
富士見町 事業者・町民応援振興券 取扱店

【 最終 】

飲 食 店

〇あぐりﾗｲﾌ信州諏訪　西山店・・・  62-2924
　　　　　　　　　　 立沢店・・・  62-2924
〇雨宮鈑金・・・・・・・・・・・  62-7722
〇有賀畳商会・・・・・・・・・・  62-2140
〇泉屋・・・・・・・・・・・・・  62-5175
〇イチジュウ・・・・・・・・・・62-2016
〇井筒屋菓子店・・・・・・・・・  62-2217
〇MMF→・・・・・・・・・・・・  78-7792
〇ｶｺﾞﾒ野菜生活ﾌｧｰﾑ富士見【売店】78-3935
〇キャトル・セゾン・・・・・・・  78-1708
〇キリン堂・・・・・・・・・・・  62-2081
〇久保洋服店・・・・・・・・・・  62-2139
〇高原電機・・・・・・・・・・・  62-2226
〇五味接骨院・・・・・・・・・・  62-5766
〇さくら藤沢薬局・・・・・・・・  61-1815
〇JA 信州諏訪   乙事店・・・・・・  62-2130
　　　　　　　　境店・・・・・・  65-3667
〇就労継続支援 A型事業所｢Jumpin’｣・・  78-8823
〇ストーブ生活富士見店・・・・・  62-2947
〇炭火焼肉ホルモン職人・・090-3919-4296

富士見町 事業者・町民応援振興券 取扱店
使用期間：令和３年３月１日（月）～５月３１日（月）

第３弾第３弾

商 店

〇家ごはん kiertotie・・・・・・・  55-8502
〇居酒屋カラオケ林・・・・080-4943-6888
〇居酒屋 伝楽・・・・・・・・・・  78-8581
〇磯五郎・・・・・・・・・・・・  62-7911
〇一品香・・・・・・・・・・・・  65-3585
〇田舎そば三井・・・・・・・・・  62-3468
〇うまいもん処信濃坂・・・・・・  62-5077
〇大石食堂・・・・・・・・・・・  62-2054
〇大石分店くら・・・・・・・・・  62-5300
〇お食事処くーとろん・・・・・・  62-8080
〇Osteria agiato・・・・・・・・・  62-7040
〇お茶と本和茶モン・・・・・・・  62-4174
〇IL FAGGIO(ｶｺﾞﾒ野菜生活ﾌｧｰﾑ富士見内 )・・ 78-3935
〇Gardenia・・・・・・・・090-6542-0823
〇カフェ＆スペース飛行船・・・・  75-5058
〇ｶﾌｪ&ﾚｽﾄﾗﾝ ぴあーの・・・・・・62-8202
〇Cafe DanDan ・・・・・・・・・62-2210
〇ｶﾌｪﾊﾞｰ＆ｸﾞﾘﾙぞうさん・・・・・  78-3263
〇ｶﾌｪﾃﾘｱぞうさん(高原病院内)・・  78-3263
〇きざしステーション・・・  070-3853-2585
〇喫茶ジョイン・・・・・・・・・  62-4250
〇季楽庵 ・・・・・・・・・・・・  62-7190

〇国界・・・・・・・・・・・・・  64-2402
〇食堂しなの・・・・・・・・・・  65-3046
〇ｽｼ＆ﾋﾞｽﾄﾛﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ京平・・・・・  62-7677
〇すみれ亭・・・・・・・・・・・  62-3308
〇川香楼・・・・・・・・・080-4943-6888
〇そば処 おっこと亭・・・・・・・  62-7188
〇たまごや工房八ヶ岳店・・・・・ 78-8186
〇中華居酒屋 福家源・・・・・・・  78-8280
〇手打蕎麦 眞・・・・・・・・・・  64-2212
〇手打ち蕎麦 彩春・・・・・・・・  78-3480
〇ドライブイン赤石・・・・・・・  64-2704
〇なかむら屋・・・・・・・・・・  62-2142
〇ビストロ梅の木・・・・・・・・  62-5694
〇道の駅 信州蔦木宿【食堂】・・・  61-8222
〇八ヶ岳ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝ【ﾚｽﾄﾗﾝ】・・・・  66-3339
〇洋食飯屋mamaya・・・・・・・  62-8666
〇レストランかぶと・・・・・・・  62-5073
〇ロッヂコスモス (テイクアウト )・・・  62-3855

〇ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ富士見町富士見店・・・  62-7771
〇ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ信州富士見役場上店・・  62-7771
〇大丸屋・・・・・・・・・・・・  62-2022
〇手作りパンふぁみーゆ・  ・・・・  62-7839
〇デワシューポート (西友店内 )・・・  62-5882
〇東海自動車興業・・・・・・・・  62-2416
〇中野屋商店・・・・・・・・・・  62-2072
〇ﾆｭｰﾔﾏｻﾞｷ ﾃ ｲ゙ﾘｰｽﾄｱ富士見高原店・・  62-2111
〇ヒライデ・・・・・・・・・・・  62-2423
〇平出時計店・・・・・・・・・・62-3260
〇富士甲金物店・・・・・・・・・  62-2123
〇富士見町地域活動支援ｾﾝﾀｰ赤とんぼ・・  61-2310
〇Petit fleur ～風花舎～・・・ 090-4161-6229
〇マルヤス電気富士見店・・・・・  62-2355
〇道の駅 信州蔦木宿【売店】・・・  61-8222
〇三好種子・・・・・・・・・・・  62-2267
〇八ヶ岳ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝ【ﾍﾞｰｶﾘｰ】・・・  66-2903
〇リカーハウス福寿屋・・・・・・  62-2944
〇両国屋豆腐店 ・・・・・・・・・ 62-2207
〇ロンシャン塩崎・・・・・・・・  62-2154

【デリバリー】
〇サンシンワークス・・・・・・・  62-5500
〇はなまる屋満天商店・・・・・・  75-5352

（小売）



お問い合わせ 富士見町役場 産業課商工観光係（2階 12 番窓口）

TEL：62-9342（8:30 ～ 17:15）　　FAX：62-4481

Email：kankou@town.fujimi.lg.jp

レジャー施設

〇JMB富士見ﾊ ﾉ゚ﾗﾏﾊ ﾗ゚ｸ ﾗ゙ｲﾀﾞー ｽｸｰﾙ・・  62-7691
〇ｶｺﾞﾒ野菜生活ﾌｧｰﾑ富士見
　　　　　　【野菜収穫体験】・・・  78-3935

〇陶板浴みらい・・・・・・・・・  55-5080
〇八峯苑鹿の湯・・・・・・・・・  66-2131
〇美肌温泉ゆーとろん水神の湯・・・  62-8080

美容院・理髪店

〇さとみ美容室・・・・・・・・・  62-2324
〇サロン・ド・ジュネ・・・・・・  62-2534
〇サロン・ド・ルージュ・・・・・  62-7666
〇STANDARD HAIR  ・・・・・・・  75-2668
〇美容室 赤い鳥・・・・・・・・・  62-5832
〇hair&eyelash fuful・・・・・・・  55-7011

公 衆 浴 場

〇ヘアーセシル・・・・・・・・・  62-6058
〇理容富士・・・・・・・・・・・  62-3233
〇理容店ｶｯﾄｼﾃｨ(JA 乙事支所 )・・  090-4153-8571
【ペット】
〇ペットハウス Bibi・・・・・・・  62-5728

給 油 所

〇エンドウ・・・・・・・・・・・  62-2365
〇窪田ﾓｰﾀｰｽ 諏訪南ｲﾝﾀｰ給油所・・  62-5760

〇シモクラ栂沢給油所・・・・・・  62-5830
〇出羽モータース・・・・・・・・  62-2350

〇富士見高原健康ハウス・  ・・・・  62-6543
〇道の駅 信州蔦木宿【温泉】・・・  61-8222

〇貸しきり宿 みらい・・・・・・・  55-5080
〇ゲストハウス KARAI・・・・・・  63-1342

宿 泊 施 設

〇プチペンション ジョナサン・・・66-2449
〇ペンション ラクーン・・・・・・  66-3166

〇富士見高原スキー場・・・・・・  66-2932
〇富士見パノラマリゾート・・・・  62-5666
〇八ヶ岳アルパカ牧場・・・・・・  75-2554

※振興券には切り取り線 (点線 )がついています。
　手で切り取れるようになっておりますので、手で切り離してお使いください。
　（点線以外の部分で切り取ってしまったものはお使いいただけませんので、役場へご連絡ください。）
※振興券をご利用の際は、各取扱店舗で取り組む新型コロナウイルス感染症対策に
　ご協力をお願いいたします。


