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対象となる各施設は続々拡大中です。最新情報は本トライアル専用サイトにてご確認下さい。 

本トライアル専用サイトでは、現在サービス提供準備中のエリアのサービス開始情報もご案内しています。 

   本トライアル専用サイト http://www.ntteast-yamanashi.co.jp/ds/ 

 

※ 市町村五十音順 

No エリア名 業種 住所 利用場所 提供状況 備考 

1 ＴＳＵＢＯＨＡＣＨＩ 敷島店 飲食店 甲斐市中下条 1005 店内 近日予定  

2 海鮮酒房Ｓａｋｅｋｕｒａ竜王 飲食店 甲斐市西八幡 1828-13 店内 近日予定   

3 炭火割烹いち囲 飲食店 甲斐市龍地 3028 店内 近日予定   

4 葡萄工房 ワイングラス館 観光施設 甲州市勝沼町休息 1709 店内 近日予定   

5 甲府商工会議所 その他 甲府市相生 2-2-17 1F 入口付近 提供中 

景品交換は 1F 受

付カウンター 

6 印傳の山本 工芸品店 甲府市朝気 3-8-4 店内 提供中   

7 グリーンフラッシュ・カフェ 飲食店 甲府市朝日 5-6-11 店内 近日予定   

8 コリアンキッチン 3 匹の子ぶた 飲食店 甲府市大里町 932-1 店内 近日予定   

9 積翠寺温泉 要害 宿泊施設 甲府市上積翠寺町 1003 フロント付近 近日予定   

10 クリスタル・ミュージアム 観光施設 甲府市貢川 1-1-7 店内 提供中   

11 ＴＳＵＢＯＨＡＣＨＩ 甲府東店 飲食店 甲府市国玉町 885-10 店内 近日予定   

12 大阪王将 甲府南西店 飲食店 甲府市国母 1-17-16 店内 近日予定   

13 フラココ甲府城東店 カラオケ 甲府市城東 5-5-16 フロント付近 提供中   

14 ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ＶＯＣＥ 理容・美容院 甲府市善光寺 3-29-7 店内 近日予定   

15 拉麺 千の蔵 甲府店 飲食店 甲府市中央 1-1-11 店内 提供中   

16 甲州居酒屋さけくら  飲食店 甲府市中央 1-13-7 店内 提供中   

17 印傳屋 上原勇七 工芸品店 甲府市中央 3-11-15 店内 提供中   

18 ＰａｒｕＰｉ その他 甲府市徳行 2-5-21 1Ｆ 店内 提供中   

19 山交百貨店 百貨店 甲府市丸の内 1-3-3 1F 入口付近 提供中 

景品交換は 1Ｆ店

内案内所 

20 Ｌｉｌｙ´s Ｂａｌｌｏｏｎ その他 甲府市南口町 6-8 店内 近日予定   

21 甲府富士屋ホテル 宿泊施設 甲府市湯村 3-2-30 フロント付近 提供中 

景品交換は 1F フ

ロントカウンター 

22 バイキング SAKURA 甲府店 飲食店 甲府市蓬沢 1 丁目 700-1 店内 近日予定   

23 中央自動車道 谷村売店（下り） その他 都留市川棚字原之裏 221 施設内 近日予定  

24 ＴＳＵＢＯＨＡＣＨI 昭和バイパス店 飲食店 中巨摩郡昭和町飯喰 1261-1 店内 近日予定  

25 フリｰグリｰン リサイクル店 中巨摩郡昭和町西条 5047 店内 提供中   

26 食彩美酒ダンボ 飲食店 中巨摩郡昭和町清水新居 1101-1 店内 近日予定   

27 フラココ昭和店 カラオケ 中巨摩郡昭和町清水新居 1344 フロント付近 提供中   

28 みはらしの丘 みたまの湯 温泉施設 西八代郡市川三郷町大塚 2608 フロント付近 近日予定   

29 茜どき 石和店 飲食店 笛吹市石和町四日市場 1661 店内 近日予定   

30 フラココ石和店 カラオケ 笛吹市石和町四日市場 1748-10 フロント付近 提供中   

31 大阪王将 石和店 飲食店 笛吹市石和町四日市場 1751 店内 近日予定   

32 釈迦堂遺跡博物館 博物館 笛吹市一宮町千米寺 764 1F 入口付近 提供中   

33 くれちうどん 飲食店 富士吉田市上暮地 1-18-22 店内 近日予定   



No エリア名 業種 住所 利用場所 提供状況 備考 

34 カットスタジオヒーズ 理容・美容院 富士吉田市上暮地 2-8-9 店内 近日予定   

35 Ｂ＆Ｂ 碧い空 宿泊施設 北杜市小淵沢上笹尾 3332-275 施設内 近日予定   

36 山河草喰 大地 飲食店 北杜市須玉町若神子 2604-1 店内 提供中   

37 富士緑の休暇村 宿泊施設 南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ 8532-5 施設内 近日予定   

38 富士眺望の湯ゆらり 観光施設 南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ 8532-5 施設内 近日予定   

39 ふじてんリゾート 観光施設 南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1 施設内 近日予定   

40 河口湖 石ころ館 観光施設 

南都留郡富士河口湖町小立字嶋原

1221-1 

店内 近日予定   

41 シルバンズ 飲食店 

南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾

6663-1 

店内 近日予定 

富士スバルランド 

ドギーパーク隣接 

42 モンテラック ガルニ＆コテージ 宿泊施設 南都留郡山中湖村平野 2552 施設内 提供中   

43 くぼたニコニコ堂 書店・文房具 山梨市小原西 1152-１ 店内 提供中   

44 理容 ヨシダ 理容・美容院 山梨市下栗原 1461-9 店内 提供中   

 

※ 各施設の営業時間、事情等によりご利用いただけない時間帯がある場合がございます。 

※ 利用場所は参考です。電波の到達範囲により異なります。 


