サービス  理容・美容

teena 下吉田 サービス  理容・美容

一品堂 下吉田 サービス  理容・美容

nuu 下吉田 サービス  理容・美容

サロン　ド　アメニティ 下吉田 サービス  理容・美容

ヘアサロンビリーブ 下吉田 サービス  理容・美容

recherche e  Salon 下吉田 サービス  理容・美容
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イングランズ・レイン 下吉田 サービス  理容・美容

ｍｉｒｒｏｒ 下吉田 サービス  理容・美容

美容室minto（ミント） 下吉田 サービス  理容・美容

理容プラージュ　富士吉田店 下吉田 サービス  理容・美容

C－iro 下吉田 サービス  理容・美容

CURE Stage 下吉田 サービス  理容・美容

ＶｉＶＡＣＥ 下吉田 サービス  理容・美容

TOMI's CAMP 下吉田 サービス  理容・美容

リューズスタジオ 下吉田 サービス  理容・美容

パームス下吉田店 下吉田 サービス  理容・美容

hair remix 下吉田東 サービス  理容・美容

39BASE 向原 サービス  理容・美容

カットスタジオ　カツマタ 小明見 サービス  理容・美容

美容室　きらら 小明見 サービス  理容・美容

カットスペースヒロセ 小明見 サービス  理容・美容

Salon de SOAN 松山 サービス  理容・美容

イデア 松山 サービス  理容・美容

スタジオ　アルティー 松山 サービス  理容・美容

アイラッシュミート 上吉田 サービス  理容・美容

Hair Legend Jyuo 上吉田 サービス  理容・美容

ヘアー パイソン(HAIR PYTHON) 上吉田 サービス  理容・美容

エスカットショップ富士山店 上吉田 サービス  理容・美容

Men’s Hair Salon Chicken 上吉田 サービス  理容・美容

カルネ 上吉田 サービス  理容・美容

MOOI 上吉田 サービス  理容・美容

A☆Room 上吉田 サービス  理容・美容

Hair&Bridal noah 上吉田 サービス  理容・美容

Pacem Hair Design 上吉田 サービス  理容・美容

LUCIDO STYLE Ricotto 上吉田東 サービス  理容・美容

アーティスティックヘアーライトハウス 上吉田東 サービス  理容・美容

理容カワニシ 上吉田東 サービス  理容・美容

CLAIR・クレア 上吉田東 サービス  理容・美容

STORY 上吉田東 サービス  理容・美容

ZELE富士吉田 上吉田東 サービス  理容・美容

CUT ROOM KAGAMI 上吉田東 サービス  理容・美容

eyelash green green home 新屋 サービス  理容・美容

美容室selebu 新西原 サービス  理容・美容

glad　nail 緑ケ丘 サービス  理容・美容

ON 新西原 サービス  理容・美容

大明見理容 大明見 サービス  理容・美容

美容室369 中曽根 サービス  理容・美容

パールプラス　富士吉田店 中曽根 サービス  理容・美容

Rico Feliche 中曽根 サービス  理容・美容

Birthplace 中曽根 サービス  理容・美容

ヘアーサロン ムトウ 緑ケ丘 サービス  理容・美容

ヘアースタジオBARIKAN 上吉田東 サービス  理容・美容

HAIR COAST 下吉田 サービス  理容・美容

ビューティールワンジュ 新西原 サービス  理容・美容
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富士ツーリストジャパン 富士見 サービス  旅行代理店・旅行業

バスきっぷ売り場　富士山駅 上吉田 交通・宅配・運転代行  路線バス

バスきっぷ売り場富士急ハイランドバスターミナル 新西原 交通・宅配・運転代行  路線バス
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