
富士山Ｇコイン 

利用可能店舗一覧 

スーパー・ドラックストア・小売店等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９月２０日現在） 

 

 

カード利用できるお店一覧 

 

          富士山Ｇコイン 

          アプリ・カード利用できます 

（有）ナツガ 

（有）山﨑精肉店 

（有）泉屋酒店 

AOKI 御殿場新店 

Hair  creation  S.K 

SUMMER HOUSE 

ZYDECO / ザディコ 

アンドロワ・パレ インター店 

アンドロワ・パレ 川島田店 

イシグロ御殿場店 

エディオン御殿場店 

エピ・スクエア 

カデット 

キシオカ薬品 

グラウンドルーフ 

サンサンクック ぐみ沢店 No.6 

サンサンクック 神山店 No.8 

サンサンクック 保土沢店 No.8 

しまだ酒店 

タイヤ館 御殿場 

ちひろ化粧品店 

とつかストアー 

ノジマ御殿場店 

はんこ広場かわしま 

フードストアあおき 御殿場店 

ペットランドごてんば 

ホンダオートリリーフ 

ミートピアホートク東田中店 

ミートファクトリー 御殿場店 

ミクリヤスポーツ 

メガネのムラカミ 駅前本店 

ヤマトヤ御殿場コンタクト 

ヤマトヤ御殿場本店 

ヤマトヤ東田中店 

ヱビスＬＬＣ 

化粧品の店 ピンポンヤ 

雅心苑 御殿場店 

株式会社ファースト 

㈱勝又製茶 

菊水商事株式会社 

金時力まんじゅう 

呉服と染 正直屋 

時之栖チョコレート工房 Normandie Chocolat 

時之栖パン工房 

時之栖手づくり工房 

小野園 

大田屋製菓店 

茶工房 斉藤園 

長島文宝堂コンテ 

渡辺ハム工房（わたなべにくや） 

土屋薬局 

美肌のお店いなとり 

綿文 

有限会社ヤマユウ内装店 

有限会社愛生堂薬局 

櫻道ふとん店 

鍼と灸たびうさぎ 

ここまでがアプリ・カード利用できる店舗です。 

 

カード利用できない店舗一覧 

 

          富士山Ｇコインカードは 

ご利用いただけません。 

 

blue berry 御殿場店 

MEATPRO 鈴木 

イエローハット御殿場店 

ウエルシア御殿場ぐみ沢店 

ウエルシア御殿場新橋店 

ウエルシア御殿場西店 

ウエルシア御殿場川島田店 

ウエルシア御殿場東店 

ウエルシア御殿場東田中店 

ウエルシア御殿場二枚橋店 

ウエルシア御殿場富士岡店 

エテルナ御殿場店 

エブリィビッグデー御殿場店 

オートバックス御殿場店 

ケーヨーデイツー 御殿場店 

コスメティックヒオキ 

ごてんば焙煎館 

シルバースポーツ 

セリザワマルシェ 

たかやなぎ本店 

バイクショップ 金時屋 

パルスデンキ 

ひまわり BOOKS 御殿場店 

フィール 

ブティック馬車道 

ブランジェ ベックファン 

フランス菓子・喫茶 もんしぇり 

フロリクトゥーラ・マベル 

マースガーデンウッド御殿場 

マックスバリュ御殿場原里店 

マックスバリュ御殿場新橋店 

マックスバリュ御殿場東田中店 

マックスバリュ御殿場萩原店 

マックスバリュ御殿場富士岡店 

マックスバリュ御殿場便船塚店 

マックハウス御殿場店 

マツモトキヨシ御殿場ぐみ沢店 

マツモトキヨシ御殿場原里店 

マツモトキヨシ御殿場新橋店 

メガネのムラカミ 萩原店 

ライム・すぎやま 

花季はせがわ 

株式会社クロサキシード 

㈱勝間田タイヤ 

㈱相模屋商店 御殿場インター給油所 

眼鏡市場 御殿場店 

居酒屋やぎや 

御殿場ハム 石川商店 インター店 

御殿場ハム 石川商店 本店 

御殿場ベーカリー ビケット 

荒井園 

勝亦製材駿河鉄骨株式会社 

寝装平野 

杉山米店（駒門） 

太田川ホンダ 

綿幸 

有限会社 イクセルまるしょう 

有限会社フラワーハウス ハセガワ 

有限会社山﨑製菓 

有限会社十字屋商店 

有限会社渋谷木工所 

㈲こむぎ 

㈲ナイトー人形店 

㈲ﾅｶﾞｲｽﾄｱｰ 

㈲はしもとフラワー 

㈲直販の栄河 ぐみ沢店 

洋服の青山 御殿場店 

ここまでがカードを利用できない店舗です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



飲食店 

（９月２０日現在） 

カード利用できるお店一覧 

 

          富士山Ｇコイン 

          アプリ・カード利用できます 

Bar NICO 

GOTEN 御殿場店 

Three P's 

うなぎ処 駒門ひろ田 

かつ榮 御殿場店 

コメダ珈琲店 御殿場店 

サンノトコロ 

スペイン炭火焼き BARBARO 

つぼぐちカスタマーセンター 

つぼぐち本店 

つる兵衛 

デリキッチン つぼぐちお届けセンター 

トラットリアフィレンツェ 

ひがし山 

ふくふく 

ふじやま茶寮 

みなみ妙見 

飲み食い横丁なべすけ 

居酒屋さかなや駅前店 

居酒屋さかなや本店 

串の助 

御厨酒場えびす 

御殿酒場 

御殿場 さくら井家 

御殿場駅近く 鰻のひろ田 

四季彩々 良志久 

時之栖旬膳処茶目 

松月堂 

沼津魚がし鮨 二代目魚がし御殿場店 

沼津魚がし鮨 流れ鮨 御殿場店 

焼肉 カルビ一丁御殿場店 

食事処南海 

生フルーツゼリー専門店 フルフール 

赤から 御殿場店 

大衆ビストロ 2918 

炭火焼肉 29 おおむら 

中村ラーメン 

肉のやまよし 

肉次郎御殿場店 

富士山御殿場・はこね観光案内所 

富士山溶岩焼肉あぶり 

和漢喫茶 咲良 

和食さと 御殿場店 

餃子酒場「鼎」かなえ 萩原店 

餃子専門「鼎」かなえ 駅前店 

鮨 くうかい 

ここまでがアプリ・カード利用できる店舗です。 

 

 

カード利用できない店舗一覧 

 

          富士山Ｇコインカードは 

ご利用いただけません。 

 

「御殿場みくりやそば」あなたのそばで振舞隊 

CoCo 茶 Café 

COFFEE×BEER TRERRE 

mimi coffee（キッチンカー） 

ウエスト ウッド 

カレーハウス CoCo 壱番屋 御殿場ぐみ沢店 

かわ嶋 

ガンジス川御殿場店 

くるくるチキン本舗（キッチンカー） 

そばかつ亭 東田中店 

タコライス 478（キッチンカー） 

トラットリア ラ ミックリーナ 

フジノデリス 

マースガーデンウッド御殿場 

「ヴェール・フイユ」 

マースガーデンウッド御殿場  

京会席「銀明翠」 

マースガーデンウッド御殿場  

鉄板焼「銀明翠」 

みなとのスイーツ屋 COCO（キッチンカー） 

モスバーガー御殿場店 

リストランテ桜鏡 

海永 

丸源ラーメン 御殿場店 

御殿場チャイニーズ たから亭 

御殿場高原ビール 

旬菜やま城 

焼肉よしのＮＥＸＴ 

大衆焼肉デメキン 

大和田 

炭火焼肉 en よしの本店 

肉食堂イチバン星 

和食処高志保 

和食麺処サガミ御殿場店 

餃子製作所 土竜 

ここまでがカードを利用できない店舗です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス店 

（９月２０日現在） 

カード利用できるお店一覧 

 

          富士山Ｇコイン 

          アプリ・カード利用できます 

(株)富士旅行 

AiryFoot  踏みほぐし 

アピール・ナウ 

エーストラベル株式会社 

ここしあ整体院 

すぎやま整骨院 

せと治療院 

はり灸院 びわの葉っぱ 

ファミリーレンタカー 

リラクゼーションサロンよもぎ 

医療提携サロン lino 

乙女森林公園キャンプ場 

御殿場旅行 

佐藤鍼灸治療院 

時之栖源泉茶目湯殿 

時之栖天然温泉気楽坊 

ここまでがアプリ・カード利用できる店舗です。 

 

カード利用できない店舗一覧 

 

          富士山Ｇコインカードは 

ご利用いただけません。 

 

Apras 

MinaMahalo.二枚橋店 

THE GOTEMBAKAN 

オアシス御殿場 

ゴールドジム御殿場静岡 

ヘアーサロンカトー 

ヘアーステージ 28 

楽・楽 御殿場店 

御殿場市総合体育施設 

御殿場市民会館 

秩父宮記念公園 

富士カントリークラブ 

富士八景の湯 

理容やまざき 

ここまでがカードを利用できない店舗です。 

 


