「やまがた暮らし応援カード」協賛店一覧

協賛店一覧
所在地

電話

営業時間

鉄砲町店

山形市

023-624-0100

8:00～20:00

山形駅前店

山形市

023-625-0100

8:00～20:00

北山形駅前店

山形市

023-647-0100

8:00～19:00

天童駅前店

天童市

023-653-0100

8:00～19:00

山形駅西口店

山形市

023-607-1100

8:00～20:00

山形空港店

東根市

0237-47-0100

8:00～19:00

さくらんぼ東根駅前店

東根市

0237-43-0100

8:00～19:00

寒河江市

0237-86-0100

8:00～19:00

R4.1.4現在

事業者名

定休日

HP

割引・特典内容

PR

レンタカー
株式会社トヨタレンタリース山形

寒河江店

http://rent-toyota.co.jp

新庄駅前店

新庄市

0233-23-0100

8:00～20:00

村山駅西口店

村山市

0237-53-3100

8:00～19:00

鶴岡駅前店

鶴岡市

0235-28-0100

8:00～20:00

酒田駅前店

酒田市

0234-24-0100

8:00～19:00

庄内空港店

酒田市

0234-92-4100

8:00～21:30

米沢駅前店

米沢市

0238-26-0100

8:00～20:00

赤湯駅前店

南陽市

0238-50-1100

8:00～19:00

かみのやま温泉駅前店

上山市

023-672-3100

8:00～19:00

トヨタレンタカーは県内１６店舗の
ネットワーク、安心・安全、清潔な
基本料金から10％割引（ただし一部 車両をご準備しております。また
車両は割引対象外）
トヨタの新型車も多数ご準備して
おります。皆様のご来店、心より
お待ちしております。

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

引越

アート引越センター 山形支店

山形市

0120-0123-65

9:00～18:00

不定休

https://www.the0123.com

ゴミゼロの引越をめざして、紙資
源を使わないエコ楽ボックスシ
リーズの開発（食器ボックス、TV
ケース、シューズケース等）を進
基本作業費（運賃＋人件費）の30％
めています。
OFF
引越業界として初めて定休日を
（繁忙期3/15～4/15は対象外）
設け、長時間労働や働く環境の
改善、社員の健康などの課題解
決に向けて、働き方改革に取り
組んでいます。

10の特典を用意。（詳しくはこちらを
クリック）
サカイ引越センター

山形市

0120-71-1412

8:30～19:00

-

http://www.hikkoshi-sakai.co.jp

新生活応援グループとして弊社
スタッフ一同お客様第一で「まご
ころこめてお付き合い」をモットー
に臨ませていただきます。

https://yamagata-iju.jp/up/spfile/183_wgcnxx98t9.pdf

三八五引越センター 山形支店

山形市

023-631-0385

本店営業部

山形市

023-631-0001

山形駅前支店

山形市

023-631-7257

8:00～17:00

祝日・日曜

http://www.0385.co.jp/

トラック運賃10％割引
ダンボール20枚サービス

金融
株式会社きらやか銀行

https://www.kirayaka.co.jp/

9:00～15:00
山形北支店

山形市

023-631-4151

西支店

山形市

023-643-4771

土曜・日曜・祝日

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場合
に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意して
おります。お気軽にお近くのきら
やか銀行窓口へご相談下さい。

所在地

電話

流通センター支店

山形市

023-633-2351

城西支店

山形市

023-643-4338

北営業部

山形市

023-642-8851

県庁通支店

山形市

023-624-1181

山形桧町支店

山形市

023-684-6351

中央営業部

山形市

023-633-2722

蔵王駅前支店

山形市

023-688-6110

R4.1.4現在

事業者名

営業時間

定休日

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

HP

割引・特典内容

PR

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場合
に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意して
おります。お気軽にお近くのきら
やか銀行窓口へご相談下さい。

金融
株式会社きらやか銀行

山形ローンステーション

山形市

023-681-8314

上山支店

上山市

023-672-1515

天童北支店

天童市

023-654-4311

天童支店

天童市

023-653-3241

天童南支店

天童市

023-674-8380

寒河江支店

寒河江市

0237-86-3145

さくらんぼ東根支店

東根市

0237-42-2011

神町支店

東根市

0237-48-1135

楯岡支店

村山市

0237-55-2321

尾花沢市

0237-22-1231

尾花沢支店

10:00～18:00

9:00～15:00

10:00～17:00
（土日祝は相談業務のみ）

9:00～15:00

祝日

土曜・日曜・祝日

-

土曜・日曜・祝日

所在地

電話

山辺支店

山辺町

023-664-5411

長崎支店

中山町

023-662-2251

谷地支店

河北町

0237-72-3121

左沢支店

大江町

0237-62-3222

宮宿支店

朝日町

0237-67-3121

間沢支店

西川町

0237-74-2215

新庄支店

新庄市

0233-22-2411

最上町支店

最上町

0233-43-2275

R4.1.4現在

事業者名

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場合
に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意して
おります。お気軽にお近くのきら
やか銀行窓口へご相談下さい。

金融
株式会社きらやか銀行

9:00～15:00
米沢西支店

米沢市

0238-22-5511

米沢支店

米沢市

0238-21-3121

米沢駅前支店

米沢市

0238-22-7337

長井支店

長井市

0238-84-1131

宮内支店

南陽市

0238-47-3150

赤湯支店

南陽市

0238-43-2630

高畠支店

高畠町

0238-52-1230

荒砥支店

白鷹町

0238-85-2223

土曜・日曜・祝日

所在地

電話

山王前支店

鶴岡市

0235-22-3140

大山支店

鶴岡市

0235-33-2401

鶴岡中央支店

鶴岡市

0235-22-2900

温海支店

鶴岡市

0235-43-3028

R4.1.4現在

事業者名

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

https://www.kirayaka.co.jp/

住宅ローンの借入金利を優遇
※新規に住宅ローンを借入する場合
に限ります。
※詳しくはきらやか銀行の窓口にお
問い合わせください。

きらやか銀行ではお客さまの
日々の暮らしにお役立ていただ
けるさまざまな商品をご用意して
おります。お気軽にお近くのきら
やか銀行窓口へご相談下さい。

金融
株式会社きらやか銀行

酒田駅東支店

酒田市

0234-26-2711

東大町支店

酒田市

0234-24-2111

酒田支店

酒田市

0234-22-2380

余目支店

庄内町

0234-43-3144

遊佐支店

遊佐町

0234-72-3222

鶴岡ローンスクエア

鶴岡市

0235-25-3399

酒田ローンスクエア

酒田市

0234-35-1501

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

株式会社荘内銀行

平日：9:00～18:00
土曜：10:00～17:00

日曜・祝日
https://www.shonai.co.jp

山形住宅ローンスクエア

山形市

023-631-3713

天童住宅ローンスクエア

天童市

023-652-0451

米沢住宅ローンスクエア

米沢市

0238-24-3453

平日：9:00～17:00
土曜：10:00～17:00
平日：10:00～18:00
土日祝：10:00～18:00

－

当行では様々な金融サービスを
取り揃えております。お気軽にお
近くの荘内銀行窓口または、以
「応援カード保有者の方」は、当行住
下のフリーダイヤルあてにお問
宅ローン金利引下げ条件の一つとし
い合わせください。
ております。詳しくはお近くの荘内銀
＜問い合わせ先＞
行窓口までお問い合わせください。
荘内銀行コンタクトセンター
TEL：0120-1032-39
(受付時間 平日9:00～19:00）

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

山形市

0120-516-139

（平日）9:00～17:00
（土日）10:00～17:00

定休日

HP

割引・特典内容

PR

住宅ローンの金利引き下げ
※くわしくは、各取扱店にご相談くだ
さい。
※他の金利優遇との併用はできま
せん。

山形銀行では住宅ローンに限ら
ず各種ローン、資産形成など暮
らしにかかわる様々な場面で皆
様のご来店をお待ちしておりま
す。ぜひお気軽にお近くの山形
銀行へご相談ください。

金融
株式会社山形銀行
住宅ローンプラザ山形北
住宅ローンプラザ山形南

山形市

0120-015-066

（平日）9:00～17:00
（土日）10:00～17:00

住宅ローンプラザ天童

天童市

0120-102-154

（平日）9:00～15:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ米沢

米沢市

0120-047-556

（平日）9:00～17:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ鶴岡

鶴岡市

0120-310-019

（平日）9:00～17:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ酒田

酒田市

0120-154-602

（平日）9:00～17:00
（土）10:00～17:00

住宅ローンプラザ新庄

新庄市

0233-22-2461

住宅ローンプラザ寒河江

寒河江市

0120-091-925

住宅ローンプラザ長井

長井市

0238-88-2105

高畠支店

高畠町

0238-52-1121

小松支店

川西町

0238-42-2131

南陽市

0238-43-2620

荒砥支店

白鷹町

0238-85-2205

小国支店

小国町

0238-62-2027

谷地支店

河北町

0237-72-2121

山辺支店

山辺町

023-664-5311

日曜・祝日

http://www.yamagatabank.co.jp/

9:00～15:00
赤湯支店

平日が祝日の場合

土曜・日曜・祝日

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

中山町

023-662-2151

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

住宅ローンの金利引き下げ
※くわしくは、各取扱店にご相談くだ
さい。
※他の金利優遇との併用はできま
せん。

山形銀行では住宅ローンに限ら
ず各種ローン、資産形成など暮
らしにかかわる様々な場面で皆
様のご来店をお待ちしておりま
す。ぜひお気軽にお近くの山形
銀行へご相談ください。

金融
株式会社山形銀行
長崎支店
東根支店

東根市

0237-42-1221
http://www.yamagatabank.co.jp/

楯岡支店

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

村山市

0237-55-2134

尾花沢支店

尾花沢市

0237-22-1221

真室川支店

真室川町

0233-62-2531

マツキドライビングスクール長井校

長井市

0238-84-2335

平日10:00～20:00
土日祝10:00～17:00

https://www.nagai-ds.jp/

マツキドライビングスクール赤湯校

南陽市

0238-47-2393

平日10:00～20:00
土日祝9:00～17:00

https://www.akayu-ds.jp/

マツキドライビングスクール山形中央校

山形市

023-686-2650

平日10:00～20:00
土日祝10:00～17:00

https://yamachu-ds.com/

マツキドライビングスクール山形校

山形市

023-622-4649

平日10:30～19:30
土日祝9:30～17:30

マツキドライビングスクール白鷹校

白鷹町

0238-85-2911

平日10:00～20:00
土日祝10:00～17:00

マツキドライビングスクール村山校

村山市

0237-55-5680

平日9:00～20:00
土日祝9:00～19:00

マツキドライビングスクールさくらんぼ校

村山市

0237-58-2131

平日10:00～20:00
土日祝10:00～17:00

https://sakuranbo-driving.co.jp

マツキドライビングスクール太陽校

山形市

023-687-4024

平日10:00～20:00
土日祝10:00～17:00

https://www.taiyo33.com

マツキドライビングスクール米沢松岬校

米沢市

0238-22-6411

平日10:00～20:00
土日祝10:00～17:00

https://www.matsugasaki.co.jp/

自動車教習所
株式会社マツキ

https://yamaji-ds.com/

年中無休
（年末年始除く）

https://www.siratacar.jp

https://murayama-ds.com

AT、MT新規免許取得費用の５％割
引

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

不動産
売買物件のページ
http://century21yamagata.jp

株式会社クリエイト礼文

山形市

023-666-6880

9:30～17:30

水曜

賃貸仲介手数料
売買仲介手数料 共に30％割引

世界最大の不動産ネットワーク・
センチュリー21加盟でお客様の
ニーズにお応えします！どんな
相談にも、スタッフ一同全力でご
対応いたします。

不動産売買仲介手数料15％OFF

山形駅東口から南へ徒歩3分の
位置に当組合不動産センターが
あります。主に市街地の宅地情
報の他、3000世帯を超える賃貸
管理物件で相談を賜ります。

http://www.taiheido.co.jp

仲介手数料10％OFF

「人生を山形で！」
㈱太平堂不動産は開業してまも
なく47年。賃貸から売買までお気
軽にご相談ください！リノベー
ションにも力を入れています。
AP・マンション、テナント開業の
サポート等、素敵なくらしをみつ
けるお手伝いを致します。

https://www.athome.co.jp/ahsd/sanai-est.html

仲介手数料全額サービス

山形暮らしのご相談に応じます。

賃貸物件のページ
http://rent.century21yamagata.jp

会社のページ
http://createlemon.jp

JA山形市不動産センター

山形市

023-631-1160

10:00～15:00

水曜・祝日

株式会社太平堂不動産

山形市

023-643-0158

9:30～18：30
（土曜日：9:00～16:00）

日曜・祝日
（1月中旬～4月上旬は
営業9:30～15:00）

サンアイエステート有限会社

山形市

023-687-0217

8:30～19:00

毎週水曜日、祝日

http://www.jayamagatashi.com/index.html

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

不動産

株式会社レオパレス２１
レオパレスセンター山形店

株式会社大東不動産

山形市

米沢市

050-2016-2351

0238-21-5687

10:00～18:00

9:00～17:30

年中無休
（年末年始除く）

https://www.leopalace21.com/

毎週日曜日、祝日、年末年始、お盆 http://www.dai-tou.co.jp

株式会社東洋開発

酒田市

0234-24-6226

9:00～17:00

水曜

https://www.toyokaihatsu.com/

株式会社サンホーム

長井市

0238-88-5100

-

-

-

便利な家具・家電付き！安心の
自社メンテナンス！引越の手間
契約金額から２万円値引き
や面倒な手続きを軽減できま
（賃貸契約・マンスリー12回以上の契
す！また、WEB契約も可能となっ
約が対象）
ておりますので、自宅に居ながら
手続きができます！

媒介手数料10％割引き

米沢市内に物件をお探しなら
ば、信頼と実績の当社に御相談
ください。

社員17名中取引士が13名おりま
す。山形県内初の相続サポート
賃貸：不動産仲介手数料50％引き、 センターも開設し、高い知識力と
除菌清毒費50％引き
豊富な物件でお客様を全面的に
売買：不動産仲介手数料10％引き サポートします。不動産のみなら
※当社管理物件に限る
ず、地元住民ならではの地域の
情報もお気軽にお尋ねくださ
い！

民宿・アパート等宿泊代金格安提供 長井市中心部にあり。環境良
等
好。

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

飲食・サービス・体験イベント

千一珈琲

鶴岡市

050-7112-4687

9:30～18:00

毎週月曜日

https://1000-1coffee.jp

自家焙煎コーヒー豆20％増量

2016年に東京から妻の出身地で
ある鶴岡に移住してきました。店
主は東京育ちなので分からない
ことばかりでしたが、人とのご縁
に助けられて山王商店街にコー
ヒー豆店を開業することができま
した。
山形暮らしの毎日のコーヒーに、
どうぞお立ち寄りください。

Due

新庄市

0233-32-1726

11：30～14：00
17：30～22：00

不定休

https://www.facebook.com/l
ディナー １ドリンクサービス（要予約）
acucinapiccoladue/

地元の食材を使用した、手作り
で無添加の素朴なイタリア料理
とナチュラルワインを提供してい
ます。
夜のおまかせ料理は
¥2,000～¥4,000です。
ご予約お待ちしております。

おやさい ｃａｆé

ＡＯＭＵＳＨＩ

新庄市

090-2883-1064

11：00～20：00

月曜 + 不定休

https://www.facebook.com/
ナポリピッツア 100円引き
oyasaicafeaomushi/

野菜たっぷりのお料理やスイー
ツが食べられるカフェ。
カリッとモチモチのナポリピッツァ
が名物です。
毎月開催している「キトキトマル
シェ」や「ツクツクマルシェ」にも是
非お越しください。

お飲みものも充実しています。
気軽にお越しください。
ラーメン・定食

てんまる

白鷹町

0238-85-3952

11：30～14：00
17：00～19：00

水曜日

https://www.instagram.com/ 次回使える １００円OFF クーポン券
tenmaru2004/
のプレゼント

定食はボリューム満点！ 見て
ビックリ！ 食べてビックリ！
ご満悦間違いありません。

事業者名

R4.1.4現在

食彩遊膳

まる梅

すしの市場大漁（たいりょう）

べに花温泉

ひなの湯

所在地

河北町

村山市

河北町

電話

0237-71-0570

0237-52-3203

023-71-0333

営業時間

定休日

11：00～14：00
17：30～20：00

火曜日

11：00～14：30
16：30～20：30

水曜日

7：00-22：00

毎月第２木曜日

HP

http://www.eyamagata.com/eyamab/023771
0570/

割引・特典内容

紅花泡麩（べにばな あわふ）１ケ
サービス

みそ汁一杯 サービス

www.hinanoyu.com

大人入浴料３５０円より５０円引き

PR
顔の見える食材でお値段以上の
健康料理の店です。
店主料理人が食材にもこだわ
り、野菜も自家栽培し、健康にも
配慮して提供しています。
健康肉そばセットは全８品付いて
８５０円、バランスも良く、スープ
も塩味を薄くし、こくの濃い最後
の一滴まで飲干せるスープにし
てあります。

市場直送の新鮮で豊富なネタが
自慢のお店です。

・日帰り温泉施設です。あった
まりの温泉として、多くのお客
様に 愛されているます。
・館内の食堂『味処 湯楽亭』も
本 格中華が味わえるとリピー
ター続出
・日替りテイクアウトも大好評で
す。
是非お立寄りください！

企業組合 旬彩工房（ｼｭﾝｻｲｺｳﾎﾞｳ） 小国町

クッキー１袋又はお菓子１品
サービス
0238-65-2432

9：00～18：00

土日祝日

syunsaikobo.com

「いのちを育む食の応援団」とし
て、安全でおいしいおやつ類を
※ただし、ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ、直接注文の 提供しています。
方が対象になります。

R4.1.4現在

事業者名

深山和紙センター

所在地

白鷹町

電話

0238-85-3426

営業時間

9：00～17：00

定休日

不定休

HP

割引・特典内容

PR

・白鷹町深山地区で古くから漉(す)
かれた「深山和紙」は、上杉家の
御用紙そして障子紙として、また
店内において和紙製品を購入してい 山形の特製品であった紅花の包
ただくか、和紙漉(す)き体験（２週間
装にも使われてきました。
前まで予約が必要）をしていただい ・昭和５４年に山形県無形文化財第
たお客様に、深山和紙の葉書または １号（工芸の部）の指定を受け、今
しおりに、ちぎり絵付けの体験をプレ もなお深山の地で、変わらぬ技術
と工程で漉かれています。
ゼントします。
・施設では、紙漉き体験のほかに
見学・製品販売も行っています。

コミュニティサロン

辻

東根市

0237-47-0157

9：00～19：00

火・水曜日

初回から会員価格
＊総合調髪
男性 4,000円を3,000円に
女性 5,000円を4,000円に 他

「髪とこころの理容室」
老若男女、障がいの有無に関わ
らず、より多くのお客様に「上質
のサービスを安価で」ご利用いた
だくことをポリシーとしています。
※カットは、次の料金でどなたで
もご利用いただけます。
・ 大人1,500円
メンズシャンプー付き
レディースシャンプー なし
・子ども1,000円

所在地

電話

営業時間

定休日

上本町店

酒田市

0234-24-8519

7：30～20：00

日曜

東千日店

酒田市

0234-33-1458

8：00～19：00

日曜

ヤマザワ旭新町店

酒田市

0234-22-4011

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ｺｰﾌﾟなかのくち店

酒田市

0234-22-1611

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

一番町店

酒田市

0234-24-7722

8：00～19：00

日曜・祝日

富士見町店

酒田市

0234-23-2655

9：00～19：00

水曜

酒田松原店

酒田市

0234-22-6444

10：00～19：00

無

高見台店

酒田市

0234-31-1400

8：30～19：30
日曜・祝日 8：30～18：30

無

R4.1.4現在

事業者名

HP

割引・特典内容

PR

生活関連サービス（クリーニング）
うさちゃんクリーニング

お持込のクリーニング品 ２０％ off
https://www.usachan.co.jp

ト一屋みずほ通り店

酒田市

0234-22-3277

10：00～20：00

無

東町店

酒田市

0234-22-4311

8：00～20：00

無

八幡店

酒田市

0234-64-4828

9：00～19：00

水曜

狩川店

酒田市

0234-56-2747

8：30～20：00

無

マックスバリュ平田店

酒田市

0234-52-3331

9：00～20：00

無

遊佐店

遊佐町

0234-72-5315

9：00～19：00

水曜

東泉町店

酒田市

0234-26-4987

8：30～19：00

水曜

ザ・ビッグ酒田北店

酒田市

0234-33-1100

9：00～20：00

無

イオン酒田南店

酒田市

0234-23-5711

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

※Yシャツ、布団・カーペット・和服
等の特殊品及びセール特価品
は対象外、他の割引券・チケット
との併用不可、
一部対象外店舗あり

一般衣料を対象に抗ウィルス・抗
菌防臭効果が配合された加工剤
を使用しています。
※特殊品やスニーカーは除く

所在地

電話

営業時間

定休日

ヤマザワ山居町店

酒田市

0234-22-5850

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

マーシ酒田店

酒田市

0234-26-8441

8：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

こぴあコープ酒田店

酒田市

0234-33-6160

9：30～20：00

無

生協切添店

鶴岡市

0235-22-3999

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

マックスバリュ余目店

庄内町

0234-42-2747

9：00～20：00

無

ヤマザワ余目店

庄内町

0234-42-1610

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

鶴岡城南店

鶴岡市

0235-24-4075

9：00～20：00

木曜

藤島店

鶴岡市

0235-78-3100

9：30～17：30

無

ヤマザワ鶴岡茅原店

鶴岡市

0235-24-2116

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

R4.1.4現在

事業者名

ヤマザワ櫛引店

鶴岡市

0235-57-4381

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

マックスバリュ藤島店

鶴岡市

0235-64-2202

9：00～20：00

無

鶴岡東原町店

鶴岡市

0235-23-7611

8：30～20：00

木曜

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ鶴岡南店

鶴岡市

0235-25-5701

10：00～20：00

無

余慶町店

鶴岡市

0235-35-0401

8：30～20：00

木曜

イオンモール三川店

三川町

0235-68-1675

9：00～20：00

無

大山東店

鶴岡市

0235-33-3318

8：30～19：00

無

淀川店

鶴岡市

0235-23-5340

8：00～19：00

無

白山店

鶴岡市

0235-25-0172

8：30～20：00

木曜

鶴岡本町店

鶴岡市

0235-23-7313

7：30～19：00

日曜

HP

https://www.usachan.co.jp

割引・特典内容

PR

お持込のクリーニング品 ２０％ off 一般衣料を対象に抗ウィルス・抗
菌防臭効果が配合された加工剤
を使用しています。
※Yシャツ、布団・カーペット・和服 ※特殊品やスニーカーは除く
等の特殊品及びセール特価品
は対象外、他の割引券・チケット
との併用不可、
一部対象外店舗あり

所在地

電話

営業時間

定休日

末広町店

鶴岡市

0235-22-6392

7：00～19：00

無

IZMO店

鶴岡市

0235-64-1700

9：00～20：00

木曜

コープ千石店

鶴岡市

0235-23-7551

9：30～20：00

無

ヤマザワ鶴岡店

鶴岡市

0235-24-3318

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

コープあおやぎ店

鶴岡市

0235-24-1017

9：30～20：00

無

おーばん南尾花沢店

尾花沢市

0237-53-0422

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ尾花沢店

尾花沢市

0237-53-1633

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新庄店

新庄市

0233-28-9285

9：00～20：00

無

宮内店

新庄市

0233-23-1455

10：00～18：00

日曜・祝日

R4.1.4現在

事業者名

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off
大石田駅前店

大石田町

0237-35-2166

7：00～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ新庄店

新庄市

0233-22-3505

9：30～20：00

無

大蔵店

大蔵村

0233-75-2071

7：00～20：00
日曜 7：00～19：00

無

新庄店

新庄市

0233-23-2911

8：30～20：00

無

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ新庄下田店

新庄市

0233-32-1191

9：30～20：00
日曜・１日 9：00～20：00

無

ヤマザワ新庄宮内店

新庄市

0233-32-1134

9：30～19：00
日曜 9：00～19：00

無

神町店

東根市

0237-47-0099

9：30～19：30

日曜

おーばんさくらんぼ東根店

東根市

0237-42-5016

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

おーばん村山店

東根市

0237-43-6166

10：00～20：00

無

村山中央店

村山市

0237-55-5858

8：30～20：00

無

https://www.usachan.co.jp

※Yシャツ、布団・カーペット・和服
等の特殊品及びセール特価品
は対象外、他の割引券・チケット
との併用不可、
一部対象外店舗あり

PR

一般衣料を対象に抗ウィルス・抗
菌防臭効果が配合された加工剤
を使用しています。
※特殊品やスニーカーは除く

所在地

電話

営業時間

定休日

新東根店

東根市

0237-41-2077

8：30～19：00

無

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ新東根店

東根市

0237-42-8477

9：30～20：00
日曜・１日 9：00～20：00

無

ヤマザワ村山駅西店

村山市

0237-48-6107

10：00～19：00
日曜・一日 9：00～19：00

無

山形北町店

山形市

023-681-8171

8：30～19：00

無

コープ鈴川店

山形市

023-625-6758

9：30～20：00

無

おーばん山形東店

山形市

023-623-3910

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

イオン山形北店

山形市

023-681-0834

9：00～20：00

無

おーばん山辺店

山形市

023-665-9066

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ヨークタウン嶋店

山形市

023-679-4807

10：00～20：00

無

R4.1.4現在

事業者名

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off
おーばん嶋店

山形市

023-679-4404

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ヤマザワ宮町店

山形市

023-687-0332

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

青田店

山形市

023-635-1188

8：30～19：00

無

ｲｵﾝﾓｰﾙ山形南店

山形市

023-645-4016

9：00～20：00

無

マックスバリュ青田店

山形市

023-633-1919

9：30～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ富の中店

山形市

023-679-5955

9：30～20：00
日曜 9：00～19：00

無

ヤマザワ白山店

山形市

023-664-1677

10：00～19：00
日曜 9：00～20：00

無

おーばん桜田南店

山形市

023-665-5516

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

米沢店

高畠町

0238-57-4261

8：30～19：00

無

ｲｵﾝ米沢店

米沢市

0238-24-1731

10：00～20：00

不定休

https://www.usachan.co.jp

※Yシャツ、布団・カーペット・和服
等の特殊品及びセール特価品
は対象外、他の割引券・チケット
との併用不可、
一部対象外店舗あり

PR

一般衣料を対象に抗ウィルス・抗
菌防臭効果が配合された加工剤
を使用しています。
※特殊品やスニーカーは除く

所在地

電話

営業時間

定休日

大町４丁目店

米沢市

0238-24-5232

9：00～18：00

水曜

中央６丁目店

米沢市

0238-23-0216

9：00～18：30

日曜・祝日

ﾔﾏｻﾞﾜ高畠店

高畠町

0238-52-4108

9：30～20：00

無

うめや川西店

川西町

0238-46-3150

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ花沢店

米沢市

0238-23-4011

9：30～20：00

無

ﾏﾙﾎﾝｶｳﾎﾞｰｲ米沢店

米沢市

0238-23-1058

9：30～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ相生店

米沢市

0238-24-5211

9：30～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ米沢中田町店

米沢市

0238-37-3929

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

うめや南陽店

南陽市

0238-45-2600

9：30～20：00
日曜 9：00～20：00

無

8：30～19：00

水曜

R4.1.4現在

事業者名

上山店

上山市

023-695-6030

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off

うめや長井南店

長井市

0238-84-5571

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ヨークベニマル南陽店

南陽市

0238-43-7530

9：30～20：00

無

ヨークベニマル上山店

上山市

023-664-0115

9：30～20：00
日曜・１日 9：00～20：00

無

ヤマザワ上山店

上山市

023-665-0111

10：00～19：00
日曜 9：00～19：00

無

うめや長井北店

長井市

0238-87-1212

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ寒河江西店

寒河江市

0237-85-2505

9：00～20：00

無

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ高松店

寒河江市

0237-87-3933

9：00～20：00

無

ﾔﾏｻﾞﾜ寒河江西店

寒河江市

0237-62-3733

9：30～20：00

無

https://www.usachan.co.jp

※Yシャツ、布団・カーペット・和服
等の特殊品及びセール特価品
は対象外、他の割引券・チケット
との併用不可、
一部対象外店舗あり

PR

一般衣料を対象に抗ウィルス・抗
菌防臭効果が配合された加工剤
を使用しています。
※特殊品やスニーカーは除く

所在地

電話

営業時間

定休日

寒河江店

寒河江市

0237-83-5133

8：30～19：00

無

中山店

寒河江市

0236-62-2179

9：00～18：30

日曜

ﾔﾏｻﾞﾜ寒河江ﾌﾟﾗｻﾞ店

寒河江市

0237-85-1822

10：00～20：00

無

おーばん南天童店

天童市

023-655-7230

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

マックスバリュ天童店

天童市

023-651-3377

9：00～20：00

無

ヨークベニマル河北店

河北町

0237-72-4847

9：30～20：00
日曜・１日 9：00～20：00

無

イオンモール天童店

天童市

023-665-0803

10：00～21：00

無

天童店

天童市

023-652-0388

8：30～19：00

無

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ天童老野森店

天童市

023-651-0228

9：30～20：00
日曜・１日 9：00～20：00

無

R4.1.4現在

事業者名

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off
https://www.usachan.co.jp

ヤマザワ天童西店

天童市

023-664-0116

9：30～20：00

無

おーばん久野本店

天童市

023-653-0209

10：00～20：00
日曜 9：00～20：00

無

下条店

山形市

023-645-3211

8：30～20：00

水曜日

十日町店

山形市

023-631-4347

9：00～19：00

無

東原店

山形市

023-623-0101

8：30～20：00

無

上町店

山形市

023-645-7625

8：30～20：00

木曜

春日町店

山形市

023-673-0250

9：00～20：00

不定休

山形幸町店

山形市

023-687-1616

8：30～19：00

火曜

※Yシャツ、布団・カーペット・和服
等の特殊品及びセール特価品
は対象外、他の割引券・チケット
との併用不可、
一部対象外店舗あり

PR

一般衣料を対象に抗ウィルス・抗
菌防臭効果が配合された加工剤
を使用しています。
※特殊品やスニーカーは除く

所在地

電話

営業時間

定休日

本社サービスコーナー

鶴岡市

0235-22-6471

8：30～18：30
日曜・祭日 9：00～18：00

無

鶴岡南サービスコーナー

鶴岡市

080-3728-0342

9：00～19：00

無

西工サービスコーナー

鶴岡市

080-4078-5022

9：00～18：00

金曜

陽光町サービスコーナー

鶴岡市

080-8208-5890

8：30-19：00
日曜・祭日 9：00～19：00

木曜

みどり町サービスコーナー

鶴岡市

0235-25-1657

9：00～18：00

日曜

ボイスサービスコーナー

鶴岡市

0235-29-9281

10：00～18：30

水曜・第２火曜

なぎさ本舗 西陣

鶴岡市

080-9431-3258

8：30～18：00

土曜・日曜・祭日

R4.1.4現在

事業者名

HP

割引・特典内容

PR

ママ.クリーニング小野寺よ

パルサービスコーナー

鶴岡市

080-7250-0286

10：00～20：00

無
http://onoderacleaning.co.jp

淀川西サービスコーナー

鶴岡市

080-3727-9976

8：00-19：00
日曜・祭日 9：00～19：00

金曜

茅原サービスコーナー

鶴岡市

0235-24-9160

7：30～18：00

日曜・祭日

朝暘町サービスコーナー

鶴岡市

0235-22-1785

7：30～19：00

〔１月～２月〕日曜
〔３月～12月〕第１・第３
日曜

こぴあサービスコーナー

鶴岡市

080-9259-3302

10：00～19：00

無

天満宮前サービスコーナー

鶴岡市

0235-24-8303

9：00-19：00
土日・祭日 9：00～18：00

木曜

東新斎橋サービスコーナー

鶴岡市

0235-25-8573

8：30-19：00
日曜・祭日 9：00～19：00

無

ミーナサービスコーナー

鶴岡市

080-9250-5778

10：00～19：00

無

エスモールサービスコーナー

鶴岡市

0235-25-5213

10：00～19：00

無

笹花サービスコーナー

鶴岡市

0235-64-2383

8：00～20：00

第３日曜

「５％」割引
他割引との併用も可能

染み抜き無料！
防寒具の付属品（ベルト・フード
等は原則無料！
ワイシャツの糊加減が選べま
す！
ぜひご利用ください！

所在地

電話

営業時間

定休日

イオンタウンあつみサービスコーナー

鶴岡市

0235-44-3400

10：00～19：00

木曜

中町サービスコーナー

酒田市

0234-22-3731

8：30～18：00

日曜・祭日

駅東二丁目サービスコーナー

酒田市

8：00-18：00
0234-22-2302 土曜・祭日 8：00～17：00
※昼１２時～１４時休

亀ヶ崎サービスコーナー

酒田市

0234-26-6715

9：00～18：00

無

酒田東町サービスコーナー

酒田市

0234-26-4335

9：00～18：00

無

東両羽町サービスコーナー

酒田市

0234-22-8824

9：00～19：00

無

新庄サービスコーナー

新庄市

090-4557-6471

9：00～19：00

無

舟形サービスコーナー

舟形町

0233-32-2265

7：30～19：30

日曜

R4.1.4現在

事業者名

若葉町サービスコーナー
大蔵サービスコーナー

尾花沢市

9：00-19：30
0237-23-2246
日曜・祭日 9：00～19：00

HP

割引・特典内容

PR

「５％」割引
他割引との併用も可能

染み抜き無料！
防寒具の付属品（ベルト・フード
等は原則無料！
ワイシャツの糊加減が選べま
す！
ぜひご利用ください！

水曜・日曜・祭日

第３日曜
http://onoderacleaning.co.jp

大蔵村

0233-75-2052

7：30～19：00

第１・第３日曜

新栄町サービスコーナー

真室川町

0233-62-2410

8：00～19：00

日曜・祭日

大沢サービスコーナー

真室川町

0233-63-2010

8：00～19：00

第１・第３日曜

諏訪サービスコーナー

山形市

080-3728-0291

9：00～19：00

無

東原サービスコーナー

山形市

080-3728-0176

9：00～19：00

無

桧町サービスコーナー

山形市

023-681-0077

9：00～19：00

無

吉原サービスコーナー

山形市

080-3728-3604

9：00～19：00

無

南栄町サービスコーナー

山形市

070-3178-2496

9：00～19：00

木曜

青田サービスコーナー

山形市

023-624-9088

9：00～19：00

無

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

定休日

尾花沢市

0237-22-1503

あさ10：00～よる7：00
日曜あさ9：00～よる7：00

無

HP

割引・特典内容

PR

小 売 （食品スーパーマーケット）
おーばん
尾花沢店
南尾花沢店

尾花沢市

0237-22-2001

村山店

東根市

0237-41-1111

さくらんぼ東根店

東根市

0237-42-1129

南天童店

天童市

023-658-0511

寒河江店

寒河江市

0237-85-4711

山形東店

山形市

023-615-1234

山辺店

山辺町

023-667-1129

山形嶋店

山形市

023-682-1129

桜田南店

山形市

023-632-1129

上山店

上山市

023-664-1129

久野本店

天童市

023-665-5667

寒河江市

0237-84-1515

寒河江西店

あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00

無
無
無
無
無
https://www.oh-ban.com/

無
無
無
無
無
無
無

商業を通して地域社会に貢献
し、お客様の日々の暮らしに欠
かすことの出来ない食品、身の
2,000円以上お買上の方に
回りのよい品をより安く供給し食
（お子様向け）ノート１冊プレゼント 文化の向上に務め、地域社会に
役立つ事でそこの町になくてはな
らない店になろうと努力していま
す。

R4.1.4現在

事業者名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

宿泊料の500円割引

山形県内で農家民宿を営むお宿
が集まって「農家のお宿の会」を
作りました。
農家民宿に泊まって、ありのまま
の田舎暮らしを体験することがで
きます。
山形県への移住をご検討の方に
はお試し宿泊の場としてご活用く
ださい。

宿泊
山形県グリーン・ツーリズム推進協議会 「農家のお宿の会」
だいちゃん農園GUEST HOUSE

朝日町

0237-68-2301
090-2602-7057

蔵民宿 あおやぎ

村山市

0237-56-3018

真室川町

0233-62-2872
090-7935-8313

鶴岡市

090-3647-8104

農家民宿 果菜里庵
いこいの宿 農
農家民宿・手打ちそば 百笑家 姫

尾花沢市 0237-23-2155

農家民宿 はちみつ屋

真室川町

0233-63-2708
090-9030-7166

農家民宿 清定

鶴岡市

090-2883-3589 ・各お宿にはいつでもお
問合せができます。

農家民宿 ごえもん

飯豊町

0238-77-2529

農家民宿・農家茶屋 いろり

飯豊町

・山形県グリーン・ツー
リズム推進協議会
0238-77-2631 事務局は8：30～17：15

農家民宿 庄太郎

飯豊町

0238-77-2381

農家民宿 善左ェ門

米沢市

0238-38-4156
090-3126-9789

農家民宿 若松屋

米沢市

0238-38-2446

農家民宿 上野ん家

鶴岡市

080-9330-2387

農家民宿 まつ乃

鮭川村

0233-55-2122

農家民宿 はる風

鮭川村

0233-55-2342
090-7064-9208

・各お宿は不定休
https://www.noukanooyado.net/

・事務局は
土曜・日曜・祝日

