
「石和温泉冬街めぐり」企画 1000円券 協力施設一覧 

≪飲食店≫ 電話番号 住所 営業時間 定休日 おすすめ point・備考 

そば処 幟 055-262-2129 笛吹市石和町市部 1117 11：00～売り切れまで 水曜 

当店はおそばの専門店です。四季を通して美味しく召し上がっていただける天ざるそば、お出

汁たっぷりの玉子焼きやＢ級グルメでおなじみの鳥もつ煮など、豊富なメニューを取り揃えて

おります。 

パブ「輦」レン 055-262-2280 笛吹市石和町市部 977-31 19：00～24：30 日曜 地酒あり  090-4608-2562 

プチハウス 055-263-0970 笛吹市石和町川中島 498-1 20：00～24：00 水曜   

割烹居酒屋 愛作  055-263-5893 笛吹市石和町川中島 1607-100 
平日 17：00～25：00 

金・土・祝祭日前 17：00～26：50 
日曜 

郷土料理(馬刺し、ほうとう、鳥もつ）、勝沼ワイン、地酒(谷桜、七賢、笹一など）扱って

います。 

一丁ラーメン 川中島店 055-23-2698 笛吹市石和町川中島 79-1 19：00～26：00 水曜 手作り餃子、台湾ラーメンとチャーシューメンがお薦めです。 

スナック クール 055-262-7027 笛吹市石和町川中島 42-1 19：00～24：00 日曜   

サパークラブ朱里 055-263-0992 笛吹市石和町川中島 28-1 20：00～26：00 月曜 山梨県産七賢あり、フィリピン人と日本人のスタッフのお店で明朗会計。 

割烹 小春 055-262-5200 笛吹市石和町川中島 110-208 17：00～23：00 不定休 
七賢、武の井、山梨の生ワイン(赤・白）、甲州牛のしゃぶしゃぶ・すきやき、富士桜ポーク、

馬刺し 

カラオケ BOX 居酒屋 潤 055-287-6432 笛吹市石和町川中島 52-1 19：30～29：30 不定休 
日本酒七賢、ワインルミエール有ります。料理付飲み放題１人 3500円で山梨県産ワイン

も入っています。他、期間中、飲み物、一品料理全品５００円均一 

パブマニラ 2006 055-263-6534 笛吹市石和町川中島 92-8 19：30～26：00 無休 お酒を飲みながら楽しくお話したりカラオケしたり♪ぜひお立ち寄り下さい。 

ラウンジ ライズ 055-263-5141 笛吹市石和町川中島 28-1 21：00～26：00 日曜 日本人女性スタッフだけのお店、静かなムードで飲めるお店 

旬彩酒房 みつむら 055-262-5333 笛吹市石和町八田 1-2 17：00～24：00 日曜 お薦め料理 甲州富士桜ポークステーキ又は、シャブシャブ、馬刺料理 

Japanese modern CLUB 

はんなり 
055-263-3737 笛吹市石和町川中島 465-1 19：00～24：00 年中無休 

県内の旬のつまみに美酒(生酒、ワイン、谷桜、機山）をとり揃え三味線、舞踊のライブが

楽しめ、地元の女性スタッフ多数でおもてなしをしています。料理付き、飲み放題プラン(要

相談） 

かばちたれ 055-287-8009 笛吹市石和町川中島 465 17：00～26：00 月曜 地酒あり 

茜どき 石和店 055-261-8117 笛吹市石和町四日市場 1661 16：00～25：00 12/31.1/1 
落ち着いた雰囲気で幅広い客層に対応できます。山梨県産のワインも幅広くご用意してい

ます。現在カニを使ったフェアも実施しています。 

水琴茶堂 一宮店 0553-47-3708 笛吹市一宮町坪井 1928 11：00～17：00 なし 和食 

イタリアントマトクラブ笛吹店 055-230-5225 笛吹市石和町上平井 451-4 10：00～21：30 なし イタリアン洋食、カフェ 

長寿村権六 笛吹店 055-261-1133 笛吹市石和町上平井 819 11：00～15：00 なし ほうとう、そば 

喫茶ミール 055-263-9191 笛吹市石和町駅前 16-1 イオン石和店内 10：00～19：00 なし 一店一品 お勧め品 食事 

ロッテリア イオン石和店 055-263-9025 笛吹市石和町駅前 16-1 イオン石和店内 9：00～21：00 なし コーヒー、チキン、ハンバーガー 

牡蠣小屋 

㏌石和源泉足湯ひろば 
080-9557-2988 笛吹市石和町川中島 1607 

平日 17：30～22：00 

土日祝 11：00～22：00 

火曜 

水曜 
山梨県で海産物がバーベキューで食べられます。 



 

≪観光施設≫ 電話番号 住所 営業時間 定休日 おすすめ point・備考 

宝石庭園 信玄の里 055-263-6884 笛吹市石和町窪中島 122-1 8：00～17：00 なし   

≪観光農園≫ 電話番号 住所 営業時間 定休日 おすすめ point・備考 

㈱御坂農園 055-263-3111 笛吹市御坂町夏目原 656-1 9：00～16：00 なし 山梨の銘菓などの販売 

≪ワイナリー≫ 電話番号 住所 営業時間 定休日 おすすめ point・備考 

アルプスワイン㈱  

直営店サロン 
0553-47-5881 笛吹市一宮町狐新居 323-1 9：00～17：00 

第 1・3・5火曜 

毎週水曜 

年末年始 

ワイナリー直営のサロンショップ。本格派の甲州ワインや数々の賞を獲得したプレミアムワイン、甘く華やかな香りのスパ

ークリングワインやワイン関連グッズなどを取り揃えております。 

笛吹ワイン㈱ 055-263-2299 笛吹市御坂町夏目原 992 9：00～16：00 日曜 山梨県産原料１００％使用のワインの販売・製造 

スズラン酒造工業㈲ 0553-47-0221 笛吹市一宮町上矢作 866 9：00～16：00 月曜 
当社、初仕込みの濁酒(どぶろく）で「山梨のこしひかり」が新発売（2月 1日より）当社自社栽培のメルロ、カベル

ネ、シラーのワイン 

ルミエール ワイナリー 0553-47-0207 笛吹市一宮町南野呂 624 9：30～17：30 年末年始 

明治 18年から続くブティックワイナリー。「本物のワインは本物のブドウから」をモットーに高品質なワインを造り続けてい

ます。また、ゆったりと寛いだ雰囲気の中でお買い物やお食事を楽しんで頂けるショップやレストランも併設し、皆様の

お越しをお待ちしております。 

本坊酒造㈱ 

マルス山梨ワイナリー 
055-262-4121 笛吹市石和町山崎 126 9：00～16：30 なし 日本ワインコンクール 5年連続金賞受賞ワイナリー 工場見学、試飲(6 アイテム～）無料 

モンデ酒造㈱ 055-262-3161 笛吹市石和町市部 476 8：30～17：00 12/31 
お手軽な缶ワインの製造・販売を行っております。ワイン以外にも、梅酒などの甘口リキュールの取り扱いもあり、無料

で試飲もできます。※ワイン・リキュール等の自社製品にご利用は限ります。 

≪タクシー≫ 電話番号 住所 営業時間 定休日 おすすめ point・備考 

日之出観光自動車㈱ 055-262-2131 笛吹市石和町市部 1109-10 24時間 なし 安心、安全、親切な接客でのおもてなし、ご利用をお待ちいたしております。(タクシー、バス、旅行業） 

㈲石和交通 055-262-3737 笛吹市石和町八田 330-94 24時間 なし   

山梨第一交通㈱ 055-206-3300 甲府市富士見 2-1-62 24時間 なし 配車センター ℡0120-62-5757 

㈲岡部タクシー 055-262-3637 笛吹市石和町八田 490-54 24時間 なし   

≪芸妓置屋≫ 電話番号 住所 営業時間 定休日 おすすめ point・備考 

ご宿泊の宿にご確認ください。（地元コンパニオン多数揃え、日本の伝統芸妓・芸能の若手育成し、多所にて(お座敷にかかわらず）披露(日本踊、三味線、鳴り物）地元民謡、武田節、風林火山等、生ライブ披露のみ可能) 
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