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我思う旨さを追い求め、ラーメンエボ

ルビング（進化し続けるラーメン）という
テーマを核に、進化、深化、真価を目指し
たラーメン作りに精進していく。そんな強

い思いを胸に秘め、日々精一杯頑張って
います。

お客様のご来店心よりお待ちしており

ます。

Twitter：
「

熱人 G 麺」

夜限定麺大盛
料（
注文 方 限 ）
期間／2020.12.31

Map No.77

自家製中華そば 麺の虜

Map No.113

ラーメン熱人 G 麺

■住所／甲斐市玉川 254-2
■ TEL／ 055-206-1680 ■定休日／火曜日
■営業時間／昼の部 11：00 ～ 14：00・夜の部 17：00 ～ 23：00

■住所／昭和町押越 744-2
■定休日／金曜日 ■駐車場／ 35 台（うち第 2 駐車場 15 台）
■営業時間／平日／11：00 ～14：00・18：00 ～21：00
土・日・祝／11：00 ～ 15：00・17：00 ～ 21：00

昔ながらのあっさりな味で、また食べ

半世紀前に京都で生まれた、屋台発祥の
ラーメン。京都に行かないと食べられないラー
メンが山梨で食べれるんです。スープ、チャー
シュー、醤油ダレ等、手作りのラーメン。麺は京
都の製麺所から直送。葱も京都ブランド九条葱
（契約農家直送）。サイドメニューのからあげ、
やきめし。最近はキムチ豚骨ラーメンや塩ラー
メンも人気です。お子様連れのお客様にはくじ
引きができます。ご来店、お待ちしております。

たくなる。

それがさんぷくのつけそば。

老若男女問わず誰にでも愛される逸

品。

……………………
……………………
……………
…………………
……………………

825 円（税込）
650 円（税込）
960 円（税込）
680 円（税込）
470 円（税込）

醤油
（並）……………… 750 円（税込）
味噌
（並）……………… 800 円（税込）
塩
（並）………………… 800 円（税込）
※大盛 50 円増、特大 100 円増、超特大
！
【
】
小定食（醤油）
（
+
+
）… 1,050 円（税込）

持参 「
」
（1 組
1品
）
期間／2021.9.30

Map No.40

つけそば さんぷく 昭和店

大盛無料
※食 残 厳禁
期間／2020.11.30

Map No.78

■住所／昭和町西条 5051 ﾠ■ TEL／ 055-268-0329
■定休日／水曜日 ■駐車場／ 8 台
■営業時間／ 11：30 ～ 21：00

山さんラーメン

■住所／昭和町押越 1633 ■ TEL／ 055-287-7167
■定休日／火曜日（臨時休業あり） ■駐車場／ 11 台
■営業時間／ 11：00 ～ 16：00 頃※午前の営業終了時間はお客様の入り状況により変動有
18：00 ～ 21：00 頃※午後の営業終了時間は本日の仕事が終わり次第
10

丼無

11

ラーメン

ラーメン

移転・リニューアル OPEN！！
2017 年 1 月のオープンから 3 年が過
ぎ、さらなる高みを目指すべく、この度新
店舗へ移転しました。
「大つけ麺博 10 周年特別企画 ラーメ
ン日本一決定戦 第 3 位」の看板をひっ
さげ、満を持して、新店舗でもこだわりの
ラーメンを提供していきます。
人気の昆布水つけ麺やあの J 系ラー
メンもレギュラー化！アルコール飲料や
おつまみ、お土産用のラーメン・つけ麺
もご用意しております。
みなさまのご来店を心よりお待ちして
おります。

同

Map No.17

昼 はランチバイキング。4 種 類 のカ

レー・焼きたてナン・ライス・サラダ・
デザートが食べ放題！

夜はカレー（35 種類以上）はもちろん、

タンドリーチキン等、本場・本物のインド
料理を是非お楽しみ下さい。

ディナータイムにご来店のお客様に、

「タンドリーチキン人数分サービス」の
カードをお配りします。

予算 ……………………… 900 円〜
予算 ……………………1,500 円〜

…………………… 400 円（税込）
付 ………………… 550 円（税込）
（
・
）各 500 円（税込）
……………… 500 円（税込）
……………………… 700 円（税込）〜

喫茶マリーエ

Map No.9

■住所／昭和町西条 3549
■ TEL／ 055-228-0916 ■定休日／水曜日
■営業時間／ 8：00 ～ 19：00

インド料理 スーリヤ（Since1995）

■住所／昭和町清水新居 258-1
■ TEL／ 055-267-6979 ■定休日／月曜日のディナー
■営業時間／ランチ 11：30 ～ 15：00・ディナー17：30 ～（LO 21：00）

厳選した豆を使用した香り高いコー

お店の看板メニュー �関西風・オム焼

ヒー、オーガニックの茶葉にこだわった

きそば� は、とろ～りたまごが焼きそばの

ど、豊富なドリンクメニューをご用意して

まらなくおいしいと、子どもから大人まで

紅茶、フルーツを使用したスムージーな

上にのっていて、その絶妙な味わいがた

おります。

大人気です。お祭りやイベントにも多数

是非ご来店お待ちしております。

出店しているので、�キッチンそらのオム
焼きそば屋� を見つけて食べに来てくだ

………… 290 円〜（税別）
各種 ……………… 370 円（税別）
各種 …………… 440 円〜（税別）
各種 …………… 470 円（税別）

さい。大人気 !! 580 円定食は、ハンバー
グ、チキン南蛮、焼き魚など多数ご用意

し、お待ちしています。

………………
……………………
焼定食 ……………
南蛮定食 ……………
定食 ……………
野菜
定食 ……………
焼
豚

Map No.104

WORLD CAFÉ 甲府昭和店

Map No.138

■住所／昭和町河西 1600-6
■ TEL／ 055-225-5170 ■定休日／不定休
■営業時間／平日 9：00 ～ 23：00（LO 22：30）
土・日・祝 7：00 ～ 23：00（LO 22：30）

キッチンそら

■住所／甲府市善光寺 1-22-1 ■ TEL／ 090-7550-7202
■定休日／土曜日・日曜日・祝祭日
■営業時間／ 11：00 ～ 17：00（LO 16：00）

12
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焼

500 円（税込）
450 円（税込）
580 円（税込）
580 円（税込）
580 円（税込）
580 円（税込）

喫茶・洋食

喫茶・洋食

当店のウリは韃靼（だったん）そば粉を
100％使用したそばプリン。ルチン含有量
は普通のそばの約 100 倍で、血圧や血糖
値を安定させるといわれています。さら
にシミやそばかすの生成を抑える成分も
含まれ美容にも効果大！挽きたてのコー
ヒーと一緒にぜひお召し上がりください。
また、昔ながらの懐かしい味わいのナ
ポリタンは当店の人気商品！ニンジンを
まるごと使ったニンジンジュースもおすす
めです。皆さまのご来店を心よりお待ちし
ております。

地元の四季で採れる食材を使用して、

季節の素材を生かした料理を提供する

イタリア料理店。

に保存料は一切使用しておりません。

コースも 2,400 円～と価格もリーズナブ

をお楽しみいただけます。

しているので、HP でチェックしてください。

喫茶・洋食

様に安心してお召し上がりいただくため

ランチセットは 1,150 円～、ディナー

石窯で焼き上げたこだわりの味と食感

4 種類
石窯焼

また、個室も完備しているので、各種

……………… 1,180 円（税込）
……………… 1,380 円（税込）
……… 1,380 円（税込）
…………… 1,280 円（税込）
………… 380 円（税込）
…………………… 380 円（税込）

便利帳 見
期間／2020.9.30

Map No.4

ル。誕生日等の記念日のサービスも充実

パーティー、お忍びデートなど様々なシ

チュエーションで利用できます。

B………………………1,450 円
、
、
、 、
）
D ……………………………2,350 円
（ 好
、 料理、
、
、 、
）
（
）…………2,900 円
（前菜盛合 、
、 料理、
、 、
）
（全 税別）

（ 好

来店
客様
（1 組 1 品）。

石窯ダイニング コンガリータ・ラッポルティ

Map No.36

■住所／昭和町清水新居 1503NK ビル 101
■ TEL／ 080-7800-8470 ■定休日／不定休 ■駐車場／有り
■営業時間／ 11：30 ～13：30 18：00 ～21：00

リストランテカントゥ

■住所／昭和町西条 5154 ニューライフビル 2F
■ TEL／ 055-275-8160
■定休日／木曜日 ■駐車場／ 16 台
■営業時間／ 11：30 ～ 14：00（LO）･18：00 ～ 20：30（LO）

あらゆる 肉 の No.1 が 集 まるお 店！

昭和町にある一軒家のレストラン。一

肉 が 主 役 の 洋 風 居 酒 屋、肉 ビストロ

歩中に踏み入れるとそこは、ラ・クール

KAGURA です！1 級肉焼き士＆プレモル

の語源となる「中庭」が広がり四季折々

達人が美味しく楽しい時間を提供いたし

の風景を楽しめる。

ます！取り分けスタイルなので気軽に楽

食事は結婚式で定評のあるお料理を

しんでいただけます。肉好きにはたまら

ランチ・ディナー・テイクアウトでお楽

ないメニューばかりです !!

しみ頂けます。誕生日や記念日などの節
目の日にぜひ…。

・肉盛 合
………… 1,800 円〜（税別）
・季節野菜
………… 830 円（税別）
・
……………… 999 円（税別）
・肉
食 比
…… 1,380 円（税別）
・
盛 合
……… 1,590 円（税別）

………………… 1,000 円〜
料理 …………………… 2,300 円〜
記念日
…………………… 8,000 円
………………… 5,000 円〜
＊
税別表記

持参 方 、甲州
肉
1人1貫
！
期間／2020 年末

Map No.58

肉ビストロKAGURA

■住所／昭和町西条 664-1 ■ TEL／ 055-269-8236
■定休日／不定休 ■駐車場／ 40 台
■営業時間／ランチ 11：30 ～ 14：30（LO 13：30）
テイクアウト 10：30 ～ 19：00・ディナー17：00 ～ 22：00（LO 21：00）
14

期間／2020 年末

Map No.110

レストラン ラ・クール

■住所／昭和町飯喰 413-1 ■ TEL／ 055-268-0660
■定休日／毎週（火・水） ■駐車場／ 50 台
■営業時間／ Lunch 11：30 ～ 14：00（LO）
Dinner 18：00 ～ 22：00（LO 20：00）
15

。

喫茶・洋食

作れるものは全て手作りしています。皆

「初顔合わせ」
「お宮参り」
「お食い初

自家栽培の素材をふんだんに使った

地産地消のおばんざいランチ食べ放題を

記念日」大切なご先祖様を偲ぶ「年忌法

ついた豪華内容です。

理とおもてなし、ゆったりとした個室で最

らご家族まで皆様に喜ばれております。

和食

実施中。寿司、刺身、天ぷらにデザートの

要」等ご家族様への大切なお時間をお料

ててて！TV でも紹介され、お一人様か

高の時間を演出します。
祝 会席
法要会席
子様

… 3,000 円〜5,000 円
… 3,000 円〜5,000 円
…………………… 1,000 円
（全 税別）

15 名様以上
料理
1 名様分
料理無料
期間／2021.9.30

Map No.29

食 放題 … 1,000 円（税別）
豆腐食 比 3 点盛 …… 780 円（税別）
棡原御膳…………………… 1,900 円（税別）
麦
御膳 ………………… 1,900 円（税別）

予約

奥京甲府昭和店

2倍
期間／2020.12.31

Map No.89

■住所／昭和町西条 2271-1 ■ TEL／ 055-268-5755
■定休日／月曜日 ■駐車場／ 20 台
■営業時間／ 11：00 ～ 14：30（LO 14：00）
18：00 ～ 21：30（LO 21：00）

郷土料理 棡原（ゆずりはら）

■住所／昭和町河東中島 1152-1 ■ TEL／ 055-275-6633
■定休日／水曜日 ■駐車場／ 25 台
■営業時間／ 11：00 ～ 14：00・17：30 ～ 22：00

親しい方や大切な方との楽しいお食事

当店の大広間は、やまなしグリーン・
ゾーンの認証を得てコロナ対策はバッチ
リです。お気軽にご利用ください。
いよいよ、令和３年６月より食の安全安
心に向けた HACCP 制度が完全義務化さ
れます。今まで以上に食品の衛生管理に
気をつけて営業していきたいと思います。
好評のお昼の寿しランチ・バラちらし・
海鮮ちらしをぜひご賞味ください。

の席を大切にします。

お客様に笑顔で食事をして頂きたい！

そのために調理方法や食材選びは常に
工夫し、職人が日々研究しております。

炭火焼黒毛和牛
…………………………… 2,980 円（税別）
各種慶事 法要 食事会、 宴会 料理
……………… 3,000 〜6,000 円（税別）

Map No.59

お食事処 川 昭和本店

好評
用
巻 寿 1.5 人前
…………………1,200 円（要予約）
（税込）
特製寿
1 人前 …… 900 円（税込）
寿
…………… 900 円（税込）
…………… 900 円（税込）
海鮮
………… 1,100 円（税込）
無尽・宴会 ………… 2,500 円〜（税別）
法事 ………………… 4,000 円〜（税別）
気軽
問 合
。

Map No.112

■住所／昭和町西条 4339-3
■ TEL／ 055-275-8117 ■定休日／水曜日（月に２回）
■営業時間／ 11：00 ～ 14：30・16：30 ～ 21：30

寿司割烹つばめ

■住所／昭和町築地新居 2097 ■ TEL／ 055-275-3734
■定休日／火曜日 ■駐車場／ 25 台
■営業時間／ 11：30 ～ 13：30・17：00 ～ 21：30

16
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和食

め」
「初節句」
「七五三」
「入学・入園祝い」

「ご長寿のお祝い」
「ご家族・ご友人の

当店では、コロナに負けない体造り

吉べえは何と言ってもメニューの多さ

をサポートすべく、最上の豚肉を厳選し

がウリ。お食事メニューは 135 種類。そ

のほか、おつまみ一品メニューも豊富に

和食

や免疫アップに繋がるように願いを込め

ございます。

て、一つ一つとんかつを仕込んでいます。

特に今回のおススメは、3 種の海鮮丼

平日には大変にお得なランチメニュー

が楽しめる「海鮮三色膳」です。

大小宴会無尽も承っております。ぜひ、

もありますので是非ご利用下さい。
特製

盛合
A

「

便利帳 見 」 言
、食前 特製酵素
期間／2021.3.31

Map No.108

お越しください。

…………… 907 円（税込）
定食 ……………… 1,760 円（税込）
定食 …………… 1,760 円（税込）
定食 ………… 2,310 円（税込）
…………………… 1,000 円（税込）

持参

頂

海鮮三色膳 ……………… 1,750 円（税別）
鮪
丼 …………………… 930 円（税別）
南蛮定食 ……………… 800 円（税別）
予約
一人様 ……… 2,500 円〜（税別）

。

甲州直治朗

Map No.118

■住所／昭和町飯喰 415 ■ TEL／ 055-275-9907
■定休日／木曜日 ■駐車場／ 10 台
■営業時間／ 11：00 ～ 14：30・17：00 ～ 20：00

和食や 吉べえ

■住所／昭和町飯喰 1242-1
■ TEL／ 055-275-6824 ■定休日／年中無休
■営業時間／ 11：00 ～ 14：00・17：00 ～ 22：00

住宅街の中にあります「手打ちそばの

京都で修業をし、培った「土釜で米を

やまだ亭」

炊く技術」を山梨県産の食材を使い、最

ヒノキの香りが漂う趣のある和室で

大限に表現しています。

ゆっくりしてください。自慢のそばは、国

京都の職人が 3 ヶ月費やして作る土

産のそばを石臼でひいて、手打ちで丁寧

釜を使い、水は白州にある七賢から仕込

に仕上げております。

み水をいただき、米は県産の 5 種類の米

天せいろは、ぷりぷりの海老天と野菜

を日替わりで提供します。

の天ぷらが絶品です。
天

地

親子丼定食 …………… 1,500 円
南蛮定食 ………………… 1,500 円
日替 焼 魚定食 …………… 1,500 円〜
（全 税別）

………………… 1,200 円（税込）
………………… 950 円（税込）
……………… 850 円（税込）

人数分
期間／2021.9.30

Map No.101

やまだ亭

Map No.22

■住所／昭和町上河東 543-5 ■ TEL／ 055-275-2136
■定休日／水曜日・第 1 木曜日
■営業時間／ 11：30 ～ 14：00・17：30 ～ 20：00

銀しゃり処 米右衛門

■住所／甲府市上石田 4-9-3 メゾンドール A101
■ TEL／ 055-242-8086 ■定休日／火曜日 ■駐車場／ 6 台
■営業時間／ 11：30 ～ 14：30・18：00 ～ 21：30
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和食

た上で、更に醗酵熟成させて、基礎代謝

吟味した食材、日本料理の心を大切に

本格中華料理を楽しむなら当店で！写

してます。ソムリエ、利き酒師の資格を持

真は大人気の四川麻婆豆腐！

もにその季節の料理、楽しい時間を堪能

る。各種宴会 OK・コース料理・飲み放

和食

つ店主がお勧めする日本酒、ワインとと

本格中華料理がリーズナブルに楽しめ

題など。

お気軽にご連絡ください。

営業
予約制
昼 3 名様
様
………… 3,000 円 4,000 円 5,000 円
夜 2 名様
様
………… 3,600 円 4,600 円 5,600 円
鍋
3 名様
様
………………… 9,800 円（11 月〜3 月）
（料金 全 税別）

Map No.24

日本料理 遊

日替
定食 ‥‥‥‥‥ 850 円（税込）
四川麻婆豆腐 ‥‥‥‥‥‥ 780 円（税別）
油淋鶏（
） ‥‥‥‥ 720 円（税別）
黒酢 酢豚 ‥‥‥‥‥‥‥ 850 円（税別）
蒸 鶏
・生姜
‥‥ 650 円（税別）

Map No.1

■住所／昭和町西条 5299 ■ TEL／ 055-268-7737
■定休日／不定休・予約制 ■駐車場／ 12 台
■営業時間／昼 12：00 ～ 14：00 夜 18：00 ～ 22：00

中華料理 藪

■住所／昭和町清水新居 59-1 ヒライワ店舗 101
■ TEL／ 055-209-0405
■定休日／水曜日・日曜日はディナーのみ営業 ■駐車場／有
■営業時間／ランチ 11：30 ～ 14：00・ディナー18：00 ～ 23：00（LO 22：30）

本格的な韓国料理が味わえるお店で

【おうちでこうしゅう庵】

「創作オードブルコース
（２～３人前）」
・

す。

「おつまみセット（１人前）」をテイクアウ

無添加の手料理にこだわり、人気の

トにてご用意いたしました。

野菜たっぷりなチーズタッカルビをはじ

め、リーズナブルでボリューム満点のメ

………… 10,800 円（税込）
…………… 5,400 円（税込）
弁当 ………………… 2,000 円〜（税別）
…………………… 30,000 円（税別）
９品（２名様 ） 10,000 円（税別）
全 前日
要予約 ！
※
１２月２０日
要予約
祝事、慶事、 食 初
法事
昼 時
間帯
受
。

ニューが多数ございます。

ランチメニューも充実。個室完備、団

体でのご予約も大歓迎です。

ご家族・ご友人とお気軽にお越しくだ

さい。

‥‥‥‥‥ 900 円（税込）〜

‥‥‥‥‥ （2 〜3 人前）2,900 円（税別）
‥‥‥‥‥‥ 1,000 円（税別）
手軽
（3 名様
）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2,000 円（税別）

Map No.134

こうしゅう庵

■住所／昭和町河西 1023 ハッピープラザ 1-1
■ TEL／ 055-268-1788 ■定休日／月曜日
■営業時間／ 18：00 ～ 22：00

Map No.10
■駐車場／ 30 台

20

韓国料理 ジャーメ

■住所／昭和町清水新居 258-1 バロー甲府昭和 D 棟 2 Ｆ
■ TEL／ 055-288-9984 ■定休日／水曜日
■営業時間／ 11：30 ～ 14：00・17：00 ～ 23：00

21

中華・韓国料理・焼肉

してください。

水晶焼サムギョプサル、手作りサムゲ

桜島の溶岩プレートを 1 人 1 台用意

タン、本場韓国春川タッカルビの店。

し、一枚一枚の焼肉を丁寧に味わえる店

韓国の方も納得の味です。

いた良質な最高の肉を吟味し、様々な部

山梨で韓国料理を食べるなら天蜜！

です。長年の店長の経験からこだわり抜
位を用意してあります。

中華・韓国料理・焼肉

人気。体に良いお酒も揃っています。
水晶焼
手作

和風の落ちついた店内で、ゆったりと

焼肉を堪能し、至福の時を過ごしていた

（2人前）‥‥2,000 円
（2 人前）‥‥‥‥2,300 円
（1 羽） ‥‥‥‥2,500 円

だけたら幸いです。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1,500 円〜
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2,980 円〜
［予算 応
用意
］
希少部位三種盛（
・
・
）‥ 2,850 円
極上炙 寿司 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1,680 円
店長
手法 炊 土鍋 白米（武川米）
一合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥550 円
（全 税別）

肉 2 人前 + 海鮮
+
（
）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4,000 円
＋一品料理 +
＋
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5,000 円
（全 税別）

Map No.48

天蜜

Map No.33

■住所／昭和町西条 4311-1
■ TEL／ 055-287-8157 ■定休日／火曜日
■営業時間／ 18：00 ～ 24：00

溶岩焼

肉

匠

■住所／昭和町西条 5198 MK ビル 104
■ TEL／ 055-244-6554 ■定休日／不定休 ■駐車場／ 15 台
■営業時間／ 12：00 ～ 14：00（前日 17：00 まで要予約）
17：00 ～ 23：00

創 業 以 来 27 年。生 産から流 通まで

こだわりの A5 ランクの黒毛和牛が味

わえる「肉処寅竜」。逸品料理も評判良

確認できる安心・安全で良質なお肉を、
様々な形で楽しんでもらうことが当店の

し。大切な人とのデートも良し、会社や

河 西 本 店、甲 府 南 店、清 水 新 居 の

いたら寄るのも良し。様々なシチュエー

3 店で、しゃぶしゃぶ、焼肉はもちろん、

れないことがあるので事前の予約をして

願いです。

親しい仲間との飲み会も良し、小腹が空

「dining 玉屋（しゃぶしゃぶ・焼肉）」の

ションに対応します。平日でもお席が取

割り下にこだわったすき焼きなど、リーズ

おくと◎

ナブルな価格で提供しています。ランチ

寅（ ）
全 12 品（1.5 時間飲
満（
）
‥ 全 14 品（2 時間飲
極（
）
‥ 全 15 品（2 時間飲
寅竜
盛 （10 種盛
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
特選盛 （8 種盛 ）‥‥

もお手頃価格で用意しています。
ぜひお立ち寄り下さい。

極上
‥‥‥‥‥‥‥‥ 980 円（税別）
上
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 890 円（税別）
松阪牛
‥ 2,980 円（税別）
松阪牛
焼
‥‥‥ 2,980 円（税別）

Map No.127

焼肉

■住所／昭和町河西 1107
■ TEL／ 055-275-6630 ■定休日／月曜日
■営業時間／ 11：30 ～ 14：00・17：00 ～ 23：30（LO 23：00）
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Map No.14

肉処 寅竜

■住所／昭和町清水新居 239-1 ホサカタウン 103
■ TEL／ 055-226-9981 ■定休日／なし
■営業時間／月曜日～土曜日 18：00 ～翌 2：00（LO 翌 1：00）
日曜日 17：00 ～翌 1：00（LO 24：00）
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放題付）4,500 円
放題付）5,000 円
放題付）6,000 円
）
1 人前 2,900 円
1 人前 2,000 円
（全 税別）

中華・韓国料理・焼肉

自家製スープを使用した各種鍋も大

山梨の豊かな自然の中で丹念に育てられ

お酒の種類が豊富で、そのお酒に合っ

た、肉質ランクが 4・5 等級に格付けされた「甲

たおつまみの数々が幅広い年齢層に人

鮮やかな肉色、豊かな風味が特徴の黒毛和牛

どん」が何より人気。試行錯誤を繰り返

気です。そして、なんといっても「〆のう

州牛」のみを使用しています。やわらかな肉質、

し、約 3 年でようやくたどり着いた自家製

ねました。ぜひ肉番長で山梨が誇る甲州牛を

いと思います。

うどんを是非一度、味わっていただきた

中華・韓国料理・焼肉

段で食べていただけるように、企業努力を重
食べて、幸せな時間をお過ごしください。

肉天
………………………… 650 円
鉄板温玉肉
………………… 680 円
生
…………………… 580 円
各種 ……………………… 450 円〜
（全 税別）
麺
属
「自家製
」
是非！

甲州牛 3 点盛 ‥‥‥‥‥ 1,980 円（税別）
肩
‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,880 円（税別）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,780 円（税別）
番長上
‥‥‥‥‥‥ 1,580 円（税別）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 980 円（税別）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 780 円（税別）
1品
期間／2020.11.30

Map No.50

問屋 肉番長

Map No.32

■住所／昭和町西条 877
■ TEL／ 055-268-1929 ■定休日／なし
■営業時間／平日 17：30 ～ 1：00
土・日・祝日 17：00 ～ 1：00

手打

居酒屋 月見

■住所／昭和町西条 5195 ■ TEL／ 080-2598-0358 ■駐車場／10 台
■定休日／日曜日・第 3 月曜日（7 月～ 9 月は日曜日も営業）
■営業時間／ 18：00 ～ 0：00（LO 23：00）
ランチ火～金 11：30 ～ 14：00

県内ではなかなか食べられない希少

51 年の歴史がある「どさん子」と鶏料

部位や新鮮なお肉とホルモンが食べられ

理の専門居酒屋の「とり鉄」のコラボレー

る「甲州牛 1 頭買い」のお店です。地産

ション店。北海道産の生味噌を 100％使

ち着いた雰囲気の店内には、個室座敷、

のほのかに甘い白味噌仕立ての白練り

からファミリーまでお気軽にご利用いた

使用した焼き鳥や一品料理もご用意して

用した金練は絶品！女性やお子様向け

地消を目指し、地酒も扱っています。落

テーブル席、カウンターがあり、お一人様

もオススメ。夜は国産の総州紅楽美鳥を

だけます。

おります。

各種 ‥‥‥‥‥‥ 3,000 円〜（税別）
飲 放題（２時間）
。
※
料理
予約時 限

総州紅楽美鳥 黒焼 ……… 980 円（税別）
串焼 6 本
……………… 880 円（税別）
馬
刺 ……… 980 円（税別）
番長 …………………… 480 円（税別）
持参
客様 、黒豚餃子
半額
（1
1 皿）
期間／2020.12.31

Map No.30

組合 甲州精肉酒臓

■住所／昭和町西条 4163 ■ TEL／ 055-275-8866
■定休日／年中無休 ■駐車場／ 11 台（第 2 駐車場あり）
■営業時間／平日 17：30 ～ 1：00（LO フード 0：00、ドリンク 0：30）
土・祝 17：00 ～ 1：00（LO フード 0：00、ドリンク 0：30） 日 17：00 ～ 0：00（LO フード 23：00、ドリンク 23：30）
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Map No.99

子×

鉄 玉穂医大前店

■住所／中央市若宮 29-6 ■ TEL／ 055-278-5700
■定休日／なし ■駐車場／ 20 台
■営業時間／日～木 11：00 ～ 24：00（LO 23：30）
金土祝日 11：00 ～ 2：00（LO 1：30）
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居 酒 屋 ・ バー

です。その最上級和牛をリーズナブルなお値

バロー甲府昭和店の敷地内にある大

衆肉酒場肉のたけむらの本気居酒屋め

しが大人気 !!

お食事だけでも是非ご来店お待ちして

おります。

居 酒 屋 ・ バー

・牛
・牛
・牛
・牛
・牛

炙
炙

（昼 850 円、夜 1,045 円）
（昼 850 円、夜 1,045 円）
（昼 850 円、夜 1,045 円）
炭焼定食（昼 1,100 円、夜 1,320 円）
炭焼定食（昼 1,100 円、夜 1,320 円）
（全 税込）

肉

持参 方 、
１杯
期間／2021.9.30

Map No.11

大衆肉酒場 肉

居酒屋 都

■住所／昭和町上河東 540-2
■ TEL／ 055-275-2226 ■定休日／日曜日・月曜日
■営業時間／ 11：30 ～ 14：00（火曜日～金曜日）
・17：30 ～ 23：00

新鮮な刺身からお寿司まで海鮮なら

気軽に楽しめるアットホームな雰囲気

なんでもございます。リーズナブルな価

の居酒屋です。

当店では、高タンパクで低カロリー、

格で楽しめます。

低脂肪、低コレステロールの県内産ダ

シックな大人の雰囲気のテーブル席か

チョウの料理を提供しており、刺身やカ

ら大広間は最大 60 名様可能。

飲み放題コースも 4,000 円～（5 名様

ルパッチョ、ステーキなど、様々なダチョ

ランチ営業もしています。

和・仏・伊の料理を旬の食材を中心に、

ウ料理を楽しんでいただけます。他にも

より）承ります。

季節折々の味を満喫いただけます。皆様

海鮮丼／

………………… 各 800 円
／穴子丼／鉄火丼／海鮮塩丼／本
入 海鮮丼／本
入
……………………………… 各 1,000 円
（全 税込）

のお越しを心よりお待ちしております。

焼鳥 1 本 ……………………… 100 円〜
北海道珍味……………………… 300 円〜
親
……………………………… 600 円
………………………1,260 円
…………………… 980 円
（全 税別）

冊子 持参 方 、生
1杯
1杯
（
1 回、
初回限 ） 期間／2021.9.30

Map No.54

海鮮居酒屋

勘

Map No.2

■住所／昭和町西条 830-2 ■ TEL／ 055-268-0174
■定休日／火曜日 ■駐車場／ 15 台
■営業時間／ 11：30 ～ 14：00・17：00 ～ 24：00

居酒屋 彩 ｓ

■住所／昭和町清水新居 1502 OBI ビル 101
■ TEL／ 055-233-3122 ■定休日／水曜日
■営業時間／ 17：30 ～ 1：00
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600 円
500 円
500 円
750 円
（全 税込）

利用者 限 、夜 生
1杯
期間／2021.9.30

Map No.100

■住所／昭和町清水新居 258-1 ダイタ昭和モール A103
■ TEL／ 055-287-6783 ■定休日／水曜日
■駐車場／バロー駐車場
■営業時間／ 11：30 ～14：00・18：00 ～22：00（時間変更の場合有）

600 円／
500 円／
500 円／山
1 本 100 円／都
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居 酒 屋 ・ バー

のれんをくぐれば �いらっしゃいませ� の笑
顔と �おかえりなさ～い� という温もりある雰
囲気でお客様をお待ちしております。料理は
決してオシャレではありませんが、自然に笑
顔がこぼれ、幸せな気分になれるように工夫
しております。ゴルフの反省会・無尽会・ご
宴会などにご利用ください。おいしい料理と
楽しい会話で満腹になったら、隣の姉妹店「カ
ラオケ古都」で楽しく歌いませんか？

当店イチオシの野菜豚巻き串をはじ

旬の魚介類を中心に、市場から仕入れ

めとする串焼きや創作逸品料理、こだわ

た素材を使い、様々な料理で旬のおいし

りのお酒など豊富に取り揃えてます。地

さをお出しします！日本酒や焼酎など多

きにはクリスタルポークや甲州信玄鶏を

人とのつながりを大事にすべてはお客

産地消にもこだわり、県産の地酒と串焼

数用意しております。

様のために、ご来店をお待ちしておりま

居 酒 屋 ・ バー

席のほかに中二階席、個室もありますの

す！

で、様々なシーンでご利用いただけます。

刺身 盛 合
串焼 盛 合

野菜豚巻 串各種 ……… 1 本 200 円（税別）
焼 鳥各種 ……………… 1 本 150 円（税別）
鍋
赤鍋……………… 1 人前 1,380 円（税別）
白鍋 ……………… 1 人前 1,280 円（税別）

宴会料理（

…………… 2,000 円〜
……………… 1,380 円
……………………… 480 円
………………… 730 円
1 人様） ……… 2,500 円〜
（全 税込）

持参
（一部対象外）
期間／2021.9.30

Map No.15

庵（

）

Map No.35

■住所／昭和町清水新居 239-1 ホサカタウン 101
■ TEL／ 055-227-9966 ■定休日／不定休
■営業時間／ 18：00 ～ 3：00

旬

食道

菜

■住所／昭和町西条 5040 花形ビル 1F
■ TEL／ 055-268-0811 ■定休日／月曜日
■営業時間／ 18：00 ～ 24：00

白レバー串・焼もつなど、やきとり～

33 年間の居酒屋経営の経験を基に、

一品メニューが豊富です。毎週金曜日に

この度祭りの雰囲気を店内でも味わって

とイベント開催しています。コースは、料

いたしました。大小宴会はもちろん、納

円（税別）です。4 名様からご予約承りま

のご来店をお待ちしております。

は、
お店の名前ハナキンにちなんでドン !!

頂けるよう、店名も新たに新規オープン

理 7 品 + 飲み放題 2 時間 30 分で 4,000

得の味と低価格、豊富なメニューで皆様

す。

樽
角

串焼
焼
生

5 点盛 ………………… 650 円（税別）
………………………… 480 円（税別）
中 …………………… 480 円（税別）
…………………… 380 円（税別）〜
白州・山崎
……各 650 円（税別）

冊子 持参
客様
人数分
（500 円以下
限 ） 期間／2021.9.30

Map No.49

炭火焼

華金

■住所／昭和町西条 875-1 L 昭和銀座 2F ■ TEL／ 055-244-7828
■定休日／日曜日（月曜日が祝日の場合月曜日休み）
■営業時間／ 18：00 ～ 24：00（LO 23：00）
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樽生
（中） 460 円（税別）
各種（
） 350 円（税別）
………………… 380 円（税別）
（写真） … 680 円（税別）
（写真） ………… 680 円（税別）
…………… 480 円（税別）

冊子 持参

客様
無料（一部除 ）
期間／2020.11.30

Map No.139

祭

■住所／甲斐市篠原 746-5（旧養老乃瀧竜王店）
■ TEL／ 055-279-1258 ■定休日／火曜日 ■駐車場／ 18 台
■営業時間／ 17：00 ～ 24：00
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居 酒 屋 ・ バー

使用しています。カウンター席、テーブル

誰でも気軽に「ワイン飲みに来たよ」

深夜 2 時まで営業！スペイン・イタリ

と、まるで友達の家に遊びに来たかのよ

ア料理をメインとしたダイニングバル（居
酒屋）。お酒を楽しみながら、料理や空間

うな空間で楽しんでください。

を楽しむお店。パエリア・パスタ・ピザ等、

料理は、
イタリアンをベースにしたバル

食事のみでも楽しめます。

スタイル。前菜、パスタ、メイン料理と盛

夜遅くまで営業しているので、フラッと

居 酒 屋 ・ バー

は必食です！
馬刺

2 軒目で立ち寄るのもあり！

栗豚

……… 1,520 円（税別）
………… 1,220 円（税別）
……………… 1,260 円（税別）
草
…… 920 円（税別）
各種 ………… 680 円（税別）〜
……………… 480 円（税別）〜

料理 ………………… 450 円〜
肉料理…………………………… 750 円〜
……………………………… 900 円〜
…………………………… 900 円〜
…………………………1,500 円〜
類 …………………… 450 円〜
…………………… 300 円〜
（全 税別）

限定、 好
1 品半額（他
併用不可）
期間／2021.9.30

Map No.3 BAR（

）食堂 CORAZON
（

）

■住所／昭和町清水新居 1502 OBI ビル 102
■ TEL／ 055-288-8483 ■定休日／月曜日
■営業時間／ 18：00 ～ 25：00（LO 24：00）

Map No.47

Dining Bar Pavlov

■住所／昭和町西条 4309-3 カロリータウン 2 5 号
■ TEL／ 055-225-6224 ■定休日／日曜日（祝前日営業）
■駐車場／共同 10 台
■営業時間／ 18：00 ～ 2：00

LAF では BAR の美味しいお酒とこだ

わりの料理を気軽に楽しんで頂けます。

ルーツをふんだんに使用したフレッシュ

フルーツカクテル、LAF 一押しの絶品ボ

ロネーゼなど。マスターこだわりの品々

ライブ DAM で楽しもう♫

安全・安心に当店のカラオケをご利用

いただくため、カラオケ時にマスクの着

２０２０

スタンダードカクテルを始め、季節のフ

県の認可を受け新型コロナウイルス

感染予防に努めながら営業しています。

用と、使用したマイクの 1 回ごとの消毒

をお願いしています。ご理解とご協力の
上、楽しい時間をお過ごしください。

はお客様から大人気です！

無尽会、親睦会、イベント（誕生日会）

朝までゆったり営業していますので、お

などにご利用ください。

気軽にご利用ください♪

生

要予約、
利用時間 2 時間（飲 物
）、貸
切可、呼吸 楽
用意
。
…………………… 1,000 円〜（税別）
昼
…………………… 1,000 円〜（税別）
夜
…………………… 2,000 円〜（税別）
利用
。
食事
時間 分
利用
。

２０１９

…………………………… 700 円
………………………… 700 円〜
………… 600 円〜
各種 …………………… 1,000 円〜
………………………… 500 円
…………………… 700 円
（全 税込）

WALK OF MY LIFE
Map No.13

Dining Bar LAF

Map No.46

■住所／昭和町清水新居 293
■ TEL／ 090-4260-5836 ■定休日／木曜日
■営業時間／ 19：00 ～ 6：00

＆

純子

■住所／昭和町西条 4307-5 カロリータウン 1-4
■ TEL／ 055-268-0680 ■定休日／不定休
■営業時間／ 12：00 ～ 16：00（要予約）
・19：00 ～ 24：00
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居 酒 屋 ・ バー

りだくさん！1 番人気の「リゾットカレー」

当クリニックでは、地域の皆様に安心

整体院ロックはやさしい揺らぎと静か

して受けていただける形成外科診療を

な圧力により人が本来持つ自然治癒力

心がけています。

を高め良い姿勢・正常な動作を取り戻

皮膚腫瘍の切除手術、眼瞼下垂症、腋

します！さらに！水素吸入によりその効

外傷（けが、やけど）などの保険診療をは

パフォーマンスを発揮できるよう全力で

臭症（わきが）、
睫毛内反症（逆さまつげ）、

果をより高めることができます！100％の

医療・健康・教室

診療（自費）も取り扱っております。

水素吸入60分 + 整体
5,000 円（税込）
整体
………………… 4,000 円（税込）
水素吸入
60 分 …… 3,000 円（税込）

お電話でご予約の上、ご来院ください。

【保険診療科目】
悩
抱
方 保険診療
。
●皮膚腫瘍 ●腋臭症（
）●眼瞼下垂症
●熱傷（
）●逆
●外傷・瘢痕拘縮
（
目立
）
・

Map No.25

甲府昭和形成外科

記価格
。

Map No.18

■住所／昭和町西条 5266-1 ■ TEL／ 055-240-7766
■定休日／日曜日・月曜日・祝日
■営業時間／ 10：00 ～ 18：00
※予約制となりますので、事前に予約をお取りください

Conditioning lab 整体院

■住所／昭和町清水新居 1096-3 ■ TEL／ 055-244-7858
■定休日／日曜日・祝日・臨時 ■駐車場／ 2 台
■営業時間／ 19：00 ～ 24：00

鍼治療だけでなく、鍼とマッサージを
併用した治療を行っており、整形外科疾
患の治療はもとより婦人科疾患、神経系
疾患、内分泌系疾患等の治療、リフトアッ
プ、小ジワ、目の下のくま、たるみ、くす
み、顔のむくみを取る事を目的とした美
容鍼。体質を改善しながらただ痩せるだ
けではなく体の中からキレイにしていき
ながら痩せる耳つぼダイエットも行って
います。
◎完全予約制

当店はボディーケア（リラクゼーション

マッサージ）、アロマトリートメントなどの

施術を提供し、
「疲れトルトル・コリトル！」

の言葉どおり、皆様の疲れを取り除き健
康管理のサポートをしてまいります。

お客様お一人お一人に合わせた丁寧

な施術を心がけております。

………………………… 2,500 円（30 分）
……………………… 3,900 円（60 分）他
…… 5,900 円（60 分）〜
…………… 4,400 円（30 分）〜
（全 税別）

総合治療院 松本

●美容鍼・
・耳
●
●全身
●耳
痩身 無料

Map No.90

総合治療院 松本

Map No.121

■住所／昭和町河東中島 1104-1 ■ TEL／ 055-268-0007
■定休日／木曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 12：00・14：00 ～ 18：00

Relaxation

■住所／昭和町飯喰 1558-4 山の都 part2 2-2
■ TEL／ 055-287-6510 ■定休日／木曜日
■営業時間／ 12：00 ～ 20：00（最終受付 19：30）

32

見 「水素吸入
」
利用
方
上
1,000 円割引
期間／2021.1.31

33

医療・健康・教室

サポートする県内初の水素整体院です !!

じめ、レーザー脱毛などの各種美容外科

運動不足、ダイエット、腰痛肩こりなど

でお悩みの一般の方から、アスリートの

パフォーマンス向上まで様々なニーズに
お役に立てるパーソナルトレーニング。

メニュー内容はとっても簡単で、しっか

り「体幹」に効くメソッドをご用意してい
医療・健康・教室

ます。

（上石田）
…………… 1 回（60 分）5,000 円（税込）
TRX
最新
揃
。

標準
（全 税別）
U4（3.4 歳） …… 40 分／月 4 回 3,500 円〜
U6（5.6 歳） …… 60 分／月 4 回 3,500 円〜
U8（7.8 歳） …… 70 分／月 4 回 4,000 円〜
U10（9.10 歳）… 90 分／月 4 回 4,500 円〜
U12（11.12 歳）105 分／月 4 回 5,000 円〜
※

持参
試
2,500 円⇒ 1,000 円
期間／2021.9.30

Map No.137

GROW（

）

■住所／甲府市上石田 4-1-10（ParuPi ㈱内 1F）
■ TEL／ 070-6941-9600 ■定休日／月曜日
■営業時間／詳しくはホームページをご覧ください
URL／ http://grow-training.net/

他、競技

■住所／昭和町清水新居 380 ■ TEL／ 055-287-6380
■定休日／不定休 ■駐車場／ 20 台
■営業時間／平日 12：00 ～ 22：00・土日祝日 9：00 ～ 22：00

アロンドラFC は、2020 年 1 月にスター
トした新しいサッカークラブです。
アロンドラ FC では、攻守に渡り常に
100％全力で闘志あふれるプレーを続け
る魅力ある選手を育成します。
プロの経験を持つスタッフの強みを活
かし、選手の将来のために今必要なピッ
チ内外のことを指導します。

みに悩む選手、もっと上手になりたい選
手が国内外から来店されています。年

齢、競技成績、競技種目関係なく、
「痛み

なく、思いっきりプレーしたい！」にお応え

します。

入会金 8,800 円 年会費 8,800 円
月会費
年中・年長 週 1
2,200 円／週 2
4,400 円
1 〜3 年生 週 1
4,400 円／週 2
5,500 円
4 〜6 年生 週 1
5,500 円／週 2
6,600 円
活動 （日本
協会選手登録・大会参加・土日
活動）4 年生＋ 1,650 円・5,6 年生 2200 円
中学 1 〜3 年生
活動 （日本
協会選手登録・
大会参加・土日 活動）9,900 円
※兄弟割引

（2 時間）
………………………………… 28,000 円
（1 時間）……… 15,000 円
（30 分）…… 8,000 円
※全 税込 ※学割

新入会者

SPEC Physical Performance Academy
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Map No.12

当店は、スポーツ選手に特化したケア

■住所／昭和町河西 1625-4 ■ TEL／ 080-5091-4951
■定休日／日・祝日 ■駐車場／ 2 台
■営業時間／ 9：00 ～ 22：00

強化

新規入会 方 限 先着 10 名様年会
費無料！
（加入時
申 付
。）
期間／10 名加入時点 終了

とコンディショニングを行うお店です。痛

Map No.125

向

Map No.136

■住所／昭和町押越 2110-2 ■ TEL／ 080-8041-6712
■ URL／ https://www.alondrafc.com/
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医療・健康・教室

2019 年 10 月より体 験として、11 月
より本 格 的に 3 歳、4 歳 新 規コース開
校 !!プログレスは、元気で楽しいサッカー
スクールです。技術向上はもちろんサッ
カーを通じて運動能力や集団行動また
人間育成も力を入れています。
男女問わず未経験者大歓迎！君もプ
ログレスの仲間になりませんか？ 目標に
向かって一緒に頑張ろう !!

取り扱いメーカー カワイ・ヤマハ・東

洋ピアノ・マエストロ・スタインウェイ・

アサヒピアノ他 販売から調律・修理クリ

ニック・移動・買取まで何でもご相談く
ださい。ピアノ教室 県内 7 ヵ所にてヴァ

イオリン教室 県内 2 ヵ所にて 無料お試

しレッスン 予約受付中 !!

医療・健康・教室

教室
………… 月々6,000 円（税別）〜
（
40 分・年 44 回）
教室
甲府西下条教室 新規
………………… 月々8,000 円（税別）〜
（
30 分 年間 36 回）

2 〜3 名
（税込）
幼児（週 1 回 30 分） …………… 5,000 円
幼児〜小学生（週 1 回 40 分）
…… 8,000 円
小・中・高校生（週 1 回 50 分）… 10,000 円
大人（月 2 回 50 分）……………… 5,000 円
安心
試
3回
無料
冊子 持参入会 教材 1 冊無料
期間／2021.9.30

入会

Map No.42

Map No.124

■住所／昭和町西条 5009
■ TEL／ 055-275-8781 ■定休日／水曜日
■営業時間／ 10：00 ～ 17：00

Star English Time

■住所／昭和町河西 1625-18 ■ TEL／ 055-267-8831
■定休日／日曜日・月曜日・祝日
■営業時間／火～金 14：00 ～ 21：00・土 10：00 ～ 18：00

地元の小中学校の子供達を対象に、こ

Trend Language School では…

子供たちが楽しみながら、今までにな

の地域で２８年前から指導をしています。
学校の進度に沿った細やかな指導を基

い学習プログラムで 1 人 1 人にあわせ

本方針とし、クラスは最大１２名。週末は

た学習が可能です。

師経験がある塾長、方針を熟知した教師

無料体験教室を開催しております。詳し

５教科演習が選べます。小中学校での教

短期スクールやハロウィンパーティー・

陣とアシスタントが指導しています。

くは、HP をご覧ください。

小学生
（小 3 〜6 年）
…………… 8,000 円・13,000 円（税込）
中学生
（中 1 〜3 年）
2 教科 ………………… 16,000 円（税込）
5 教科 ………………… 18,000 円（税込）

◎小学生教室
･･･ 週 1 回【5,500 円】
・週 2 回【8,800 円】
◎社会人教室
･･･ 週 1 回【5,500 円】
・週 2 回【8,800 円】

冊子
持参 方 、2 週間
無料体験学習 入塾金無料
期間／2021.3.31

Map No.128

無料体験教室
期間／2021.9.30

http://www.trendco.biz/kidsenglish.html

美香英数塾

Map No.88

■住所／昭和町河西 1233-7
■ TEL／ 055-275-7591 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 16：30 ～ 21：30

Trend Language School

■住所／昭和町河東中島 1151-7 ■ TEL／ 0120-972-061
■定休日／土曜日・日曜日・祝日 ■駐車場／ 10 台
■営業時間／ 8：30 ～ 20：30
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医療・健康・教室

英語レッスンデビューのお子様から小
中高校生、大人の方の会話レッスンや各
種試験対策までご相談ください。日本で
英語を 15 年教えているアメリカ人講師と
日本人講師がぴったりのレッスンをご提案
します。アットホームで安心の学習環境と
完全少人数制。緊張しないで集中して学
べます。季節の英語イベントも開催！お
月謝と教材代だけでスタートできます。

二番街は、静かな住宅地にある �男の

お客様一人ひとりに似合うヘアスタイ

ための理容室�です。

ルと一人ひとりに合う技術を提供し、皆

とリラックスした時をお過ごしいただきな

ます。お子様からおじいちゃん・おばあ

落ち着いた店舗環境の中で、ゆったり

様のライフスタイルのお手伝いをいたし

がら、お一人おひとりのお客様に合わせ

ちゃんまでご家族で安心してご来店でき

て、最高の技術を提供させていただきま

るファミリーサロンですのでお気軽にご

す。くつろぎの空間の中で、ご満足いただ

来店ください。

けるスタイリングをお創りします。

理容・美容

（
・
込）
……………………………… 3,780 円〜
…………………… 6,700 円〜
………………… 7,800 円〜
…… 1,500 円
（全 税込）

Map No.133

理容室 二番街

新規

客様 限 、
・
期間／2021.9.30

Map No.95

■住所／昭和町河西 681-4
■ TEL／ 055-275-9565・0120-75-9565
■定休日／月曜日・第 3 日曜日 ■駐車場／ 4 台
■営業時間／ 9：00 ～ 19：00

LiMO Hair Design

■住所／昭和町河東中島 1585-6 ■ TEL／ 055-268-0213
■定休日／月曜日・第 3 火曜日 ■駐車場／ 6 台
■営業時間／ 10：00 ～ 19：30

「REST」＝休憩、ひと休み。いつもと

マンツーマンでの接客のお店になりま

違う落ち着いた空間で髪と気持ちをリフ

す。施術前にしっかりカウンセリングを行

レッシュしませんか？

い、お客様のご希望をお聞きし、
「こうな

基本お客様 1 組だけ、カウンセリング

りたい」を叶えさせて頂きます。

から仕上まで一対一で責任を持って施術

間接照明の柔らかな明るさで雰囲気

させていただきます。ご予約、ご来店お

の良いシャンプールーム。ヘッドスパで癒

待ちしております。
（
（
（

されてみませんか？ご来店お待ちしてお

ります。

・
込）… 3,600 円
込）……………… 7,600 円〜
込） …………… 7,600 円〜
（縮毛矯正）… 11,000 円〜
……………………… 500 円〜
（全 税別）

新規

…………………………… 4,400 円
…………………………… 6,600 円
………………………… 6,600 円〜
縮毛矯正………………………… 14,000 円
（全 税込）

客様

新規

客様 限 、
持参 10％ OFF
期間／2021.4.30

無料
期間／2021.1.31

Map No.76

REST HAIR

Map No.61

■住所／昭和町押越 726-1 ■ TEL／ 055-275-2477
■定休日／月曜日、第 1・第 3 日曜日
■営業時間／ 9：00 ～ 19：00（時間外もご相談ください）

mate

■住所／昭和町西条新田 616-1 ■ TEL／ 055-242-9825
■定休日／月曜日・第 3 日曜日 ■駐車場／ 2 台
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00
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理容・美容

Cut …………………………… 4,400 円
Color …………………………… 6,600 円
込）
Parm ………………… 11,000 円（
………………………3,300 円〜
髪質革命
………………… 13,350 円
（全 税込）

ご予約お待ちしております。

お一人お一人の時間を大切に、ただ単
にヘアスタイルを創るという枠にとらわれ
ず、お客様の毎日を明るく楽しく心を癒す
時間をご提案させていただく美容室です。
髪を傷めず、より美しくしながらウェーブ
を付ける十仁パーマを一度お試し下さい。
また、注射器を使わないコラーゲン＆ヒ
アルロン酸導入エステは目元のたるみ、
小じわ、ほうれい線、リップケア対策に効
果的です。10 年若返るお肌を、ぜひ一度
体験して下さい。

理容・美容

4,000 円／
12,500 円
6,300 円〜（全体染 ）
3,000 円〜／
6,300 円〜
12,500 円〜
4,500 円
（全 税別）
見
予約頂
（初回
）30％ OFF
期間／2021.3.31

Map No.31

………………………………… 3,200 円
………………………… 9,500 円〜
………………… 8,000 円
（頭皮
）
＆
酸導入
……………………………… 7,000 円（1 回）
部分
各 ……………………… 1,500 円〜
（全 税別）
十仁

方
。

HAL Hair＆Make

Map No.131

■住所／昭和町西条 5195 ■ TEL／ 055-298-4426
■定休日／毎月第 3 火曜日 ■駐車場／多数
■営業時間／ 9：30 ～ 19：00

■住所／昭和町河西 1385-2 ■ TEL／ 055-275-7001
■定休日／火曜日 ■駐車場／ 5 台
■営業時間／ 10：00 ～ 19：00

理想の「なりたい」が叶う信頼サロン！

新 40 代からの「身体と肌の根元ケア」で
�これから先のキレイ�をご提供させていただ
きます。
「継続する結果」を重視し、一人ひとりの
お悩みに丁寧にお答えし、お忙しいあなたに
貴重なひと時をお届けします。
話題の痩身マシン「ハイパーナイフ」・「ハ
イパーシェイプ」も完備し、妊活指導やブラ
イダルエステも新たにスタート！当店で身体
も心も美しくなりましょう◎

昭和町にある DESIR は、地域に愛さ

れる実力派のサロンです。

親身なカウンセリングでお客様一人ひ

とりに最適な施術とスタイルを提供しま

す。

………………………… 3,800 円〜
・
………………… 7,800 円〜
・
・
… 11,300 円〜
・
………………… 9,800 円〜
・
・
…… 13,300 円
（全 税別）

女性
全

Map No.26

DESIR

嬉

…… 5,000 〜35,000 円（税別）
… 2,500 〜35,000 円（税別）
…… 8,000 円〜18,000 円（税別）
BMK（美健整体）…… 5,000 円〜15,000 円
4,000 円〜18,000 円
（税別）
脱毛
……………… 1,000 円〜（税別）
持参
「見
！」
全施術通常価格
20%OFF！
期間／2021.9.30

料金無料！
！

Map No.16

■住所／昭和町西条 5239 ■ TEL／ 055-268-0662
■定休日／火曜日 ■駐車場／ 10 台
■営業時間／ 10：00 ～ 19：00（受付時間）

隠

peace

■住所／昭和町清水新居 1054
■ TEL／ 090-6127-2920 ■定休日／不定休
■営業時間／ 8：00 ～ 23：00（LO 21：30）
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理容・美容

髪をいたわったメニュー、安心技術、ゲ
ストとの関係を大切に一人ひとりにあっ
たヘアスタイルを提案します。オーガニッ
クや化粧品扱いの優しいお薬を幅広く取
り扱っています！またヘッドスパなど癒し
のメニューも充実していますので是非日
頃の疲れを取りにいらしてください。アン
チエイジングにも効果絶大です！スタッフ
一同、ご来店心よりお待ちしております。

老け顔の原因は「タルミ」

ジュワッ !! と溢れる肉汁。食卓を笑顔

☑ほうれい線が深い☑目尻・口角が

で彩る 871 のお惣菜。とことん 871 大人

☑小顔になりたい…顔面麻痺の治療とし

一富士ヶ嶺ポーク」を使用したこだわりの

下がってきた☑フェイスラインのたるみ

気のメンチカツ・コロッケは、自家製の「丸

逸品です。夕食のおかずやビールのお供

て医学的に考えられた方法を美容に取

にピッタリで、冷めても美味しくいただけ

り入れ衰えた表情筋を土台から引き上

ます。また、当店は山中湖の㈲丸一高村

げシワ・タルミを改善します！貴女も若

本店（山中湖ハム）の甲府支店として、ハ

返り体験を。

貫して自社で製造・販売しています。皆

初回 試 体験（120 分）5,000 円（税別）
通 常 …………… 11,000 円〜（税別）
得 回数
用意♪

様のご来店を心よりお待ちしております。

手作
手作

金賞
……………
金賞
………………

初回 試 体験
客様 、人気
C+
導入 or
酸
導入
♪
期間／2021.9.30

Map No.72

・

専門

■住所／昭和町押越 923-1-1C
■ TEL／ 050-3701-7726
■定休日／不定休 ■駐車場／ 1 台
■営業時間／ 10：00 ～ 19：00

Lis Privé

Map No.123

・

125 円（税込）
108 円（税込）

3,300 円（税込）
1,263 円（税込）

871

■住所／昭和町河西 1632-5 ■ TEL／ 055-298-4871
■定休日／月曜日 ■駐車場／ 9 台
■営業時間／ 9：30 ～ 19：00

肌分析とエステが得意なお店です。専

店名の「やりすぎ」に恥じぬ具材の多さが

用肌カメラでお肌を分析。未来の自分の

自慢です。こだわりのふわふわコッペパンに、

んか？ 初回肌分析は約 40 分。今のお肌

まで約 50 種類を、ご注文を頂いてからサンド

手作りのジャムやあふれんばかりの惣菜パン

ための肌トレーニングをはじめてみませ
の強みと弱み、未来のお肌の可能性を知

します。お急ぎの際は、電話注文も承ってお

一緒に叶えましょう。

子サラダ！甘い系では、日替りジャムや、甘さ

ります。一番人気は、手作りマヨネーズの玉

ることで常にベストな肌コンディションを

控えめの粒あんに生クリームが人気です！

肌 分析 ……………………………… 無料
肌悩 別
…… 3,700 〜10,500 円
肌 対応
……… 5,500 〜7,500 円
……… 6,500 〜15,000 円
（全 税別）

方 、

見

低糖
手作 日替
手作
焼肉豚
＆

予約

昭和 A sh

Map No.64

■住所／昭和町河西 1631-5 ■ TEL／ 055-288-8058
■定休日／日曜日・祝日 ■駐車場／ 10 台
■営業時間／ 10：00 ～ 18：00

■住所／昭和町西条 1961-1 ■ TEL／ 055-244-5775
■定休日／月曜日 ■駐車場／多数
■営業時間／ 10：00 ～ 17：00（売切れ次第終了）
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………………… 270 円（税別）
…………… 270 円（税別）
玉子
350 円（税別）
………………… 380 円（税別）
……………… 350 円（税別）

持参 方、
（ 1 人様 1
）
期間／2021.9.30

。
期間／2021.9.30

Map No.122

………… 1
…………… 1
・

43

半額

食品小売

理容・美容

ムやベーコンなどの加工品も養豚から一

三代目餅屋和平はお餅の専門店。
「安

山梨県産の素材のみを使用し、独自

に生産・加工・販売を行っている小さ

心・安全・美味しい」を信条に新商品の
開発に力を注いでいます。

な工房です。素材の特長を活かしたフラ

そこでできたのが「もちもちどら焼き」。

ワーコンフィチュール・フルーツコンフィ

どら焼き皮に餅粉を使い、中身はつぶあ

チュールは絶品 !! 他にバジルペースト等

んと餅が入った自信作。モチモチの食感

の調味料も作っています。まずはお問い

を是非ご賞味ください。

合わせを（055-288-9877）まで。

食品小売

……………………… 1,404 円（税込）
……………………… 1,944 円（税込）
白桃 ……………………… 1,296 円（税込）
………………… 1,944 円（税込）
…………… 1,404 円（税込）

※２０２１年１月 下記 場所 移転
（移転先）昭和町河西 1053-1

Map No.130

三代目餅屋 和平

買 上
客様
（486 円） 1 差 上
期間／2020.11.10

Map No.94

■住所／昭和町河西 1074-1 和平ビル ■ TEL／ 055-288-9996
■定休日／土曜日・日曜日・祝日 ■駐車場／有
■営業時間／ 10：00 ～ 17：00

・A

■住所／昭和町河東中島 1741-2
■ TEL／ 055-288-9877
■定休日／不定期 ■営業時間／在宅時

とろける水餅

ゴ ー ル デンキャメル は 珠 玉 のコ ー

「スイーツで彩る至福の瞬間」
ワンシーン

ヒー。

皆様の記念日をもっと笑顔にしたい。

キャラバンブレンドシリーズの頂点に

日々の生活で起こりうるちょっとした瞬

立つコーヒーです。まろやかな甘味、深

間、それは家族であり、職場であり、学校

いコク、豊かな香り…。

かもしれません。そんな至福のワンシー

伝統の技が、原料豆の選定、ブレンド、

ンを私たちのスイーツが彩ります。

焙煎に活きています。

皆様の素敵な笑顔に出会えるのを楽

品質保証書付です。

しみにしています。

贈答品
。

………………… 260 円（税別）
…… 1,500 円（税別）〜
………… 300 円（税別）〜
中元・ 歳暮 結婚式 引出物承

販売
夏季

。

一品

紹介 、廉価

1ℓ 好評

。

100ｇ
1 、
40
200ｇ
毎週水曜日
特売日

Map No.111

・

Map No.20

■住所／昭和町飯喰 457-4 ■ TEL／ 055-268-1663
■定休日／水曜日 ■駐車場／ 10 台
■営業時間／ 10：00 ～ 19：00

■住所／昭和町清水新居 1163 ■ TEL／ 055-224-6441
■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00
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食品小売

焼 ………… 1 個 180 円（税込）
……………… 5 個 1,050 円（税込）
…………… 10 個 2,000 円（税込）
…………… 15 個 3,000 円（税込）
水餅 ………… 3 個入 900 円（税込）
※ 注文
事前予約 必要
化粧箱

春の味覚といえば、真っ赤なイチゴ！

当社では季節野菜・果物を、飲食店

はじけんばかりの甘さです。

や道の駅、直売所などに販売卸をしてい

を取らなければ自由に外出できないと思

コーンやシャインマスカットなど、ご予約

コロナ禍の今、マスクをし人との距離

ます。時期になれば、贈答用のスイート

います。そんな最中、今年はいちごの苗

発送も大好評です。

他にも田畑の借り入れや耕作代理、農

の成長も良く、イチゴ狩りの時期には甘

く大きなイチゴをお召し上がりになれる

機具買取なども請け負いますのでお気

みなさまのご来園をお待ちしております。

贈答用

と思います。園内は感染対策バッチリ！

Map No.91

㈱昭和

１．
２．
３．
４．
、

対応
消毒
検温
３密 避
換気 守
安心安全 守

、贈答用葡萄、
、巨峰他、季節野菜、果物
時期
用意
気軽
問 合
。

山梨県特産品八幡芋１kg５００円
販売
。 電話
予約承
。

。

畑

Map No.82

■住所／昭和町飯喰 466-1
■ TEL／ 055-275-9532 ■定休日／無休
■営業時間／ 9：30 ～ 16：30

㈱山梨

農園

■住所／昭和町押越 2097 ■ TEL／ 090-5207-6107
■定休日／無 ■駐車場／有
■営業時間／ 8：00 ～ 17：00

当社は、昭和町内に本店を置き、甲府

地元の安全・安心な農作物が勢揃い、

市場内に仲卸店を持って、次のようなシ

地域の食の豊かさを実感して下さい。

ステムで迅速に対応しております。

農家のみなさんが丹精込めて栽培し

〈競 り〉市場内で県産品、県外品も競

た農産物を直接消費者のみなさまにお

りに直接参加して仕入れま

届けします。

す。

玄米を量り売りして精米いたします。

〈パイプ〉農家や県外市場等幅広いパ

精米したてのお米の美味しさを味わっ

イプを生かしてニーズに合っ

〈配

て下さい。

た仕入れを行います。

清里 代名詞、清泉寮
。

送〉前日だけでなく、当日の注文

や変更、返品、交換にもでき

る限り対応するよう心掛けて
います。

食品衛生法 基
許可 取得
場 加工
野菜 販売

Map No.23

有。
。

㈲宝亀青果

専用 工
。

Map No.120

■住所／昭和町西条 2306 ■ TEL／ 055-287-6043
■定休日／水曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 17：00

農産物直売所 〜

昭和

■住所／昭和町飯喰 1525-2 ■ TEL／ 055-298-4117
■定休日／水曜日・他
■営業時間／ 9：00 ～ 17：00
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販売

食品小売

食品小売

新型

軽にお問合わせ下さい。

当店では、地元で育った良質で安全な

贈り物にお悩みのお客様は一度ご覧く

山梨県産のお米を、年間通じて安心して

ださい。そのほか、御歳暮、御中元はも

食べていただけるようがんばっています。

ちろん、引き出物や二次会の景品、ゴル

地元産のお米は数種類用意していま

フの景品などもまとめてお受けいたしま

すが、おススメは当店オリジナルの「つき

す。

たて米」です。ぜひ一度ご賞味下さい。

インターネットからもご注文いただけ

また、収穫時期である 9 月～ 12 月は、

ます。お支払いの際には PayPay も使用

大量の籾ガラが出ます。欲しい方は当店

できます。

まで連絡下さい。なお、籾ガラは無料で
当店

米 販売
委託精米 行
米 関
何
。

Map No.60

、 客様 持 込
。
気軽
問 合

清水米穀店

T

。貯

。

Map No.37

■住所／昭和町押越 1517
■ TEL／ 055-275-2054 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 8：30 ～ 19：00

■住所／昭和町西条 3812-2
■ TEL／ 055-275-5178 ■定休日／水曜日
■営業時間／ 9：30 ～ 19：00

タレからすべて手作りで、地元の野菜

石和のコマツガーデンを移転し 6 年目

を使用し漬けたおいしいキムチです。

を迎えました。いつ来ても楽しく新しい

方までおいしく召し上がることが出来ま

マにディスプレイしています。見て触って

山くらげなどがよく好まれます。ぜひ一度

ら室内観葉植物までトータルでコーディ

辛みが少ないので、子供からご年配の

発見ができる店。植物との暮らしをテー

す。種類も多様で、白菜・大根・ねぎ・

香りを楽しんでください。お庭の相談か

ご賞味ください。

ネート致します。お気軽にお立ち寄りく
ださい。只今メルマガ会員募集中！

（白菜・
・
・山
他）
……………………………各 500 円（税込）
焼肉
…………………… 500 円（税込）
素 …………………… 500 円（税込）

注文 6 個以上

Map No.142

使

㈲真貴

苗 1,000 円〜／
3,000 円〜
花苗 100 円〜／多肉植物 180 円〜
700 円〜
花苗用土 12L 980 円
（全 税別）
持参
客様 、
苗、草花、観葉植物、雑貨、土
1 点 10％ OFF
期間／2021.7.31

1個

Map No.102

■住所／北杜市須玉町若神子 3964-1
■ TEL／ 0551-45-9141 ■定休日／土・日・祝日
■営業時間／ 12：30 ～ 17：00

ROSA VERTE（

）

■住所／昭和町上河東 1323-2
■ TEL／ 055-287-8758 ■定休日／年末年始（12/31 ～ 1/7）
■営業時間／ 10：00 ～ 18：00
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物品小売

食品小売

す。

西条小・常永小・押原小・押原中 各

日本から世界へ、世界から日本へ、多

種学用品取扱店。

種多様なニーズにお応えできる、資材、
製品、サービスを取り揃えております。

大人気 !! カバンを背負ったまま着られ

るレインコート 5,370 円（税別）はおかや

国際物流、輸出入についてのご相談も

すで買えます !!

承ります。お気軽にご連絡ください。

※各種クレジットカード・各種キャッ

3 層構造高密度不織布使 捨
薬用消毒
470ml 指定医薬部外品
薬用消毒
500ml 指定医薬部外品
輸入商品販売
大量 購入
場合 無料見積
。

シュレス決済 対応

毎日忙
!! 詳

家庭

、 届
HP
覧

。

Twitter
物品小売

、営業時間・
。
。

友だち追加は
こちらから！

Map No.70

総合衣料

Map No.28

■住所／昭和町押越 1032-4
■ TEL／ 055-275-3646 ■定休日／お盆・年末年始
■駐車場／ 3 台 ■営業時間／ 9：00 ～ 19：00
■ URL／ http://okayasu-showa.com/

陽明国際㈱

■住所／昭和町西条 2548-5
（売場住所）中央市布施 2061-1 サンライフ荻原 A-2
■ TEL／ 055-287-8810 ■定休日／土・日曜日・祝日
■駐車場／ 2 ～ 3 台 ■営業時間／ 10：00 ～ 17：00

山梨のフェアトレードショップ。

店内では主にナチュラル系ブランド等

アジアの特に貧困層の生産者の支援

の衣料及び雑貨の古着＆新品ディスカウ

を目的に、自然素材や環境に優しい染料

ント品を取り揃えております。また、ブラ

品を扱う小さなショップ。

ムセンター等の景品）、ギフト品、化粧品、

で仕上げた洋服や雑貨、オーガニック食

ンド品、レアなおもちゃ、フィギュア（ゲー

古酒等の買取、委託販売、オークション

丁寧に作られた品々が、癒しと、物を

出品代行も承っております。（おもちゃ、

大切にする心、遠い国と繋がる縁を感じ

ナチュラル服は高価買取中）別業務にて、

る事と想います。

こども縁日等のイベント出張も承りま

洋服
雑貨

…………………… 5,000 円〜（税別）
……………………… 500 円〜（税別）
食品 ………… 500 円〜（税別）
・着
！
途上国 様子
伝
！

す。

まずはお気軽に当店へご連絡くださ

い。

（
品他）
、
強化買取中！大量 場合 出張 致

Map No.79

Map No.140

■住所／昭和町押越 2449-2 ■ TEL／ 080-3175-6554
■定休日／不定期 ■駐車場／ 3 台
■営業時間／ 11：00 ～ 16：00

＆

屋

■住所／甲府市伊勢 1-11-1
■ TEL／ 055-223-2880・090-8318-6520
■定休日／日曜日・祝日・不定休
■営業時間／ 12：00 ～ 19：00
50
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服、
。

物品小売

新型
感染拡大
定休日 記載 異
場合
来店時 事前 店舗
確認

毎日つぶやいています

個人店だからできるサービス。まずは、

苦しいダイエットに挑戦して失敗した

クリーニング Y シャツ 140 円（税込）の

経験、ありませんか？ 無理なく痩せてリ

仕上りをお試し下さい。大物洗い（コタ

バウンド知らずの美ボディーを手に入れ

ツ布団、毛布など）は大型洗濯機で、雨

るためには、正しい知識と適切なサポー

の日は乾燥機をご利用下さい。灯油・タ

トが必要不可欠。薬剤師が考えた健康ダ

ます。

目標達成のサポートをいたします。

イエットプログラムで、私たちが徹底的に

バコ・切手・印紙・葉書も販売してい

【金額 目安】
客様 目標 体質、生活
伺 、
最良
提示
（目安
3 〜5
万円／月）
。
上 、 客様
予算 合
金額
。

毎週水曜日 2 割引
毎月 29 日 3 割引
毎週土曜日
3 本 1,000 円（税込）
※昭和町役場
健康課発行
券使用
。

Map No.45

深川屋商店

、初回

Map No.132

■住所／昭和町西条 4233
■ TEL／ 055-275-7140 ■定休日／火曜日
■営業時間／月～土曜日 8：30 ～ 19：00
日祝日 10：00 ～ 17：00

見
予約
方
購入金額
20％ OFF
。期間／2021.9.30

薬局

■住所／中央市布施 2-3 ■ TEL／ 055-268-3226
■定休日／火曜日 ■駐車場／ 4 台
■営業時間／処方箋の受付：Google 検索でご確認下さい。
（ダイエット相談は時間外も対応可）

新型コロナウイルスのため、お客様に

当店は iPhone を始めスマートフォン

はこれまでと違った対応をしなくてはな

の修理をしております！

考え、皆様にきれいな温泉に入って頂け

す！画面の故障やバッテリーの交換、充

が溜り易いこの頃ですが温泉でリラック

に対応いたします！その他操作案内、格

りませんが、清潔を心がける事が第一と

データはそのまま、即日対応いたしま

るよう努力しております。何かとストレス

電や通話ができないなど、様々な修理

スしてみるのも良いかも知れません。

安スマホのご相談等も対応していますの

で、まずはご相談下さい！

大人 ……………………………… 470 円
75 才以上 ………………………… 300 円
3 才〜小学生 …………………… 250 円
休憩室（10：00 〜16：00）入浴料込
……………………………………1,000 円
（全 税込）

各種修理価格（税別）
画面修理 ………………… 6,800 円〜
交換 …………… 3,800 円〜
他修理 …………………5,800 円〜
相談
！
画面
守
3,300 円 1,500 円
（
持
）
期間／2021.9.30

Map No.65

温泉

Map No.106

■住所／昭和町西条 1961-1 ■ TEL／ 055-275-5361
■定休日／木曜日 ■駐車場／ 50 台
■営業時間／ AM9：00 ～ PM10：00

iCracked Store

■住所／昭和町飯喰 1505-1 イオンモール甲府昭和 2F
■ TEL／ 055-242-7727 ■定休日／年中無休
■営業時間／ 10：00 ～ 21：00（最終受付 20：00）
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甲府昭和
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生 活 ・サービス関 連

生 活 ・サービス関 連

持参
方
3 割引（Y
、布団、着
物、革製品、特殊品除 ／1 回限 ）
期間／2021.2.28

家の鍵の修理・交換。車の鍵開け、鍵

車の内装（シート・ハンドル・天井）

やアルミホイールのガリ傷・歪み、ヘッ

紛失からの作成。スマートキー、イモビも
対応。金庫の解錠 etc…。

ドライトの黄ばみ、社内の消臭・除菌、
ソファーや家具、アルミサッシ、フローリ

鍵の事で困ったらまずはアットサービス

（055-240-7627）に電話してください。

ングなどいろいろな素材の補修・修理・

http://atto-key.com/

鍵開 …………………… 8,000 円〜（税別）
鍵交換 ……………… 12,000 円〜（税別）

張替えをしています。

もったいないと思ったら一度ご相談し

before

て下さい。

after

見積は無料です。お気軽にお問合せ下

さい。

「
冊子 見 」
10,000 円以下 500 円引
10,000 円以上 1,000 円引
期間／2021.9.30

before
Map No.98

材料 、作業
安全

人
施工
。 安心下

after

Map No.62

■住所／昭和町河東中島 1664-7
■ TEL／ 055-240-7627
■定休日／不定休

■住所／昭和町西条新田 433-20
■ TEL／ 055-268-0587 ■定休日／不定休
■営業時間／ 9：30 ～ 18：00

ご先祖様より受け継いだ大切なお仏

お客様の笑顔のために、生活のお困り

壇、古くなったと感じていませんか？ 出

ごとなんでもお任せください。

が可能です。

搬、不用品処分、その他作業、手伝い、害

ん。特殊技術で仕上げて満足間違いなし

雪かき、花火の場所とりなど、法に触れ

張クリーニングで見事に蘇がえらせる事

尾行、あらゆる場所の掃除、荷物の運

虫の駆除から、留守中のペットのお世話、

仏壇の汚れは水拭きでは落とせませ

ること以外なんでもご相談ください。

です。数多くの寺院様でもご利用いただ

TEL 070-6553-1852

いております。

見積り無料ですのでお気軽にお電話く

小
困
全力 応援
。
1 時間作業代 ………… 2,500 円（税込）
（業界最安値
…）

ださい。

仏壇障子張替 … 1 枚 3,000 円（税別）〜
仏像仏壇 大
料金 異
、
気軽
問 合
。

尾行
Map No.27

Map No.5

■住所／昭和町西条 2601-1
■ TEL／ 055-275-8712 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00

特命係

■住所／昭和町清水新居 1513-1
■ TEL／ 070-6553-1852 ■定休日／不定休
■営業時間／受付 9：00 ～ 17：00
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見 ！
初回依頼料
500 円引
期間／2021.3.31

生 活 ・サービス関 連

生 活 ・サービス関 連

使用
全
後使用
人
。

当店は、オーナー様のお話しに耳を傾

エリゼグループは 7 つの事業でお客様

け、カウンセリングを重要視し、ワンちゃ

のニーズに誠実かつフレキシブルにお応

んに合わせたシャンプーを選ばせていた

えいたします。

だきトリミング施術のご提案をいたしま

す。

山梨では他にお取り扱いのないドッグ

Map No.105

avec le chien（

■住所／昭和町河西 1600-5 ■ TEL／ 055-225-6707
■定休日／第 2・第 4 火曜日
■営業時間／ 10：00 ～ 18：00（最終受付 16：00）
Instagram：@avec.le.chien

開催

気軽

Map No.66

㈱

■住所／昭和町西条 1949
■ TEL／ 055-275-6666 ■定休日／祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00

無尽会旅行、老人会旅行、社員旅行、

視察研修、家族旅行など…お客様のご希

望、ご予算に合わせて旅をサポート致し

ます !!

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

「GO TO
行 楽
安全 心

持参 方、
入会登録料無料

Map No.67

観光

■住所／昭和町西条 1949 ■ TEL／ 055-275-6600
■定休日／日・祝日
■営業時間／ AM9：00 ～ PM6：00

56

。

販売

入会登録料：１，
０００円（
持参 方無料）
入場料
（平日）小型５００円／中型６００円／大型８００円
（土・日・祝）小型８００円／中型１,０００円／大型１,２００円
事前予約制度
半日、1 日貸切 OK！
愛犬仲間
会等、
活用
。

DOG ISLAND

問合 下

・

）

■住所／ナビ検索で昭和町河東中島 1481
■ TEL／ 055-268-0003 ■定休日／不定休
■営業時間／ 9：00 ～ 17：00

●環境事業

●石材事業

昭和町のイオンモール近くに約３００
坪の広大なドッグランが新しくOPEN!
愛犬との楽しい時間をお楽しみくださ
い。駐車場、トイレ、愛犬のシャワーも完
備しています。
入会登録には、狂犬病予防、３種以上
混合ワクチン等１年以内の接種証明書が
必要になります。

Map No.92

●美容事業

●海外事業

生 活 ・サービス関 連

生 活 ・サービス関 連

☆ 手入 ・
・
・
・薬用
・
・歯磨
・
・各種

●不動産事業

●車両事業

グッズの販売や、各種セミナーの開催も
行っております。

●観光事業

57

致

。
、新
。

」 、 得 旅

旅

旅行

『石の品質・枠へのこだわり』をモッ

精密な印刷機器、高い技術力、斬新

トーにジュエリー製造卸として今年創業

なデザインで、常にお客様に満足してい

33 年を迎えます。

ただけるよう、より良い印刷を目指して

地場産品であるジュエリーをお客様

日々努力を続けております。

に手にして頂き、身近に感じてもらえる

事務機が広く普及し、家庭やオフィス

ショップギャラリーをオープン致します。

でプリントする機会が増えていますが、必

い。

量印刷で安価に納品・提供できます。

是非お気軽に、ご予約の上お越し下さ

要な時に必要な数だけを、高品質な少
国際的な制度で管理された山梨県有

林の間伐材を利用して作った紙（やまな

し森の紙）を使用することで、当社も森
林管理に携わっています。

Map No.56

弊社

FSC ® 森林認証（COC 認証） 取得
。
認証 森林 適切 維持管
理 促 、国際的 制度
。

客様

㈱

Map No.8

■住所／昭和町西条 110-3 ■ TEL／ 055-226-3555
■定休日／土・日・祝日 ■駐車場／ 5 台
■営業時間／ 10：00 ～17：00

㈱島田

■住所／昭和町清水新居 1534 ■ TEL／ 055-233-8829
■定休日／第 1・第 2 土曜日、日曜日、祝日
■営業時間／ 9：30 ～ 18：00

こうふ TV は毎週月曜日の夜に Facebook

スマホやデジカメで撮った写真がその

や Youtube にてパーソナリティが地域活性

ままになっていませんか？ みなさまの大

活躍している皆様をゲストにお迎えし、事業

せていただきます。

つ情報をご紹介する番組を LIVE 配信してい

やフォトグッズなどの新しい写真の楽し

化のために飲食店のオーナー様や起業して

切な思い出をカタチにするお手伝いをさ

のアピールをしていただいたり、生活に役立

写真で残すことはもちろんフォトブック

ます！

み方もご紹介しています。

出演
基本料金 3,000 円（配信時間 15 分）
配信時間追加 5 分
500 円
配信時
広告掲載 2,000 円
（配信 5 回分掲載）

・
証明写真／
影／
撮影

TV

2L 無料券

！
（ 会計時
提示
）
期間／2021.3.31

Map No.81

■住所／昭和町西条 5050
■ TEL／ 055-268-1951
■営業時間／毎週月曜日 20：00 ～

写真屋

君国母店

■住所／甲府市大里町 5003
■ TEL／ 055-241-8808 ■定休日／年中無休
■営業時間／ 9：30 ～ 20：00

58

現像
／出張撮

友だち追加は
こちらから！

■昭和町商工会会員様 出演料無料
■出演時本
持参
広告掲載無料（配信 5 回分）

Map No.39

／
・

59

生 活 ・サービス関 連

生 活 ・サービス関 連

3 万円以上 買 上
入

アネシスでは、相続手続・遺言書の作

当方では樹齢 50 年のオリーブの親木

成から、葬儀やお墓のご相談、おひとりさ

等から苗を育てており、20 種以上のオ

まへの支援、亡くなった後の各種手続き

リーブの苗を販売しております。庭木に

す。終活の専門相談室として、ワンストッ

す方への支援実績もあり、準備は整って

ください。

軽に見に来てください。

代行など、多様な対応をいたしておりま

育ててみませんか？オリーブ農家を目指

プで解決致しますので、お気軽にご相談

おります。小売りもいたしますので、お気

相談料 …………………………… 初回無料
他 ……………………………… 応相談

3号
4号

…………… 400 円〜500 円
……… 1,000 円〜2,000 円
苗 200 種位 育
。
3 号〜5 号
… 200 円〜1,500 円
（全 税込）

終活相談

YOU 樹

Map No.97

■住所／昭和町西条 5203
■ TEL／ 055-242-8455 ■定休日／月曜日
■営業時間／ 10：00 ～ 17：00

■住所／昭和町河東中島 1960
■ TEL／ 055-275-0480・090-2630-2337 ■定休日／年中無休
■営業時間／ 8：00 ～ 12：00・14：00 ～ 17：00

お身内だけでゆっくりと、[ 光の部屋 ]

電気回路上に「ENEPLATE」を張り付

で満足できる家族葬。[ 光の部屋 ] はご

けることで、電炉に発生するノイズを除去

自分のお部屋のようにお使いいただく家

し無効な電力を減少させることができ、

うよう各種プランをご用意しております。

れました。

平均 5 ～ 15％の電力改善効果が認めら

族葬専用式場です。ご家族のご希望に沿

事前相談・見学も随時対応しています

会社・工場・店舗等電気をたくさんお

のでお気軽にお問い合わせください。

使いの方に特におすすめです。

安心してご導入いただけるよう弊社ス

葬儀（通夜・告別式）…… 38 万円〜（税別）
一日家族葬
……… 33 万円〜（税別）
寺院家族葬
……… 28 万円〜（税別）
自宅家族葬
……… 25 万円〜（税別）
直葬・家族葬
… 8 万 8 千円〜（税別）
相談 応

タッフならびに研究スタッフが丁寧にご
説明します。

まずはお問い合わせください。

近畿大学理工学部
共同開発
㈱ EMC
解析 行 、平均 5 〜
15％ 電力改善効果 認
。

1. 葬儀（通夜・告別式） 利用時
胡蝶蘭（枕花）
2.
他割引
期間／2021.9.30

Map No.141

㈱

（光 部屋）

Map No.74

■住所／甲府市古上条町 411-1
■ TEL／ 0800-800-1794 ■定休日／年中無休
■営業時間／ 24 時間対応

㈱

■住所／昭和町押越 655-2
■ TEL／ 055-268-0156 ■定休日／日曜日・月曜日
■営業時間／ 9：00 ～ 19：00
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生 活 ・サービス関 連

農家 目指 方、
相談 応
。
期間／2021.9.30

相談 方
期間／2021.9.30

Map No.34

苗

EneJet 昭和バイパス SS・とよとみ SS

車検・鈑金・一般修理・輸入車、国

（セブンイレブン中央市豊富店）・一宮

産車の新車、中古車販売を致しておりま

御坂バイパス SS（セブンイレブン笛吹御

す。お客様に期待以上の仕上がり、安全、

サッと出してピッとするだけで簡単に給

ております。お気軽にご相談ください。

坂上黒駒店）では、エネキーが便利です。

安心を乗せた車を提供出来る様心掛け

油できます。

関東運輸支局認証工場。カード決済、

オートローン、サービスローン任意保険

また、エネオスカードと紐づけすると

取扱い致しております。

更にお得に給油できます。現金払いのお

客様には給油で nanaco ポイントが貯ま

るキーホルダー型 nanaco が便利です。

昭和本店（TEL：055-275-2600）は、

灯油や重油の配達も承っております。

Map No.116

㈲萩原石油

Map No.52

■住所／【昭和本店】昭和町河西 946-3 TEL／ 055-275-2600
【バイパス店】昭和町飯喰 1332-1 定休日／年中無休 営業時間／6：00 ～ 24：00
【とよとみ SS】中央市浅利 940 定休日／年中無休 営業時間／ 24 時間営業
【一宮御坂バイパス店】笛吹市御坂町上黒駒 1108-1 定休日／年中無休 営業時間／24 時間営業

Car assist from-T

■住所／昭和町西条 2123
■ TEL／ 055-244-2665 ■定休日／不定休
■営業時間／ 9：00 ～ 19：00

クルマの輝きを追及して創業 32 年。

ドライブレコーダー販売取付します。

昭和町西条にて自動車のボディ磨き、ボ

「あおり運転」や危険と感じたら録画し

中心に「キレイ、気持ちのいい、快適な

事な証拠記録です。前と後の 2 カメラが

ディガラスコーティング、カーフィルムを

ておきましょう。事故時にも役に立つ大

カーライフ」をご提案させていただいてお

ります。
東京

SEMA、
JR 東海
手掛

人気です。お問合せください。
車の事ならフォルティス。

専属磨
、北京
磨
。

参考例

前後
前後
後
他 取扱

上記価格（現金）
提供。 勧
機器本体 + 取付費用。昭
和町 ３活 商品券（
券） 利
用可
期間／2021.1.31

持参 方
消費税 10％割引！!
期間／2021.3.31

Map No.41

㈱

Map No.117

■住所／昭和町西条 5112-1 ■ TEL／ 055-275-6700
■定休日／毎週月曜日 ■駐車場／ 5 台
■営業時間／ 9：00 ～ 19：00

FORTIS

■住所／昭和町飯喰 1289-4 ■ TEL／ 055-268-0900
■定休日／月曜日（臨時休業あり） ■駐車場／ 8 台
■営業時間／ 10：00 ～ 20：00

62

･･･39,800 円（税込）
･･･36,960 円（税込）
･･･26,950 円（税込）
気軽
問合 下

63

自動車関連

自動車関連

中古車
低金利実施中
期間／2021.9.30

当店は、ホンダディーラー店で、デモ

メルセデスをはじめ、欧州車、アメ車など
の上質車を展示販売。国産車も多数取り扱
い、一台一台愛情を込めた仕上げをして納
車しています。購入後も当社自慢の �安い�
アフターでお客様をバックアップいたします。
究極のカーキチゆえに大好きな旧車・ヴィン
テージカー・カスタムカーも展示販売。店
内にはミニカー博物館もあり、店長おすすめ
の�古着�も激安販売。とにかく�来て楽しい�
お店です。新しくお店の一室で �ネイルサロ
ン� も始めました！是非一度遊びに来てくだ
さい。

カーや下取りした中古車を中心にお値打

ち価格で販売しております。在庫車の情

報は写真の QR コードからご覧ください。
また「地域に愛される店」をモットーに

毎週月曜の朝に、近隣の清掃活動を行っ

ています。住み良いキレイな町にしてい

きましょう。

当社 、
直営
認定中古車
。
展示車両 常時 70 台
準備 、購入後 1
年距離無制限 保証。
保証 継続
使用
安心 中古
車販売
。

Map No.129

BOSS CAR'S（

■住所／昭和町河西 1505
■ TEL／ 055-275-9889 ■定休日／火曜日
■営業時間／ 10：00 ～ 20：00

）

自動車関連

自動車関連

当店 、地元
客様 大切
。今、
乗
車 修理・車検・
等、
相談下
。
交換
OK!!
国産車・軽自動車大歓迎 !!
女性
客様 是非
利用
!!

Map No.69

Honda Cars 山梨 U-Select 昭和

■住所／昭和町西条 1216-1 ■ TEL／ 055-275-6481
■定休日／水曜日、第 2・第 3 火曜日
■営業時間／ 10：00 ～ 18：30

福祉車両はごく一部の人たちが使用す

昭和 35 年創業。おかげさまで 60 年

るだけのものではありません。現在では

以上にわたり、地域の皆様にご利用いた

福祉車両は老人のいるごく普通の家庭で

だいているタクシー・バス会社です。

も確実に必要な車となっています。

お客様の安全を第一に考え、ご送迎か

当店は、単なる車の販売だけでなく、

ら観光旅行まで、旅の脚としても安心・

全ての人々が自由にのびのびと、ゆとり

快適にご利用頂けます。タクシーから大

ある生活をするための
「お役に立てれば」

型バスまで取り揃えております。

と考えています。

タクシー・ジャンボタクシー・観光バ

お届けするのは安心と良質です。

展示車
承

Map No.43

。

、 希望

スのことなら【国母観光自動車】へお気
軽にご相談下さい。

車

【
】中型車
初乗運賃（1.8㎞
） ……………… 740 円
加算運賃（283m 増
）………… 90 円
【貸切
】
御料金
、
運行内容
異
、 気軽
問 合
下
。

Map No.51

■住所／昭和町西条 15-1
■ TEL／ 055-240-7676 ■定休日／水曜日
■営業時間／ 9：30 ～ 18：30

国母観光自動車㈱

■住所／昭和町西条 4333 ■ TEL／ 055-230-8000
■定休日／タクシー部：年中無休 観光部：土曜日・日曜日
■営業時間／タクシー部：24 時間営業
観光部：9：00 ～ 17：00
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不動産は、相続されたお子様がどの

大好評！気軽に住み替え応援プラン

ように考えているかが重要です。資産と

住み替えの方々を応援する、アパート・

思っていたものが、負債になることも考

マンション等の敷金￥0、礼金￥0、仲介手

打つのが重要です！豊富な経験と情報

当社では、このほか昭和町を中心に土

えられます。賢い相続対策は早めに手を

数料￥0 のプランです。

地や建物の販売も行っております。お気

を駆使して親身に対応させていただきま

軽にご相談ください。

す。ぜひ一度ご相談ください。
不動産

賃貸

土地、一戸建
不動産 ！

Map No.109

■住所／昭和町西条 1709-1
■ TEL／ 055-225-6171 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 10：00 ～ 18：00

不動産関連

不動産関連

不動産

Map No.68

【気軽 住 替 応援
】
敷 金 ………………………￥0
礼 金 ………………………￥0
仲介手数料 …………………￥0

㈲不動産

■住所／昭和町飯喰 1502-2
■ TEL／ 055-275-0214 ■定休日／日曜日・祝日
営業時間／ 10：00 ～ 18：00

不 動 産 会 社 といっても得 意 分 野 は

当社は不動産の売買・仲介・賃貸・

様々です。弊社は不動産の売却をメイン

相続と幅広いご要望とご相談に対応させ

に仕事をさせていただいております。空

ていただいております。

ローン、任意売却等売却の理由にはいろ

の販売代理店として �無理せず� でも �妥

また企画提案住宅「パパまるハウス」

き家、住み替え、相続財産、離婚、住宅

協せず� の家づくり提案もしております。

いろなケースがありますが、無料で相談

お気軽にご相談ください。

にのらせていただいております。

Map No.21

㈱

不動産

本体価格（附帯工事費・消費税 別途）
30 坪 ……………………… 960 万円〜
33 坪 …………………… 1,040 万円〜
36 坪 …………………… 1,090 万円〜
平屋・二世帯
。

Map No.93

■住所／昭和町清水新居 1270-3 ■ TEL／ 055-298-6177
■定休日／日・祝日 ■駐車場／ 4 台
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00

㈲山

都開発

■住所／昭和町河東中島 1677 ■ TEL／ 055-275-6620
■定休日／日曜日・祝祭日 ■駐車場／ 5 台
■営業時間／ 9：30 ～ 18：00
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地域に密着し、地元の皆様に支えてい

「人と自然にやさしい生活環境づくり」

ただきながら昭和 63 年より営業させて

をサポートし、快適な暮らしに奉仕する水

土地の分譲や売買を中心に賃貸物件

スからをモットーに 49 年。「地元に愛さ

土地の売却をお考えの方がいらっしゃ

家族で奮闘中。

いただいております。

廻り専門店です。販売はアフターサービ

れる店♡必要とされる店」を目標に日々、

の管理もさせていただいております。

お客様の声から声が架け橋となり、商

いましたら、お気軽にご相談下さい。

いがふくらんでおります。感謝・感謝！

家の困った相談、どこに連絡して良い

のかわからない事など、無料にて受付中！
井戸
工事 水使
放題！庭 水撒
・洗車・打 水・雪 除雪 etc …
様々 用途 使
、1 日電気代 100 円
取
、 相談 …
見積 無料 弊社
、見学
。

㈲北宝

Map No.86

■住所／甲府市国母 8-31-8
■ TEL／ 055-228-4141 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 17：30

before

住宅関連

不動産関連

Map No.57

東住機器販売㈲

■住所／昭和町河東中島 256-1
■ TEL／ 055-275-3210 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 8：00 ～ 18：00

after

畳干し文化復活 !! 新規畳乾燥機・機
械導入で 1 日で畳乾燥とはり替えを終
わらせます！お客様が安心・納得出来る
良質な「畳」をお造りします！もちろん国
産畳表がお奨め！全国トップレベルの技
術、県内第 1 号畳ドクター、ものづくりマ
イスター。顧客満足度全国優秀賞受賞 !!
畳についてお気軽にご相談、お立ち寄
りください。

畳工事一式、襖、障子、網戸
替
承
。
知 人 知 店『
庵』
（当店裏）
、和小物、
和雑貨 展開中！軽
丈夫 畳
！大
人気
雪駄
多！

家具・調度・木材の傷を木目まで美し
く再現・出張補修いたします。
当社は、住宅の内装の傷（フローリン
グ面・ドア・カウンター・上がり框（かま
ち）・階段・手すり等）、大切な家具にで
きてしまった傷、椅子やソファーの張り替
え、アパート・マンション退出時の床の補
修、家具のリフォーム等をいたします。
最近は、県内のハウスメーカー、工務
店など専門業者からも発注いただいてお
ります。お気軽にご相談下さい。

before

張替 ………………………
床補修 ………………………
家具
………………

畳乾燥
2,000 円⇒ 1,500 円 !!
期間／2020.11.30

見積

after
Map No.71

塩沢畳店

Map No.53

■住所／昭和町押越 920-2
■ TEL／ 055-275-3681 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 8：00 ～ 18：00

甲府昭和

■住所／昭和町西条 920-7-A
■ TEL／ 055-275-0753 ■定休日／日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00
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気軽 。

5,000 円〜
8,000 円〜
5,000 円〜
（全 税別）

HarK。これは聴く。耳を傾けるという

�お気に入りの洋服を仕立てるように
こだわりの住まいを仕立ててみませんか？�
依田工務店は、
「Home Couture（ホームク
チュール）」を合言葉に、昭和町で 4 代続く地域
に密着した工務店です。
Home は住まい、Couture とはフランス語で
「仕立て縫製」という意味で、一般にはレディ
ス服を作る仕立業、注文服店のことを指します。
つまり、Home Couture とは洋服をオーダー
メイドで仕立てるように、住宅も自分好みに自
由に仕立てるということ。私たちは、あなただ
けのオリジナルの家づくりを提供します。
すべてはお客様のために…

意味になります。お客様の声に耳を傾

け、新築・リフォーム・リノベーション・

メンテナンスまで、家の何でも屋として、
山梨のお客様と歩んでいきます。

あなたに得してもらう + αをお約束し

ます。家のことなら何でもご相談下さい！
・
新築・
・
住宅診断（
家
何
相談下

・外壁塗装
）
。

依田工務店 3
考 方
1. 見 目 大事
住 心地 1 番
2. 人生 1 番 買 物
客様
！
3. 冬暖
！夏 涼
…

Map No.119

after

昭和町W邸

HarK

Map No.55

■住所／昭和町飯喰 1557-11
■ TEL／ 0120-89-9630 ■定休日／不定休（日曜日）
■営業時間／ 9：00 ～ 18：30

住宅関連

住宅関連

before

依田工務店

■住所／昭和町西条 4278
■ TEL／ 055-275-4814 ■定休日／日曜日
■営業時間／ 8：00 ～ 18：00
■ URL／ https://www.h-couture.jp/

お気に入りに囲まれたマイホーム。

「ソーラーサーキットの家」をベースに

家族皆がのびのびと、楽しく生活できる

した新装建設の建物はデザイン性にも

地震に強いパナソニックのテクノストラ

設計から完成までの打ち合わせを心を

空間づくりをお手伝いします。

優れた注文住宅。

クチャーの住宅も取り扱っております。

こめて同じ担当者が行うのでお客様の唯

一無二の逸品住宅を手に入れることがで

きます。

まずはお気軽にお問合わせください。

新装建設
宿泊体験
。 特 夏冬 心地
体験
「予約」
・
「問合 」
電話 。
家 建
前 、
下
。
http://www.shinso.jp
甲府市 I 邸 設計管理
・
一級建築士事務所
撮影／小川重雄

Map No.6

甲府 ㈱

Map No.85

■住所／昭和町清水新居 1515-2
■ TEL／ 055-223-4100 ■定休日／日曜日・祝祭日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00

㈱新装建設

■住所／昭和町河東中島 304-2
■ TEL／ 055-275-6979 ■定休日／日曜日（営業部は水曜日）
■営業時間／ 8：30 ～ 17：30
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！

For Your Vintage Life.

人々の暮らしに密接に関わる空気と水

満足を、ずっと。

を専門分野とした空気調和換気設備、給

の高気密・高断熱。

地域の皆様に暮らしやすい環境づくりを

「e パネル」が実現する国内最高レベル

排水衛生設備工事を行う施工会社です。
提案致します。ダクト工事、換気口取りつ

耐震と制震を合わせた「粘震」構造だ

け、給排水整備等の空調・水回りの工事

から繰り返しの地震に強い。

はぜひお任せ下さい。

確かな性能はもちろんのこと、可愛い

家からカッコイイ家まで、お客様のご予

算、ご要望に合わせて理想の家をかなえ

ます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

甲斐山梨店

Map No.135

■住所／昭和町西条 5157
■ TEL／ 055-268-1515 ■定休日／年中無休
■営業時間／ 9：00 ～ 19：00

住宅関連

住宅関連

Map No.38

対馬設備工業

■住所／昭和町河西 625-13
■ TEL／ 055-287-8995 ■定休日／日曜日
■営業時間／ 8：00 ～ 18：00

ご挨拶は「気になることはございませ

内装工事業者として「誠心・誠意・誠

実」をモットーに、今年で 35 期を迎える

んか？」をモットーに、真面目に取組んで

きました。

ことができました。

屋根外壁塗装など、お家のことなら何で

るため、確かな技術、信頼される施工管

また、本社ショールームにも気軽にお

若いスタッフも増え、明るく活力ある会

内外装リフォーム・増築・水廻り工事・

安心安全に笑顔で過ごせる空間を造

もご相談ください！

理を心がけています。

越しください。

Map No.44

株式会社

部門

■住所／昭和町西条 14-1 ■ TEL／ 055-268-1126
■定休日／水曜日 ■駐車場／ 8 台
■営業時間／ 10：00 ～ 17：30

72

社を目指して頑張ります。

・軽量鉄骨下地組工事
・内装
仕上工事 ・耐震天井工事
・
工事 ・鋼製、木製床工事
http://www17.plala.or.jp/sanse-9151/

Map No.114

㈱

商会

■住所／昭和町飯喰 1366-1
■ TEL／ 055-275-9151 ■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 8：00 ～ 17：30
■ Mail／ sanse-@sky.plala.or.jp
73

〈あなたの志の伴走者でありたい…

私達は様々な建物清掃をし、最高の

きめ細かく対応させていただきます〉

技術でお客様のニーズにお応えしていま

換気扇クリーニング

当事務所では、お客様への対応はすべ

す。

て税理士である古島が責任をもって行い

高齢者や身体の不自由な方のお手伝

ます。税金の申告になじみが無い方にも

いはもちろん、生前整理・遺品整理など

わかりやすくと心がけていますので、安心

も行っています。

してお問い合わせ・ご相談ください。

ろうあ者の方は FAX（275-5229）まで

◆ブログ「古島麻生子の今日の想い」税

お申込ください。

before

務情報や個人の想いを毎日発信中です。

その他害虫消毒も山梨県ペストコント

◆ HP http://kojimamaiko.com/

ロール協会加入のオペレーターがお伺い

します。

…………
台所換気扇……………………
高所
………

【税務
】
・税務顧問（法人、個人）
・相続税、贈与税・税務相談
【
他
】
・起業
税務以外 仕事相談
・相続 試算、手続相談

8,000 円〜
5,000 円〜
8,000 円〜
（全 税別）

Map No.63

㈲美研

Map No.73

■住所／昭和町西条 2008-13
■ TEL／ 055-275-5518 ■定休日／年中無休
■営業時間／応談

古島麻生子税理士事務所

■住所／昭和町押越 923-1 グリーボックス X Ⅳ 3-F
■ mail／ info@kojimamaiko.com
■ TEL／ 055-288-8781 ■駐車場／ 2 台
■定休日／土日、祝日 ※定休日、時間外でも対応可能です。

士業・専門家

住宅関連

after

「お客様の気持ちになって」をモットー

当事務所は技能実習生の受入監理団

に住宅や店舗・デイサービスの設計など

体であり、又特定技能の登録支援機関と

を行っています。まずは当設計事務所に

して法務省から許可を受けております。

細やかな対応で満足していただける建物

設立や建設業許可、風俗営業、古物商、

外国人のビザの取得（更新）、会社法人

御相談ください。女性ならではの設計と

産業廃棄物等許可申請、相続、社会保

を提案します。是非お気軽に。

険・労働保険の手続きなどあらゆる雑

住宅 新築、
。耐震設計、店舗新築、
美容院 改修。
新築、住宅
用途変更。設計料 用途 規模 内容
決
。 相談
。
又 客様 合
工務店 紹介
。

Map No.115

松浦芳恵一級建築士事務所

務をお引き受けしております。
価格等
異
。

Map No.7

■住所／昭和町飯喰 1366-1
■ TEL／ 055-242-6677 ■定休日／不定休
■営業時間／ 8：30 ～ 17：30

行政書士事務所

■住所／昭和町清水新居 1666 ■ TEL／ 055-233-0211
■定休日／土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 ■駐車場／ 8 台
■営業時間／ 8：30 ～ 17：30
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、
、 気軽

相談内容
問 合

私達は、平成元年の創業以来「今より

クーポン誌や SNS でも全然結果が出

一歩」を合言葉に、情報を効率的・戦略

ない…。

的に活用するための業務ソフトウェアを

そもそも効果のある広告って何？

構築・ご提供しております。

様々なエキスパートを抱えている当社

お客様に満足していただき、感動して

なら、その問題を解決できます。情報に

溢れた今は、
「なんとなく」HP やチラシを

いただき、信頼していただける「価値ある

しくみ創り」を強力にご支援いたします！
業務
提案致
○小売店向
○飲食店向
○農産物直売所向
○
・旅館向
作成 承

効果的 Web 制作は当たり前。各種専門

！

家が様々なご相談に乗ります。
今すぐご連絡を！

IT 関
専門

。

㈱

Map No.19

■住所／昭和町河西 919
■ TEL／ 055-275-6369 ■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00

相談

。
。

㈲

■住所／昭和町清水新居 537
■ TEL／ 055-232-1605 ■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00

多種多様なお客様へのサポート経験

株式会社トレンドでは…

と新たなツールの活用で、お客様の広告

人材派遣をはじめ、I・U ターン就職

PR 戦略をきめ細かく、かつ強力にバック

支援や特定技能外国人受け入れの支援

アップいたします！広告 PR 活動に活用

を行っております。

取得のサポートも行っております。お気

持っている能力と可能性を発掘し夢のあ

できる国の補助金（最大 50 万円補助）

就職支援活動を通して、全ての人が

軽にお声がけください！

る未来を創出いたします。

お気軽に、ご相談ください。

空撮（編集付） ……… 30,000 円〜
Web
制作 …………… 100,000 円〜
・
制作 …………… 50,000 円〜
動画広告……………………… 50,000 円〜

◎人材派遣 ◎有料職業紹介
◎ I・U
支援 ◎英会話教室
◎特定技能外国人支援

Web
制作 契約
客様
先着 10 社様
空撮動画
無料
。
期間／2021.9.30

Map No.80

気軽
迅速 対応

㈲ 平成

■住所／昭和町紙漉阿原 2464-B101 ■ TEL／ 055-287-9844
■定休日／土・日・祝 ■駐車場／ 4 台
■営業時間／ 9：00 ～ 18：00
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士業・専門家

士業・専門家

Map No.126

作っても、効果は薄くなってしまいます。

Map No.87

㈱

■住所／昭和町河東中島 1151-7 ■ TEL／ 0120-972-061
■定休日／土曜日・日曜日・祝日 ■駐車場／ 10 台
■営業時間／ 8：30 ～ 17：30
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山梨中央銀行昭和支店では、通常の

各種預金商品等に資金運用から、各種

窓口業務に加えて、平日の夜間や土曜、

ローン商品、その他、金融に関する様々

産運用など、様々なご相談・お申し込み

た商品をご提供させていただきます。営

日曜日も個人のお客さまのローンや資

なご相談等、お客様のライフプランに合っ

業エリアは昭和町全域と中央市の一部、

をお受けいたします。

地域 No.1 金融機関を目指しております。

お取扱い業務

・個人ローン全般にかかるご相談、お

【
職域
制度】
当金庫 職域
契約 締結
事業所等 従業員 皆様
優遇
、商品 提供
制度
。

申し込み

・資産運用や保険の見直しなどのご相
談・お申し込みなど

【
】
■ TEL/055-275-0211
■定休日／祝日（振替休日含）
12 月 31 日
1月3日
■営業時間／平日 9：00 〜19：00
土、日曜日 9：00 〜17：00

Map No.107

山梨中央銀行 昭和支店

Map No.96

山梨信用金庫 昭和支店

■住所／昭和町河東中島 1750-1
■ TEL／ 055-275-4311 ■定休日／土曜日・日曜日・祝祭日
■営業時間／ 9：00 ～ 15：00・ATM8：00 ～ 19：00

『こうしんローンコミュニティー昭和』

当店は昭和町に店舗を構え、おかげさ

は平成 30 年 4 月 16 日に新規オープン

まで地元の地域金融機関として 49 年目

事帰りにお気軽にご来店いただけるよ

今後も皆様とともに成長をめざし、お

した昭和支店内に併設しております。仕

を迎えました。

う、平日は夜 7 時まで営業。土曜・日曜

客様の着実な資産作りのお手伝いをさ

日も朝 9 時から営業しておりますので、

せていただくため、また、地域発展に寄

また、キッズスペースを用意しておりま

ご融資のほか、住宅ローンや消費者ロー

ゆっくりご相談いただけます。

すので小さなお子様と一緒でも落ち着い

ンなど個人のお客様の資金ニーズに幅

各種

子育 応援定期預金 定期積金
相続定期預金・年金定期預金
退職金定期預金 各種
取 扱 中

てご相談いただけます。

Map No.103

甲府信用金庫

昭和

■住所／昭和町上河東 1324-1（甲府信用金庫昭和支店内）
■ TEL／ 055-288-0031
■定休日／祝日・振替休日・12/31 ～ 1/3 ■駐車場／ 13 台
■営業時間／平日 9：00 ～ 19：00 土日 9：00 ～ 17：00
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与できるよう、地元中小企業の皆様への

相談

受

広くお応えいたします。

。

Map No.84

山梨県民信用組合昭和支店

■住所／昭和町河東中島 298
■ TEL／ 055-275-2919 ■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 9：00 ～ 15：00・ATM8：30 ～ 21：00
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金融機関・経済団体

金融機関・経済団体

■住所／昭和町飯喰 1533-1 ■ TEL／ 055-275-5826
■定休日／土曜日・日曜日・祝日 ■駐車場／ 55 台
■営業時間／ 9：00 ～ 15：00

暮らしに役立つ身近な JA です。

JA 山梨みらいは食と農を基軸とした、

どなたでもご利用いただける地域に根差

・

TEL：090-3901-8848

県内初進出！
本場

した協同組合です。昭和支店は JA バン

ク（貯金や住宅・車など各種ローン）と

堪能

当店自慢のドネルケバブは野菜を

JA 共済（ひと・いえ・くるまの総合保障）

ふんだんに使用したボリューム満点

を取り扱っています。資金や保険の相談

の商品です。また、ピタパンではなく

などお気軽にお立ち寄り下さい。

トルティーヤで具材を巻くことで、食

べ応えと食べやすさを両立していま

＊相続定期、年金予約定期、年金受給定期
特典付 定期 取 扱 中
＊
「JA
」受付中
＊自動車共済「見積
」実施中

す。

本場トルコの味をぜひご賞味くだ

さい。

主 出店先
県内各種

出店！

主 商品 価格

Map No.83

山梨

農業協同組合 昭和支店

■住所／昭和町河東中島 328
■ TEL／ 055-275-2121 ■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■営業時間／ 8：45 ～ 17：00（貯金は 15：00 まで）

昭和町商工会は、町内の事業者が、それ
ぞれの経営向上や地域の発展のために総合
的な活動を行う団体です。
国や県、町の補助金を受け、職員を置い
て、事業者を支援するために左記のような
様々な業務を行っています。
今、ご覧いただいている「しょうわくらしの
便利帳」は、参加店（会員）のイチオシ商品
やサービスなどを共同で PR することを目的
に、昭和町の協力を得ながら昭和町商工会
が発行し、今年で 14 年目となりました。
昭和町の事業者のみなさん、事業の成長・
発展のために商工会を利用しませんか？
ただいま、新規会員絶賛募集中です !!

TEL：055-275-7748

新感覚 自家製「
〜注文販売限定

」

いただいております「アイスコロッ
ケ」は、アイスクリームを衣で包んで

フライするスイーツで、テレビでも放

送され、ご好評いただいております。
外は温ったかサクサクの食感、中

は冷たいアイスクリーム。クリーミー

な味わいが楽しく、今までになかっ

た昭和初の新食感スイーツです。

主 出店先
県内各種

主 商品 価格
6

昭和町商工会

■住所／昭和町押越 665-2
■ TEL／ 055-275-3344 ■定休日／土曜日・日曜日・祝祭日
■営業時間／ 8：30 ～ 17：15
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〜

昭和町発のスイーツとしてご愛顧

年会費（法人） ………………… 15,000 円
年会費（個人・青色申告）……… 12,000 円
年会費（個人・白色申告）……… 10,000 円
※
10 月 1 日以降 加入者 半額
加入金（初年度
）…………… 5,000 円

Map No.75

（M）500 円
（Ｌ）800 円
（M）600 円
（Ｌ）900 円
（M）150 円
（Ｌ）200 円

イベント

金融機関・経済団体

‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
牛肉
‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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出店！

最適 詰 合
箱入 ‥‥ 2,520 円（送料別途）

㈲橋爪商店

龍宮城

TEL：055-237-7567

出店 他、
企画等 承

焼

TEL：055-288-8474・090-2224-9554

焼 ・
祭 ・

!!

最高級ブランド牛、人気の牛タン、

出店

小倉あん・カスタードクリーム・

牛カルビなど様々な串焼、秘伝のタ

チョコレート等が入ったもちもちた

特製からあげを始め、屋台の定番メ

テラが好評です。

テムまで、豊富なメニューを取り揃

す。お気軽にお声をおかけ下さい。

レを使用した何度でも食べたくなる

い焼きや素材を厳選したベビーカス

ニューから季節商品、最新流行アイ

各地のイベントに出店していま

えています。

主 出店先
県内外各種

主 出店先
昭和町

・押原公園

・信玄公祭
祭 ・県内 祭

主 商品 価格

主 商品 価格

焼

串焼各種‥‥‥‥‥‥‥‥ 700 円〜
各種 ‥‥‥‥‥‥ 600 円〜

‥‥‥‥‥ 6
‥‥‥‥‥ 20

500 円
500 円

イベント

イベント

祭 屋

TEL：090-4062-1703

祭 ・

焼

大好評
出展

TEL：090-1204-6185

楽

たこ焼きに使うタコは、静岡の契
約加工工場で富士山の名水で蒸し
あげ、特別に大きくカットしたこだわ
りの逸品 !!
ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム
や県内外のイベントに出店中 !! た
こ焼き等の定番メニュー以外にも、
イベントには 欠かせないフードメ
ニューも豊富に取り揃え、イベントに
合った出店スタイルを提案します。出
店依頼等お気軽にご連絡ください。

主 出店先
VF 甲府

主 商品 価格
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楽

!!

くじ引きをはじめ、宝つり、名玩具

等のお店をしております。県内のお

祭りにはもちろん、県外にも数多く
出店しております。基本的には玩具

類になりますが、イベント等出店依

頼がありましたらお気軽にご連絡下

さい。

主 出店先
県内、県外
!!

主 商品 価格
宝

県内外 各種

焼 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
大判焼 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
好 焼 ‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥‥

引

500 円
100 円
500 円
400 円
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祭

出店

引 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 回 500 円
‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 回 500 円
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スマイル工 房

スマイル工 房

91
90

スマイル工 房

スマイル工 房

93
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㈱アクアテック

施工等の概要

なにかと便利なアクアテック！365 日 24 時間対応

◯エアコン・空調

住所／昭和町河西１６３９-10
代表者／寺西 秀之輔

㈱旭建設

施工等の概要

住む人の気持ちを大切に！

◯新築・増改築

○整地・舗装

◯物置・車庫等

○下水道・排水

住所／昭和町西条 455
代表者／齊藤 輝昭

○門・塀

リファイン甲府・㈱アルコ

施工等の概要
◯新築・増改築

人に優しく、自分に優しく

遠藤空調
快適な住まいと暮らしを私たちの手で

㈲笠井木工所
◯耐震工事

◯新築・増改築

◯外壁リニューアル

◯耐震工事

◯壁・天井・床

施工等の概要
◯物置・車庫等

◯門・塀

◯造園・植栽

◯庭石・墓石

住所／昭和町押越 2123-6
代表者／石原 政人

◯整地・舗装

◯害虫・害獣駆除

㈱エイワ実業

施工等の概要

誠実な心で豊かな環境と感動をお届けします。

◯建具製作・補修等
◯家具製作・補修等

住所／昭和町上河東 879-4
代表者／笠井 浩二

家族建設㈱

施工等の概要

住所／昭和町西条 1884-18W34
代表者／米山 充

○耐震工事

㈲管清社

施工等の概要

◯新築・増改築
どんな小さな事でも遠慮なくご相談ください。
じっくりとお話を伺い、お客様に最良のご提案をいたします。 ◯減築工事

住所／昭和町西条 2165-4
代表者／井口 和則

㈱石原グリーン建設 昭和支店 アイガーデン

◯コロナ対策
（パーテーション）

○整理収納コンサルタント

◯水道・給水

安心価格で、迅速対応いたします！

◯パイプクリーニング

住所／昭和町西条 1588-6
代表者／脇 久

◯下水道・排水

沓掛板金工業

施工等の概要

（工事部長 望月幸彦）

◯水道・給水

責任施工による安心工事の提供

◯エアコン・空調

○屋根・雨樋・板金工事等

おかげさまで２０周年

◯下水道・排水

○外壁

住所／昭和町築地新居１１９-2
代表者／沓掛 俊也

住所／昭和町西条 2525-1
代表者／大久保 英和

㈱クリーンベスト

施工等の概要

◯家屋解体・片付け
ベストグループは、地球環境保全のため 「健やかな地球
環境の創造」を目指し、環境保全の分野で社会に貢献する。
住所／昭和町紙漉阿原３１６-4（昭和事業所）
代表者／市川 千壽

グローバルハウス㈱ リフォーム部門
お客様の満足と、幸せづくりに奉仕する
住所／昭和町西条１４-1
代表者／森川 清
（リフォーム担当 藤﨑 甲二）
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施工等の概要
◯新築・増改築

◯設備リフォーム

スマイル工 房

スマイル工 房

『良いものを安く』

◯門・塀

◯屋根・雨樋

施工等の概要

継続のカギは挑戦

住所／昭和町清水新居 1515-2
代表者／佐藤 正和

施工等の概要

◯エアコン・空調

住所／昭和町河東中島 1138-2
代表者／遠藤 辰男

◯ソーラー

井口工業㈱

施工等の概要

小林フェンス工業

施工等の概要

親切・丁寧・迅速な対応と工事

◯物置・車庫等

◯庭石・墓石

◯整地・舗装

◯門・塀

住所／昭和町紙漉阿原 2379-5
代表者／小林 雅巳

昭和板金工業

施工等の概要

◯屋根・雨樋・サッシ工事等

お客様に喜んでいただく、最高の仕事
住所／昭和町西条 4342-1
代表者／秋山 充也

小松建築

施工等の概要

何事にも 真剣に 取り組む

◯新築・増改築

◯耐震工事

◯物置・車庫等

◯外壁リニューアル

住所／昭和町上河東 602
代表者／小松 勝

㈲坂本工業

㈱新装建設

施工等の概要

お客様満足度 パーフェクトを常に達成する

◯新築・増改築

◯壁・天井・床

◯ソーラー

◯下水道・排水

住所／昭和町河東中島 304-2
代表者／笹本 哲翁

◯耐震工事

㈱ゼロ

施工等の概要

施工等の概要
◯整地・舗装

『快適な暮らしを私たちの手で』

◯下水道・排水

住所／昭和町河東中島 715-3
代表者／坂本 久

塩沢畳店

施工等の概要

お客様が話しやすい畳屋さん 畳文化復活！
！

◯畳

◯襖・障子・網戸の張り替え

住所／昭和町押越 920-2
代表者／塩澤 政博

◯新築・増改築

◯土木工事

◯耐震工事

住所／昭和町西条８７４ -１（昭和支店）
代表者／小宮山 晃司

昭和インテリアサービス

㈱太陽社

施工等の概要

◯内装工事全般

気配り第一で信頼の！

（壁・床・障子・カーテン・ブラインド他）

施工等の概要

丁寧・安全な施工でお客様の満足いく工事

◯外壁リニューアル

住所／昭和町押越 100
代表者／渡辺 潮

住所／昭和町築地新居１２５-1
代表者／伊藤 智徳

昭和建設工業㈱

施工等の概要

『省エネ・高耐久をめざした住まいの実現』

◯新築・増改築
◯耐震工事

施工等の概要
◯整地・舗装

誠実な対応と信頼されるものづくり
住所／昭和町西条 2411
代表者／藤巻 紀彦
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㈲田中建材
親切・丁寧

施工等の概要
◯解体・片付け

お客さまのために

◯整地・埋め立て

住所／昭和町河西１６２５ -１４
代表者／田中 平

住所／甲府市寿町 29 番 1 号（昭和町西条 2516-2）
代表者／望月 健

㈲昭和道路

◯外壁リニューアル

㈱田中重建

施工等の概要

新たな気持ちで常に対応。
プロとしての技術をお届けします！

◯一般土木工事

◯給水工事

◯造成工事

◯排水設備工事

住所／昭和町西条 2166
代表者／田中 泉

◯エクステリア等

◯家屋解体工事

外構工事
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スマイル工 房

スマイル工 房

「快適な住まい」「ゆとりある暮らし」を創造しています

東住機器販売㈲

施工等の概要

「販売は、アフターサービスから」をモットーに営業中！「人と自然にやさしい環境づ
くり」をサポートし、快適な暮らしに奉仕する水廻り専門店。TOTO リモデル会員店

◯新築・増改築

◯下水道・排水

◯ソーラー

◯エアコン・空調

住所／昭和町河東中島 256-1
代表者／渡辺 信一

◯水道・給水

◯井戸・ポンプ

ドクターケーニッヒ甲府昭和

施工等の概要

小さな補修から、大きな修理まで出張します！

◯家具製作・補修等

住所／昭和町西条９２０ -７- A
代表者／石原 政信

㈱ニューライフ総建 すまい工房
想うのは 「家族の健康と幸せ」、性能は高く、価格は低く。
1985 年創業、地域密着の工務店です。

施工等の概要
◯新築・増改築

深沢電気工業㈲
○ソーラー発電

○テスラ蓄電池工事

施工等の概要

家のことなら何でもご相談ください！

深沢塗装
◯屋根・雨樋・サッシ

○外壁リニューアル

○壁・天井・床

○カーテン・ブラインド

㈲ヒナタロー

施工等の概要

◯その他電気工事全般

住所／昭和町河東中島 337-1
代表者／深澤 良一

◯新築・増改築

住所／昭和町飯喰１５５７-11
代表者／黒澤 浩志

◯電気配線

技術で貢献

住所／昭和町西条５１５４
代表者／井口 和英

ＨａｒＫ

施工等の概要

施工等の概要

小回りが利いて、丁寧な仕事をお探しなら！
！

◯外壁塗装

○塗り替え

◯室内木部塗装

住所／昭和町上河東２５７-6
代表者／深沢 松雄
（担当 深沢英男）

◯水道・給水

◯電気配線

◯下水道・排水

◯エアコン・空調

住所／昭和町河西 1313
代表者／高橋 勝宏

◯パイプクリーニング

◯その他電気工事全般

◯井戸掘り

◯テレビ等設置

ファミリーフォーム ミヤワキ住設工業

施工等の概要

誠実と信頼を何よりも大切にしています。
住所／昭和町西条新田 536-5
代表者／宮脇 隆夫

人と人

施工等の概要
◯新築・増改築

想像から創造へ

住所／昭和町西条２０４３ -２
代表者／飯窪 稔

三島工業㈱

◯新築・増改築

◯外壁リニューアル

◯物置・車庫等

◯壁・天井・床

◯壁・天井・床

◯外壁リニューアル

施工等の概要
◯整地・舗装

安心な未来の環境づくり

◯下水道・排水

◯門・塀

住所／昭和町河東中島 1312
代表者／三島 達男

◯門・塀

山梨ガーデン㈱甲府営業所

施工等の概要

私たちは、土木・造園アーティストとして、アメニティーな
環境創造を追求し、顧客の信頼と満足を得る

◯物置・車庫等

◯庭石・墓石

◯造園・植栽

◯水道・給水

住所／昭和町西条 2009
代表者／依田 忠

◯整地・舗装

◯下水道・排水

依田工務店

施工等の概要

◯門・塀

（主任 荒井浩樹）

四代目のこだわりと技・巣ではなく本当の家を作る

◯新築・増改築

住所／昭和町西条 4278
代表者／依田 秀秋

㈱ＬＯＨＡＳ

施工等の概要

地域密着！お客様満足度 100％を目指します！
住所／昭和町西条５１７-1
代表者／金子 直樹
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◯屋根・雨樋・サッシ

○外壁リニューアル

○内装・インテリア

○造園・外構

スマイル工 房

スマイル工 房

すべてはお客様のために

㈱マツダ建築工房

スマイル工 房
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昭和町の“使える”公共施設
※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館時間や閉館日等が変更になる場合があります。

昭和町役場

開 業 時 間 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分

昭和町中央公民館

開 館 時 間 午前 8 時 30 分〜午後 10 時

055-275-2111
055-275-8641

昭和町総合会館
055-275-6461

休 業 日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）
閉 館 日 年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）
開 館 時 間 午前 8 時 30 分〜午後 10 時（貸出しは午後 9 時 30 分まで）
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、当面の間温泉は平日午
前 10 時〜午後 3 時のみの営業とし、同時入浴は 7 人以下、入浴時間は
入浴時間
30 分以内とする。※閉館時間、入浴時間及びその運用についてあくま
で現時点のものであり、今後変わる可能性がある。
閉 館 日

釜無工業団地公園グラウンド・テニスコート 開 館 時 間 午前 6 時 00 分〜午後 10 時
055-275-8641

甲府市水道局スポーツ施設 開 館 時 間 午前 8 時 30 分〜午後 5 時
055-228-3311

055-275-8641

火曜・水曜・木曜・金曜日は午前 10 時〜午後 7 時
土曜、日曜日は午前 10 時〜午後 5 時

閉 館 日

月曜・祝日・月の最後の平日、年末年始（12 月 27 日〜 1 月 5 日）、
特別整理期間（年１回必要期間）

昭和町総合体育館

［月曜日〜金曜日］ 乳幼児親子／午前 10 時〜午後 5 時
小学生／午前 10 時〜正午・午後 1 時〜午後 5 時
開館時間
中高生／午前 10 時〜正午・午後 1 時〜午後 8 時
［土曜日］午前 8 時 30 分〜正午
※夏休み等長期休校中の土曜日は休館

休 館 日

※夏休み等長期休校中の土曜日は、休館
※放課後児童クラブについてはお問合わせください

月曜日、祝日の翌日
年末年始（12 月 27 日〜 1 月 5 日）

休 館 日

西条児童館

055-275-9616

※夏休み等長期休校中の土曜日は、休館
※放課後児童クラブについてはお問合わせください

閉 館 日 月曜日、祝日、年末年始（12 月28 日〜 1月4 日）、11 月の総合点検期間中（約 10 日間）

昭和押原公園（ゆめパーク昭和） 055-267-9001
開 館 時 間 午前 8 時〜午後 10 時
グラウンド、管理棟（多目的広場、ジョギング・ウォーキングロードを除く）
休 館 日
月曜（月曜が祝日の時は開館）、年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）
L http://www.yamanashi-football.com/oshihara/

西条・彩の広場

問い合わせ先

昭和町役場都市整備課 055-275-8413
ただし管理棟については企画財政課 055-275-8154

常永ゆめ広場
公園内施設

休 館 日

常永児童館

昭和町上河東 1320

芝生広場・ウォーキングロード・自転車練習コース（幼児むけ）
・緑の回廊・
ビオトープ・トイレ（オストメイト対応）・駐車場

問い合わせ先 昭和町役場都市整備課
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055-275-8413

日曜日、祝日、年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）、
夏休み等長期休暇中の土曜日、その他館長が必要と認めた日

055-275-0358
［月曜日〜金曜日］ 乳幼児親子／午前 10 時〜正午
小中高生／午前 10 時〜正午、午後 1 時〜午後 5 時
開 館 時 間 ［土曜日］午前 8 時 30 分〜正午
※夏休み等長期休校中の土曜日は、休館
※放課後児童クラブについてはお問合わせください

昭和町西条 5340

公園内施設 遊具・ミスト式噴水（夏季のみ）・あずまや・トイレ・駐車場

日曜日、祝日、年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）、
夏休み等長期休暇中の土曜日、その他館長が必要と認めた日

［月曜日〜金曜日］ 乳幼児親子／午前 10 時〜正午
小中高生／午前 10 時〜正午、午後 1 時〜午後 5 時
開 館 時 間 ［土曜日］午前 8 時 30 分〜正午

午前 10 時〜午後 9 時 15 分（毎週水曜日のみ午後 1 時 15 分から 1 時 45 分まで閉館）
開 館 時 間 ※プール・トレーニングルーム・スタジオのご利用は午後 9 時までとな
ります。また、使用時間の制限は 3 時間 30 分までとなります。

R

日曜日、祝日、年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）
夏休み等長期休暇中の土曜日、その他館長が必要と認めた日

［月曜日〜金曜日］ 乳幼児親子／午前 10 時〜正午
小中高生／午前 10 時〜正午、午後 1 時〜午後 5 時
開 館 時 間 ［土曜日］午前 8 時 30 分〜正午

055-275-1115

昭和町立温水プール 055-275-9811

U

※その他詳しいこと、放課後児童クラブについてはお問合わせください

押原児童館 055-275-6462

開 館 時 間 午前 9 時〜午後 10 時
閉 館 日

休 館 日 年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）

児童センター「ゆめてらす」 055-233-1152

055-275-7860

開館時間

閉 館 日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合には翌日）・年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

昭和町地域交流センター 夜 間 貸 出 午後 7 時〜午後 10 時（月〜土）※休日の利用はご相談ください

祝日、第 1・3・5 日曜日、第 4 月曜日（風呂のみ）、年末年始
（その他点検清掃等、必要時に臨時休業することがある）

昭和町立図書館

閉 館 日 日曜、及び祝日の夜間、年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）

休 館 日

日曜日、祝日、年末年始（12 月 28 日〜 1 月 4 日）、
夏休み等長期休暇中の土曜日、その他館長が必要と認めた日

昭和町風土伝承館 杉浦醫院 055-275-1400
開館時間

月曜日〜金曜日、日曜日 午前 9 時 30 分〜午後 4 時 30 分
（最終入館は午後 4 時まで）

休 館 日 土曜日、祝日、年末年始（12 月 27 日〜 1 月 5 日）
U

R

L http://www.sugiura-iin.com/
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医療法人 武川会

武川病院

（併設 介護老人保健施設ひばり苑）

昭和町飯喰 1277 ／ TEL 055-275-7311
診療科目

昭和南耳鼻咽喉科クリニック

外科／内科／婦人科／整形外科／肛門外科
消化器内科／消化器外科（ 内視鏡・がん・ポリープ ）

診 療 科 目 耳鼻咽喉科

月〜金曜日 8：45 ～12：00 ／13：30 ～17：00
診 療 時 間 土 曜 日 8：45 ～12：00

月〜金曜日 9：00 ～12：00 ／15：00 ～18：00
診 療 時 間 土 曜 日 9：00 ～13：00

※予約優先制になります

（受付時間は 30 分前から）

休 診 日 土曜午後・日曜・祝日・年末年始

休 診 日 土曜午後・日曜日

一 般 病 床 ４５床／面会時間 14：00 ～19：00
U

げんきキッズクリニック

R

U

L http://www.takekawa-hp.jp

昭和町河東中島 748-1 ／ TEL 055-268-5599

（病児保育室・重症心身障がい児レスパイトケア施設）

うちだ歯科クリニック

太田整形外科医院

R

土田クリニック 腎・泌尿器科

昭和町河東中島 1317-2 ／ TEL 055-288-8011

月〜金曜日 9：00 ～12：30 ／14：00 ～18：00
ただし、月・金曜は 19：00 まで、土曜は 17：00 まで

休 診 日 木曜・日曜・祝日
U

L http://genkikids-clinic.com

昭和町清水新居 498 ／ TEL 055-226-0999

L https://www.showaminami-clinic.com

診療時間

月〜金曜日 8：30 ～11：30 ／13：30 ～17：00
土 曜 日 8：30 ～11：30

休 診 日 木曜・土曜午後・日曜・祝日（完全予約制）
U

R

診 療 科 目 歯科一般／小児歯科／歯科口腔外科

診 療 科 目 小児科／アレルギー科

診療時間

昭和町河東中島 1583-16 ／ TEL 055-231-5426

かたせ歯科クリニック

R

L http://itp.ne.jp/info/197823254181761230/shop/

昭和町河西 1600-3 ／ TEL 055-268-2556

診療科目

整形外科／形成外科
リハビリテーション科／リウマチ科

診 療 科 目 歯科一般／小児歯科／歯科口腔外科／矯正歯科

受付時間

月〜金曜日 8：30 ～11：30 ／13：30 ～18：00
土 曜 日 8：30 ～11：30

診療時間

月〜土曜日 9：00 ～12：30 ／14：30 ～18：30
ただし、土曜は 17：00 まで

休 診 日 土曜午後・日曜・祝日

休 診 日 水曜日（祝日のある週の水曜日は診療します）
・日曜・祝日

U

U

R

L http://ota-seikei.jp/

昭和町河東中島 1590-3 ／ TEL 055-275-5656
診 療 科 目 泌尿器科／腎臓内科／生活習慣病／予防接種

診療時間

月〜金曜日 8：30 ～12：30 ／14：30 ～18：00
ただし、木曜・土曜 12：30 まで

休 診 日 木曜午後・土曜午後・日曜・祝日
U

R

L http://tsuchida-cl.jp
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カホリ歯科

R

L http://katase-dc.com

昭和町河西 1483 ／ TEL 055-268-7531
診 療 科 目 歯科一般／小児歯科／歯科口腔外科／矯正歯科

月〜金曜日 9：00 ～13：00 ／14：30 ～18：30
診 療 時 間 ただし、土曜は 17：00 まで、水曜の午後は週により
休診
休 診 日 木曜午後・日曜・祝日
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皮 フ 科
大竹皮フ科クリニック

総合病院
武川病院

内 科・小 児 科
あいのた内科消化器科クリニック
今井クリニック
大塚内科小児科医院
風間内科医院
北原内科クリニック
げんきキッズクリニック
こどもクリニックぷぅ やない小児科
まつしたこどもクリニック
森川医院

腎・泌 尿 器 科

さの皮フ科クリニック
昭和町飯喰 1277

055-275-7311

高山皮フ科形成クリニック

昭和町西条 1481-2

055-240-7110

こぐれ眼科クリニック

昭和町河東中島 443

昭和町紙漉阿原 216-4
昭和町押越 916-1

昭和町西条 5003-2

昭和町河東中島 748-1
昭和町押越 73-1

昭和町清水新居 1278-3 スペースブロス 2F
昭和町河東中島 1903

整 形 外 科・形 成 外 科
太田整形外科医院
さとう整形外科
吉川外科整形外科医院
相川整形外科クリニック
甲府昭和形成外科クリニック
横山整形外科医院

産 科・婦 人 科
甲府昭和婦人クリニック
田辺産婦人科医院

科

055-275-1170

中村眼科・イオンモール甲府昭和

055-275-5157

嶋崎耳鼻咽喉科医院

055-275-4164

耳鼻咽喉科

055-268-7020

昭和南耳鼻咽喉科クリニック

055-268-0871

あまね歯科医院

055-268-5599
055-269-6711

055-275-2070

歯

科

いまむら歯科クリニック
うちだ歯科クリニック
かたせ歯科クリニック

まつした腎クリニック（腎不全治療専門施設） 昭和町押越 789
土田クリニック（腎・泌尿器科）

眼

昭和町河東中島 1590-3
昭和町清水新居 498
昭和町西条 4129

昭和町河西 623-8

昭和町河東中島 1592-5
昭和町西条 5266-1

昭和町築地新居 300-2

055-275-6550

カホリ歯科

055-275-5656

川手歯科クリニック

055-226-0999

五味歯科医院

055-288-0265
055-275-6361
055-269-6338
055-240-7766
055-275-9339

昭和町西条 640
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055-226-5566
055-275-3577

055-275-8820

昭和町清水新居 1278-3 スペースブロス 2F

055-237-7012

昭和町押越 70-1

055-268-7766

昭和町上河東 1313-1

昭和田中歯科医院
しょうわまち歯科 口腔外科クリニック
スマイル歯科クリニック
横山デンタルクリニック
たか歯科

フカサワ歯科医院
福田歯科

055-242-7612

昭和町飯喰 1505-1 イオンモール甲府昭和店内

055-269-5111

昭和町河東中島 1317

055-275-8741

昭和町河東中島 1585-5

055-268-6480

昭和町河東中島 1317-2

055-288-8011

昭和町河東中島 1583-16

昭和町押越 1070-1
昭和町河西 1600-3
昭和町河西 1483

昭和町西条新田 671-1

甲府ファーストデンタルクリニック・イオンモール甲府昭和 昭和町飯喰 1505-1 イオンモール甲府昭和店内

にいな歯科医院
昭和町清水新居 1215-1

昭和町紙漉阿原 27-2

昭和町西条 4330-1
昭和町上河東 382
昭和町西条 5222
昭和町西条 5109

昭和町築地新居 300-2-2 階
昭和町西条 1523-1
昭和町押越 476-1
昭和町西条 1033

昭和町清水新居 1674-2
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055-231-5426

055-240-7555
055-268-2556
055-268-7531
055-230-4618

055-269-5112

055-275-4181
055-275-5588
055-275-8080
055-268-7550
055-242-6556
055-275-9955
055-298-6525
055-275-5000
055-227-5710

資料提供：昭和町
108

