
ＮＯ 店名 所在地 営業時間 取扱銘柄食肉 電話番号 定休日 URL

1 （有）髙野牛肉店 甲府市丸の内３ー１６－３
平日 １１：３０～１４：００　１７：００～２２：００
日・祝日　１７：００～２２：００　　（LO　２１時）

甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州麦芽ビーフ・甲州富士桜
ポーク

０５５（２２２）８８２６ 日曜日 http://www.ajmic.or.jp/kumiai/pickup/yamanashi_0905-7.html 

2小島精肉店 甲府市相生２－１６－５ １７：００～２２：００
甲州牛・甲州ワインビーフ・甲
州麦芽ビーフ・甲州富士桜
ポーク甲州地どり・甲州頬落鶏

０１２０（２９０４）７９ 日曜日 http://www.meat-shop.co.jp/index.html

3十四番目の月
甲府市丸の内２ー２－６
仙山閣ビル１階

１７：００～２４：００　（LO ２３時）
甲州牛・甲州麦芽ビーフ
甲州地どり

０５５（２３６）３１１７ 日曜日、祝日 http://r.gnavi.co.jp/n635300/

4
甲州牛鍋料理
　紅梅や

甲府市丸の内１－１５－６
地球堂ビル２階

火～土 ランチ　　１１：３０～１５：３０
　　　　　ディナー １７：３０～２３：３０（ＬＯ ２２：３０）

甲州牛・甲州ワインビーフ・甲
州富士桜ポーク
甲州地どり

０５５（２２３）１２１０ 月曜日 http://www.kobaiya.jp/concept/

5木の風
甲府市北口２－４－２
上田ビル１階

１６：００～２４：００（ＬＯ ２３：３０） 甲州牛・甲州富士桜ポーク ０５５（２５２）８１１８ 日曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19008341/

6甲州焼肉　奏 甲府市中央１－６－１８ １１：３０～１４：００（土日定休）１７：３０～ 甲州牛・甲州富士桜ポーク
０５０－５５７１－７９５６
０５５（２２２）８７６７

ランチ・土曜日
日曜日
年中無休

http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19008340/

7 １００８（せんぱち）
甲府市丸の内１－１－８
セレオ甲府５階

１１：００～２１：３０（ＬＯ ２１：００） 甲州牛 ０５５（２３２）１００８ 年中無休 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19006432/

8レストラン　ボンマルシェ 甲府市中央１－５－１２ 火曜～日曜
甲州牛・甲州富士桜ポーク
甲州地どり

０５５（２３３）７８７７ 月曜日 http://r.gnavi.co.jp/pak275kx0000/?sc_cid=type-t_g_sp&utm_id=type-t_g_sp

9てっぱん　秀 甲府市中央１－１－１４ １１：３０～（ランチは火～金）１７:３０～翌２：００ 甲州牛 ０５５（２２７)－９０３０ 日曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19005661/dtlphotolst/1/

10
甲州居酒屋
さけくら

甲府市中央１－１３－７ １７：００～２４：００（LO２３：００）
甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州富士桜ポーク

０５５（２３７）４８２０ 日曜日 http://r.gnavi.co.jp/nat8200/

11メリメロ
甲府市丸の内１－１－２５
甲州夢小路内弐の蔵２Ｆ

平日１７：３０～２２：００
土曜１１：００～１５：００　１７：３０～２２：００
日曜・祝１１：００～２０：３０

甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州地どり

０５５（２９８）６６６８
月曜日
（月曜祝日の場合翌
日）

http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19007453/

12恩の時 甲府市丸の内１－８－９
平日１１：３０～１４：００　１７：００～２３：００
土日１７：００～２３：００ 甲州牛・甲州富士桜ポーク ０５５（２６９）８４８７ 日曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19007358/

13峠の茶屋 甲府市北口３－２－２
火曜～土曜　１８：００～２４：００（LO２３：００）
日曜・祝　１６：００～２４：００（LO２３：００）

甲州牛・甲州富士桜ポーク ０５５（２５３）８５０５ 月曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19007654/

14甲州串揚げ周山 甲府市北口３－４－１４ １７：３０～２２：００（LO２１：３０）　１７：３０～２１：００
甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州富士桜ポーク

０５５（２５４）３４５６ 日曜日・祝日 http://www.syuuzan.jp/concept.html

15和食あかざわ 甲府市宝２－１９－４
１１：００～１６：００（予約制）
１７：３０～２２：００

甲州牛・甲州富士桜ポーク
甲州地どり

０５５（２６９）６５９５ 月曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19008207/

16ヴィエイユ　ヴィーニュ 甲府市朝日１－１０－２ 2F 平日１９：００～２４：００　土曜２０：００～２４：００
甲州ワインビーフ
甲州麦芽ビーフ

０８０－３９１８－３５５９ 日曜日・祝日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19007071/

17奥京　甲府駅前店 甲府市丸の内２－１５－７ 月曜～土曜１１：００～２３：００（２０：３０） 甲州ワインビーフ ０５５（２２８）８２５０ 日曜日・祝日 http://www.okukyo.com/ekimae/

18KKR甲府ニュー芙蓉 甲府市塩部３－６－１０ ２１：００まで
甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州富士桜ポーク

０５５（２５２）１３２７ 年中無休 http://www.fuyo.jp/

19へっつい
甲府市丸の内１－２０－２
シンク明野農園

月曜～土曜１１：００～１５：００　１６：００～２２：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LO２１：３０） 甲州ワインビーフ ０５５（２２８）０８０８ 日曜日・祝日 http://www.thinkcoltd.jp/hettui/access.html

20いけ田 甲府市丸の内２－３－１ ランチ営業 甲州ワインビーフ、甲州地どり ０５５（２２３）５５３９ 年中無休 http://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/eat/p3_0133.html

21小作　甲府駅前店 甲府市丸の内１－７－２ １１：００～２２：００（LO２１：１０） 甲州ワインビーフ、甲州地どり ０５５（２３３）８５００ 年中無休 http://www.kosaku.co.jp/tenpo-kofuekimae.html

22やきとり鳥笑 甲府市湯村２－６－２０ １７：００～２４：００ 甲州麦芽ビーフ ０５５（２５４）７２００ 日曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19006477/dtlrvwlst/8391527/?lid=unpickup_review#title-rstdata

23はる将 甲府市丸の内３－１０－２
月～金１７：３０～２３：００（LO22:00)
土　　　１８：００～２３：００（LO22:00）

甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州富士桜ポーク ０５０－５５７１－７５２６ 日曜日・祝日 http://r.gnavi.co.jp/gwkbgzta0000/

24柳屋 甲府市湯村３－１６－２
甲州ワインビーフ
甲州富士桜ポーク

０５５（２５３）２４１６ 年中無休 http://www.yumurayanagiya.com/

25湯村ホテル 甲府市湯村３－３－１１
甲州牛・甲州ワインビーフ
甲州地どり

０５５（２５４）１１１１ http://www.yumura-hotel.com/

26そつのんごろ
甲府市相生１－１－１１
アカオビル１F

１８：００～２４：００ 甲州ワインビーフ・甲州地どり ０５５（２３３）３３３２ 日曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19007606/

27奥藤本店　甲府駅前店 甲府市丸の内１－７－４
１１：００～１４：３０（LO１４：１５)
１７：００～２０：３０（LO２０：１５）

甲州富士桜ポーク ０５５（２３２）０９１０ 不定休 http://okutou.com/ekimae.html

28甲州地どり市場 甲府市伊勢２－１０－２ 月曜～土曜１０：～００～１８：００（LO１４：００） 甲州地どり ０５５（２２２）００３２ 日曜日 http://www.kosyujidori.com/storelist/

29くだん 甲府市丸の内２－１０－１２ １７：３０～２４：００（LO２３：００） 甲州地どり ０５５（２２２）２１６０ 日曜日 http://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19007692/

30スコット 甲府市中央１－３－１ １０：３０～２１：００（LO２０：００） 甲州地どり ０５５（２３２）２４２４ 木曜日・第1水曜日 http://www.scotts-kofu.com/

31らあめん青葉
甲府市丸の内1-1-8
セレオ甲府５階

１１：００～２３：００（LO２２：３０） 甲州地どり ０５５（２２２）０６５０ http://kofu-aoba.com/

32UREGA 甲府市丸の内１－１７－５ １８：００～２１：００ 甲州地どり ０５５（２３２）６１６１ 日曜日 http://www.urega.net/

33ういち 甲府市丸の内４－７ 午後5時から(ラストオーダー午後11時) 甲州地どり ０５５（２２３）４１８５ 日曜日 http://www.uichi.jp/

甲府駅周辺で「甲州統一ブランド食肉」が食べられるお店一覧
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