
No 業種 店舗名 住所 連絡先 優遇措置内容

1 飲食店
ダイニングテーブル茜どき
石和店

笛吹市石和町四日市場1661 055-262-8117
会計時、消防団員証の提示で、4名様以上
のご利用の場合10％割引き（他のクーポン
券やサービス特典とは併用不可）

2 飲食店 居酒屋　庵 笛吹市石和町四日市場1728-1 055-262-3235 会計料金10％割引き

3 飲食店 五葉松 笛吹市境川町藤垈2528 055-266-3301
御食事 増量サービス、団体様飲み物サー
ビス

4 サービス 小澤自動車工業 笛吹市御坂町下黒駒2173 055-264-2915 車検時エンジンオイル交換サービス

5 サービス ㈱ふじでんサービス 笛吹市石和町井戸218-2 055-261-0211
車検時オイル交換　無料
技術料金　5～10％ＯＦＦ

6 サービス ㈱カモシタ 笛吹市石和町市部1109－13 055-262-3881
メガネ10％割引き
（但し、他の割引券との併用不可、一部商品
を除く）

7 サービス ミズカミ看板店 笛吹市御坂町成田1189-1 055-262-4938
自社製作製物の代金割引
消防・防災等に関する各種掲示物の掲出

8 サービス 東八防災株式会社 笛吹市御坂町八千蔵287-1 055-262-6024 個人で購入の物に限り10％割引き

9 サービス 木のおもちゃ専門店トーイデコ笛吹市石和町松本477-1 055-263-2788
合計料金10％割引き
（但し、一部商品を除く、現金のみ）

10 サービス ㈲アトリエ・ＳＨＯＵ 笛吹市石和町市部940-1 055-244-7425
1万円までは10％割引き
1万円以上の方は15％割引き

11 サービス ㈱エル昭和 笛吹市境川町石橋800 055-266-4711
ギフト用品お買上げでＴポイント５倍サービス
一般寝具（5,000円以上の品)お買上げ２０％割引
き（ブランド品は除く）

12 サービス 御坂農園グレープハウス 笛吹市御坂町夏目原656-1 055-263-3111
お食事を申し込みの方はワンドリンクサービ
ス

13 サービス 笛吹ワイン 笛吹市御坂町夏目原992 055-263-2299 5％割引き

14 サービス 株式会社　小林事務機 笛吹市石和町今井185-2 055-263-4466 10％割引き(一部商品を除く)

15 サービス 株式会社　小林事務機 甲州市塩山上於曽1104-3 0553-33-2042 10％割引き(一部商品を除く)

16 ホテル ホテル　花いさわ 笛吹市石和町松本1409 055-262-4166
大人8名様以上のご予約で、カラオケサービ
スまたは一升瓶ワイン１本プレゼント

17 ホテル 石和びゅーほてる 笛吹市石和町川中島1607 055-262-4425
大人8名様以上のご予約で、カラオケサービ
スまたは一升瓶ワイン１本プレゼント

18 ホテル 春日居びゅーほてる 笛吹市春日居町鎮目178 0553-26-3811
大人8名様以上のご予約で、カラオケサービ
スまたは一升瓶ワイン１本プレゼント

19 ホテル ホテル　花京 笛吹市石和町川中島116 055-263-4455 酒１本　カラオケサービス

20 ホテル 株式会社　君佳 笛吹市石和町川中島1607-28 055-262-3757
入浴料金1人800円を半額の400円で利用年
末年始（12/31,1/1)5/3,4土曜日を除く日
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21 ホテル ホテル石庭　(株)三和 笛吹市石和町窪中島587 055-262-4155 宿泊・夕食の10％割引き

22 サービス イッツモア　一宮 笛吹市一宮町竹原田1333 055-278-6000
２０００円（＋税）以上　お買い上げのモアカード会
員様及び消防団員カードお持ちのお客様にポイン
ト２倍（他のサービスとの併用不可）

23 飲食店 旬彩酒房　みつむら 笛吹市石和町八田1-2 055-262-5333
2名様以上でおつまみ2品サービス
8名以上宴会で焼酎ボトル1本サービス

24 飲食店 藤よし 笛吹市境川町藤垈1744 055-266-6330 8名様以上で焼酎720㎜ボトル1本サービス

25 飲食店 レストラン夢追い人 笛吹市境川町小黒坂1880-2 055-266-3863
御食事のお客様に本日のデザートサービス
お子様にはジュースサービス

26 飲食店 季彩・やなぎ 笛吹市八代町南868 055-265-3233 会計料金の10％割引き

27 飲食店 八代家 笛吹市八代町南566-7 055-265-2401 予約8名以上で焼酎ボトル１本サービス

28 飲食店 福乃家 笛吹市八代町南409 055-265-2523 8人以上1人2000円以上で焼酎ボトル1本

29 小売業 サイクルショップ・シムラ 笛吹市八代町南930-15 055-265-2232 修理代金の5％サービス

30 サービス アクティブ・ガレージ・テヅカ 笛吹市八代町永井61-1 055-265-1147
夏・冬タイヤ（ホイール付）の交換無料
車検時のオイル交換無料

31 サービス 龍澤自動車整備工場 笛吹市境川町前間田58-2 055-266-3466 技術料金・作業内容の10％割引き

32 サービス トータルカーサービス 笛吹市境川町藤垈2451 055-266-6728
車検時オイル交換無料
全技術料金5％割引き

33 サービス （有）スマートテックウサミ 笛吹市境川町小黒坂512-1 055-266-4800
車検時エンジンオイル交換サービス
技術料金5％割引き

34 サービス 石原モータース 笛吹市八代町永井1251-1 055-265-2237 車検時エンジンオイル交換無料

35 ゴルフ ㈲笛吹ゴルフセンター 笛吹市石和町川中島1607-8 055-263-1200
全日メンバー料金　1球8円に割引き
（団員証提示の本人に限る）

36 飲食店 うどん処やながわ亭 笛吹市石和町川中島3-1 055-261-0076
食事処　各種うどん50円引き
居酒屋　4名以上焼酎ボトル1本サービス

37 サービス 株式会社　ファイン企画 甲府市里吉2-13-23 055-223-9988
専門家プロによる保険訪問無料相談サービ
ス

38 小売業 小林畳店 笛吹市石和町市部1137 055-262-2571
表替えまたは新規入替えの場合ミニ畳をプ
レゼント

39 サービス 古屋設備 笛吹市石和町市部794-2 055-262-5048 設備工事代金から5％引き

40 サービス (株)沢田屋薬局 笛吹市石和町市部1084 055-262-2030
健康相談にご来店の方に栄養ドリンクをプレ
ゼント
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41 ホテル ビジネスホテル白扇 笛吹市石和町四日市場1854 055-262-4883
素泊まりに限り朝食サービス
夕食時グラスワインサービス

42 飲食店 居酒屋　扇 笛吹市石和町四日市場1810 090-4953-5886
団体割引ありコース御予約4名様以上で焼
酎ボトルサービス（納涼会･新年会シーズン
は除く）

43 飲食店 食彩酒房月のうさぎ 笛吹市石和町駅前7-4 055-262-3730 4名様につき1品サービス

44 飲食店 にしき 笛吹市石和町駅前3-7 055-263-2452 消防団の集まりのみ1品サービス

45 飲食店 喜多方ラーメン升亭石和店 笛吹市石和町窪中島87-1 055-262-6010
ファーストドリンクサービス・小学子供ラーメ
ン半額

46 バイク バイクショップ藤本 笛吹市石和町市部568-2 055-262-2641
オートバイ新車購入時、オプション部品・洋
品１０％割引（一部対象外品あり）

47 サービス てづか酒店 笛吹市石和町窪中島233 055-262-3154
合計金額より3％引き（タバコ・宝くじ・切手・
印紙除く）

48 卸・小売 SPLSH 笛吹市石和町四日市場570 055-298-4909 ポスター掲示

49 飲食店 食事処　すえき 笛吹市石和町広瀬623-1 055-263-7749
4人以上予約に焼酎1本　子供連れのファミ
リーにソフトドリンク（子どもに）　小鉢１品

50 サービス 保坂自動車整備工場 笛吹市石和町小石和1709-4 055-262-3958 作業工賃の5％割引き

51 サービス
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1608-2 055-262-1230 8％割引き

52 サービス ㈱満足屋　石和店 笛吹市石和町四日市場1816 055-263-6585
お買上げの総額から５％割引（税込価格）
一部セール品・特価商品
(他のセールとの併用は不可となります）

53 サービス オートサービス　シズメ 笛吹市春日居町鎮目828 0553-26-5065
車検時エンジンオイル交換無料
全技術料金５％割引

54 サービス 美容室ａｉｒｙ 笛吹市春日居町小松1054-4 0553-26-5510 パーマ・カラー・カット　１０％ＯＦＦ

55 サービス 味馬車 笛吹市御坂町下野原1152-1 055-262-7215
飲酒される方には小鉢１品
お子様にはジュース１人つき１杯

56 サービス 酒処　しゃれ 笛吹市御坂町成田1403-2 055-242-6822
４名様以上の来店
ファーストドリンクサービス

57 サービス 大和食堂 笛吹市御坂町下野原1154 055-262-4540
１０名様以上の宴会で焼酎ボトル１本
サービス（予約に限る）

58 サービス ラーメン専科　御坂店 笛吹市御坂町夏目原1140-1 055-263-0106 一品サービス

59 サービス 山下染物工場 笛吹市御坂町八千蔵454 055-262-3068 ５％割引き（一部商品を除く）

60 サービス カラオケ喫茶＆スナックＡｉ 笛吹市石和町市部478 055-269-8568
１人3,000円、時間無制限、歌い放題
ファミリーカードは会計料金から10％割引
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