
『甲府鳥もつ煮』とは…
ltの 砂月「、ハ ア、レバー、きんかん(え まれる前のりP)を ||く

濃力「 な十1カ bダ レでXtり た した F`府独 自の料Jllで 、日
`イ

ロ25午
項に 11′ ′‖ドの各た店で考案さ薇たと伝えら薇ています

現 41で は、 lF府 市 lllの 各店術で甲府鳥もつたを味わうこと

ができ、(1う とうや右貝と並んで・7府 独 自の企え化となって
ヽヽ 1「

|も つた |と いうと汁気があって長時11右■んだものが一般

的ですが、 11711鳥 もつ表は少量のタレを使い強えで短時「月の

うちにIKく りた します.水 気が飛んで発状になったタレで鳥の

もつを ,一 テ ィング、旨味をぎゅっと閉じいめて照 うを出し

ます ′ι妙なたカロ成とタイミングで作る、この"X“ "が 今なん

です !

砂月「のコリコリ感、 しこしこしたハツ、 レバーのやわらか

さ、ふちっとしたきんかん。そんな合感のハーモニー も楽しめ

る|ツ 府鳥もつ煮Jを ぜひご賞味 ください。

『みなさまの縁をとりもつ隊』とは…
千茂20年 6月 に「鳥もつたで ア`府をえ■に !Jを 合言葉に、

マ府鳥もつたの美味しさと魅力を全国に広め、甲府市をえ気に

するために皓成したまちおこし団体です。
千戌22年 に神奈り11県厚木市でP・n催 さ狡た「第5口 B彼 ご当

地グルメの祭共 lB-1グ ランプリ in厚 木Jで は、「IP府 鳥も
つ煮」を出晨しゴールドグランプリを受賞しました。

この活動を続けることで、みなさまの家族の縁、人との縁、地
域の縁を『とりもつ』ことの一助にな薇たら幸いです。

『甲府鳥もつ煮認定店制度』とは…
「甲府鳥もつた」の具材や調理方法などに『甲府烏もつ煮五か

茶』を/~tめ ることで、B-1グ ランプリ等で提供している「甲府
鳥もつ表Jを イメージしてお濾 しになるお客様の期待を裏177ら

ないようにするため、そして、おもてなしのCを もって「甲府鳥
もつたJを 提供 していただくための+1度 です。
また、「甲府鳥もつ煮Jの 品質を守るとともに、泥野を広げ、末

永い甲府の活 l■化に器げることも目的としています。

(注 )島 もつた(ま 60年 以上の歴史がある中で、お店ごとに個21■ が
ありますので、具材へのこだわりなどにより、二か条を満たさ
ず、認定店となっていないお店もたくさんあります。認定店以
クトのお店も合め、ぜひその色々な味を楽しんでください。

具の1「甲府鳥もつ煮」で甲府を元気にすること

其の2「甲府鳥もつ煮」は、`おもてなしの心'をもつて提供すること

其の3「甲府鳥もつ煮」は、砂肝、レバー、ハツ、きんかんが入つていること

具の4「甲府鳥もつ煮」は、注文を受けた後に生の食材から調理すること

其の5「甲府鳥もつ煮」のタレは、醤油と砂糖をベースとすること
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認 定 ☆生そば きり 甲府市北口251 055-252-6002 手打ちそば 丹澤本店 甲府市大田町9-8 055-233-3700

認定 ☆奥藤本店 甲府駅前店 甲府市丸の内1-7-4 055-232-0910 認定 甲府積翠寺温泉 要害 甲府市上積翠寺町1003 055-253-2611

認 定 ☆とんかつ 力 甲府市丸の内2-1-1 055-228-0565 認 定 そば・甘味処 みつや 甲府市猪狩町367-1
055-287-2081
(冬期055-287-2511)

認定 ☆冨貴 甲府市丸の内3-28-11 055-228-7382 いろり亭 甲府市富士見14-54 055-253-1158

認 定 ☆川田奥藤第二分店 甲府市川田町484 055-232-5365 認定 酒菜屋 碁八 甲府市湯村1-9-27 055-254-6622

認定 ☆奥藤本店 甲府市国母7-5-12 055-222-0910 認定 らくすい 甲府市湯村 1-11-5 055-252-3308

認定 ☆奥藤住吉第六分店 甲府市住吉1-14-13 055-237-6116 神 丼 甲府市千塚3-3-37 055-251-1110

認定 まぐろ家じん 甲府市丸の内2-3-8小林ビル2階 055-237-0968 純手打ちそば 新奥 甲府市山宮町2334 055-252-0330

認定 奥京 甲府駅前店 甲府市丸の内2-15-7 055-228-8250 恵比寿そば店 甲府市酒折 1-8-22 055-228-2848

丈清 甲府市丸の内2-19■ 055-222-3300 認定 君作そば店 本店 甲府市東光寺22←32 055-235-0519

認 定 奥藤丸の内第八分店 甲府市丸の内2-22-10 055-222-4381 認定 君作そば店 Jレ イヾパス店 甲府市東光寺町1338 055-232-7534

きじ亭 甲府市中央 1-1-4 055-228-8838 認定 手打ちそば処 天目 和戸店 甲府市和戸町 1002-4 055-231-1144

認定 そば虚 柴 甲府市中央1111 055-223-1213 認 定 雲亭 甲府市向町318-1 055-222-1036

認定 唄と酒処 蔵 甲府市中央 1-2-3 055-233-2077 認 定 そば蔵 甲府バイパス店 甲府市上阿原町478 055-237-7610

認定 ビストロつば半 甲府市中央12■ 浅草街ビル 1階 055-231-0983 認定 金峰 甲府市徳行1-13-18 055-226-5493

認定 おふくろ 甲府市中央1-64 055-232-3091 良元 甲府市富竹3-1-1 055-222-8525

認定 そば処 奥義 甲府市中央11245 055-233-6066 朝日屋そば店 甲府市貢川本町1-23 055-222-6060

認定 大衆割烹 友四郎 甲府市中央1-13-5坂 本ビル1階 055-232-8939 更科 南西店 甲府市国母 1-23-5 055-228-6109

認定 生そば秋山本店 甲府市中央2149 055-233-3307 認 定 政もと 甲府市大里町2432-3 055-243-8847

純手打ちそば 奥村本店 甲府市中央4-8-16 055-233-3340 認定 いちえ 甲府市上今井町802-1 055-243-5900

更科本店 甲府市宝2-24-11 055-222-3179 認定 奥藤湯田第④分店 甲府市湯田11510 055-235-2406

認 定 奥藤飯田第○ 分店 甲府市飯田4-8-26 055-222-0460 そば処 そば長 甲府市下曽根町2021 055-266-6618

手打ちそば 一草庵 甲府市飯田5520 055-226-4336 奥藤竜王第五分店 甲斐市下今井2964-1 0551-28-2503

認定 そば処 青柳 甲府市伊勢3-1-4 055-237-6862 奥藤第七分店 甲斐市長塚 1-20 055-277-7711

認定 手打ち蕎麦 わかお 甲府市幸町19-13 055-223-0250 富士吉田奥藤 富士吉田市新西原2-7-10 0555-24-2170

明山そば店 甲府市大田町5-27 055-233-7708 奥藤塩山第十分店 甲州市塩山上於曽836-1 0553-33-2753

※営業日・営業時間につきましては、お手数でもお店にご確認下さい。

☆印は、みなさまの縁をとりもつ隊の「協力職人会」として、イベント出展時に調理をしていただいているお店です。
認定は、甲府鳥もつ煮認定店です。



り
Jヒ ロ2-5-1

TEL 055-252-6002
【営業時間】
11:30～ 14:00  1700～ 2:00

【定 休 日】  【駐車場】
水曜日      有り

とんかつ カ
丸の内211
TEL 055-228-0565
【営業時間】
11 30～ 1400  1700～ 2000

【定 休 日】
月曜日

まぐろ家じん
丸の内238 Jヽ 林 ビル2階

TEL 055-237-0968
【営業時間】

17:00^。 23:30

【定 休 日】
日曜 日  祝 日

丈 清
σ)´]2-19-

TEL 055-222-3300
【営業時間】
11 00～ 1500   1730～ 2000

【定 休 日】  【駐車場】
日曜 日 祝 日  若千有 り

平成23年 9月 1日 現在

本店 甲府駅前店
メLυツ|´」

~/~牛

TEL 055-232-0910
【営業時間】
11100‐  20 : 30

【定 休 日】
不定休

奥 京 甲府駅前店
丸 の内21b―

TEL 055-228-8250
【営業時間】
11:00‐  23 : 00

【定 休 日】  【駐車場】
日曜日 祝 日  有 り

奥 義
1-12-

TEL 055-233-6066
【営業時間】   【駐車場】
1100～ 2000   提携 P有 り

【定 休 日】   カワセ ミ201

日曜 日    中央部駐車場協商会 P

ビス トロ つぼ半
央12-4 浅草街 ビル 1

TEL 055-231-0983
【営業時間】
19:00-‐ 2:00

【定 休 日】
日曜 日

生そば 秋山本店
-14-9

055-233-3307
【営業時間】
11130‐ ‐14:30

【定 休 日】
日曜 日  祝 日

奥 藤 丸の内第八分店

の 内2-22-

TEL 055-222-4381
【営業時間】
11:00- 19100

【定 休 日】      【駐車場】
不定休 要問合せ    有 り

そば処 築
央 1-1-11

TEL 055-223-1213
【営業時間】   【駐車場】
1030～ 2100   提携 P有 り

【定 休 日】   カワセミ201

木曜日     パラカ

奥村本店
中央4816
TEL 055-233-3340
【営業時間】

1130～ 2100オ タ
｀

ストッフ (平 日)

1130～ 2000オ タ
｀

ストリフ (日 祝日)

【定 休 日】  【駐車場】
水曜 日      有 り

【中鐵 地醐潮

本場0『甲府鳥もつ煮1をご賞味轍盤枷‖
詳しぐま降りもつ 亜予 栃

量澱は提携駐車場ですが、お店によって異なりますのでご確認下さい。  
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TEL 055-222-3179
【営業時間】
11 30～ 1430 17100～ 20:00

【定 休 日】  【駐車場】
火曜日      有 り

※提携駐車
場の場所は、
お店に確認
してね。 :

回 は、提
携している駐
車場だよ～ !

丸の内328-9-11

TEL 055-228-7382
【営業時間】
1100～ 1330 1700～ 2000

【定 休 日】  【駐車場】
日曜日     若干有 り

055-232-3091

きじ亭
:1-1-4

TEL 055-228-8838
【営業時間】    【駐車場】
1700～ 21100    提携 P有 り

【定 休 日】  【駐車場】
日曜 日 祝 日 パークジヤパン中央第 9

唄と酒処 蔵
央123

TEL 055-233-2077
【営業時間】
17:00-24:00

【定 休 日】
日曜 日

|:二:|


