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やまなし 美食 ウィーク
参加店舗一覧

〒405ｰ0018 山梨市上神内川

いづ屋

1606 ☎ 0553ｰ22ｰ0027

営業時間：11:00〜14:00 17:00〜：21:00
定休日：木曜日
駐車場：有

〒409ｰ1302 甲州市勝沼町菱山

シ ャトー勝沼
レ ストラン鳥居平

〒404-0053 甲州市塩山小屋敷 2311-1

株式会社

☎ 0553-33-3555

営業時間：10:30〜15:30
定休日：年末休業有
駐車場：有

スパランドホテル内藤レストラン
＆ワインバー回（かい）

〒406-0032 笛吹市石和町四日市場 1690 ☎ 055-262-7001

営業時間：17:00〜22:00
定休日：年中無休
駐車場：有

営業時間：11:30〜14:30 17:00〜22:00
定休日：火曜日
駐車場：有

〒404-0054 甲州市塩山藤木 1756

そば丸

営業時間：11:00〜15:00 18:00 〜
定休日：毎週水曜日、第３火曜日

☎ 0553-33-7337

駐車場：有

〒409-1313 甲州市勝沼町下岩崎 2097-1 ☎ 0553-39-8245

ビストロ・ミル・プランタン

営業時間：11:30〜14:30 17:30 〜21:30
定休日：毎週水曜日、年末年始
駐車場：有

☎ 0553-20-2000

〒406-0004 笛吹市春日居町小松 855

ホテル春日居
レストランちよだ

営業時間：17:30〜21:00

アピオセレモニー

駐車場：有

〒409-1313 甲州市勝沼町下岩崎 2171

☎ 0553-44-3325

営業時間：11:30〜15:00 17:30〜21:00
定休日：水曜日 年末年始
駐車場：有

〒400-0501 南巨摩郡富士川町青柳町 293 ☎ 0556-22-0008

いち柳ホテル

営業時間：11:00 〜 13:00（昼） 17:00 〜 20:00（夜）

定休日：年末年始以外なし

レストランニューポート

〒409ｰ3601

駐車場：有

西八代郡市川三郷町市川大門 1729ｰ2

☎ 055ｰ272ｰ5051 営業時間：11:30〜14:30 17:30〜20:00
定休日：木曜日 第 1･3 水曜
駐車場：有
〒400ｰ0806 甲府市善光寺町

キャセロール

2769

☎ 055ｰ232ｰ7992

営業時間：11:30〜15:00 17:00〜21:00
定休日：月曜日
駐車場：有

〒407ｰ0174 韮崎市穂坂町三ツ沢 1129

キュイエット

☎ 0551ｰ23ｰ1650

営業時間：11:30 〜 14:00 18:00 〜 20:30

定休日：火曜日 年末年始 不定休

Terroir 愛と胃袋

駐車場：有

〒408ｰ0001 北杜市高根町長澤 414

営業時間：11:30 〜 14:00 17:30 〜 21:00

定休日：月曜・火曜・水曜ランチ

営業時間：9:00 〜 18:00
定休日：火曜日
駐車場：有

〒400-0104

常磐ホテル
メゾンドサトウミラベル

和食あかざわ

駐車場：有

甲府市湯村 2-5-21
営業時間：18:00 〜 21:00
定休日：無し
駐車場：有

☎ 055-254-3111

中央市井之口 51-1

☎ 055-287-7477

〒409-3804

営業時間：11:30 〜 14:30 18:00 〜 21:00

定休日：月曜日 不定期日曜日（月一） 駐車場：有
北杜市大泉町西井出 8240ｰ8306

☎ 0551ｰ45ｰ6823

定休日：火曜日水曜日

営業時間：12:00 〜 15:00 18:00 〜 22:00 駐車場：有
〒400-0034

☎ 055-269-6595

甲府市宝 2 丁目 19-4

営業時間 :17:30 〜 22:00 11:30 〜 14:00（土日のみ）

定休日：月曜日 年末年始

駐車場：有

〒401-0512 南都留郡忍野村内野 4667

忍野八洲

営業時間 :17:00 〜 21:30

定休日：水曜日 不定休

営業時間：17:00 〜 22:00

定休日：水曜日 年末年始
営業時間：17:30 〜 22:30

定休日：木曜日

湖月

TOYOSHIMA
橋倉 by TRIPS
富士ビューホテル
ベルビュー

Miura 料理店

☎ 0555-24-4005

駐車場：有

〒401-0304 南都留郡富士河口湖町河口 2312

☎ 0555-76-8888

ご宿泊のみ 定休日：無休

駐車場：有

〒401ｰ0301南都留郡富士河口湖町船津 3681ｰ2

Bｰ1F

☎0555ｰ75ｰ0850 営業時間 :11:30 〜 13:30 18:00 〜 22:00
定休日：日曜日 月曜日
駐車場：有

〒401-0006 大月市賑岡町奥山

66-1 ☎ 0554-56-9214

営業時間 :11:30 〜 13:00 17:30 〜 19:00
定休日：水曜日 年末年始
駐車場：有

〒401-0310 南都留郡富士河口湖町勝山 511

☎ 0555-83-2211

営業時間 :17：45〜

定休日：定休日あり、ホテルへ要確認

駐車場：有

〒401-0301 南都留郡富士河口湖町船津 7822-1

☎ 0555-73-2918 営業時間：11:30〜14:00 18:00 〜 22:00

定休日：日曜日 月曜日

やまなし美食ウィークとは・・・

☎ 0555-20-0331

駐車場：有

〒403-0032 富士吉田市上吉田東 1-13-14

カルネ

☎ 0555-84-7330

駐車場：有

〒403-0017 富士吉田市新西原 3-16-15

割烹笹一

秀峰閣

17:30 〜 21:30
駐車場：有

〒400-0073

〒409ｰ1501

レストラン ル・ピオニエ

☎ 055-220-6111

☎ 0551-20-3663

甲斐市龍地 3452

カフェレストラン BERG（ベルク） 営業時間：11:00 〜 14:30

定休日：中華のみ毎週火曜･水曜、休館日は和食･中華ともに休業（不定休）

レストランテ風

営業時間：17:00 〜 22:00

駐車場：無

〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条 3600

定休日：水曜日

〒406-0004 笛吹市春日居町小松 855-81 ☎ 0553-26-2178

炭火焼肉 野・野

甲府市丸の内 1-14-19 日原ビル 2F

☎ 055-236-6677
定休日：不定休

4729 ☎ 0553-44-3080

営業時間：11:00〜17:00 17:30〜22:00
定休日：年中無休
駐車場：有

信玄館

〒400-0031

あくつ

駐車場：有

山梨県では、料理店・宿泊施設が県産食材を活用した特別メニューを創作、
提供することにより、県内外の方々が県内料理店等に足を運び、
山梨における食の魅力を感じていただくことを目的として
「やまなし美食ウィーク」を開催いたします。
※予約等については事前に店舗にお問い合わせ下さい。
〒 400-8501 山梨県甲府市丸の内 1-6-1 山梨県 観光文化部 観光振興課 ワイン県・美食担当

☎ 055-223-8876 FAX 055-223-1438

kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp

https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sk/bishoku/bishokuweek.html

参加店舗の情報
と料理の紹介

