「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

R4.8.15現在

事業者（店舗）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
基本料金から10％割引（ただし一部 潔な車両をご準備しておりま
車両は割引対象外）
す。また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。

所在地

電話

南一番町店

山形市

023-641-2100

南館店

山形市

023-647-7272

城北店

山形市

023-643-4411

大野目店

山形市

023-641-3161

上山店

上山市

023-677-1811

天童店

天童市

023-654-4411

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

小 売 （自動車販売）
トヨタカローラ山形株式会社

寒河江店

・エンジンオイル･ボトルキープ
（15ℓ）プレゼント
※オイルエレメント１回無料交換
付き
（通常価格21,590円を10,000円
で販売している商品です）

寒河江市 0237-86-4391

東根店

東根市

0237-43-3111

新庄店

新庄市

0233-22-4922

米沢店

米沢市

0238-37-2251

赤湯店

南陽市

0238-43-3220

長井店

長井市

0238-84-3311

鶴岡店

鶴岡市

0235-23-2331

みどり町店

鶴岡市

0235-23-9696

山居町店

酒田市

0234-23-6151

酒田泉町店

酒田市

0234-35-1788

カーパル桜田

山形市

023-642-2121

月曜日
9：30～18：00

＊火曜日が定休日の
場合もありますの
で右のHPからご確
認下さい

https://www.tc-ymt.jp/

＊サービスフロントで「移住者応援
カード」をご提示ください。
その場でエンジンオイル･ボトル
キープ会員証を発行致します。
（プレゼントは1回限り）
＊当日、オイル交換をご希望の方
は、事前のご予約をお願い致し
ます。
＊このボトルキープ会員証で交換
が可能な車種は、国産ガソリン
車･ディーゼル車が対象となり
ます。
（輸入車・国産車の一部スポーツ
車は対象外となります）

・新車･中古車ご購入のお客様にも
同様のエンジンオイル・ボトルキー
プをプレゼント致します。
＊会員証は納車時にお渡します。

県内最多の１７店舗のネットワ
ークで全てのトヨタ車と認定中
古車を取り扱っています
「ふれあいサービス」でお客様
に満足をご提供いたします

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

小 売 （一般）

スモークハウス ファイン（ソーセージほか）

すずか園（お花）

1,000円(税込)以上お買い上げで
100円引き

スモークハウス ファインは、お
いしさ、素材・質・技術・・・食に
関する全てにおいて、強いこだ
わりを持って商品を造り続けて
います。
お祝い・お供え・花束・アレンジメ
ント・花鉢・観葉鉢・胡蝶蘭など
季節のお花をご準備しておりま
す。

0238-57-4353

9:30～17:00

水・日

https://e86.jp/

寒河江市 0237-86-8080

9:00～18:00

元旦
（臨時休業の場合あり）

https://suzukaen.hanatown.ne
t

お買い上げ2,000円（税別）以上の
方にお花増量サービス

https://www.the0123.com

基本作業費（運賃＋人件費）の30％ ゴミゼロの引越をめざして、紙資
OFF
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
※繁忙期３/１５～４/１５は対象外 ケース、シューズケース等）を進
になります。
めています。
※当社HPから３０％off のサービス 引越業界として初めて定休日を
を利用された方は応援カードとの 設け、長時間労働や働く環境の
併用はできません。
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。

高畠町

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

専用フリーダイヤ
ル

0120-71-1412
サカイ引越センター

三八五引越センター 山形支店

※必ず専用フ
リーダイヤルをご
山形市 利用ください。
※直接店舗やイ
ンターネットの申
込ではサービス
が受けられませ
んのでご注意くだ
さい。

山形市

023-631-0385

8:30～19:00

-

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

新生活応援グループとして弊社
10の特典を用意。（詳しくはこちらを
スタッフ一同お客様第一で「まご
クリック）
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

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

所在地

電話

本店営業部

山形市

023-631-0001

山形駅前支店

山形市

023-631-7257

山形北支店

山形市

023-631-4151

西支店

山形市

023-643-4771

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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）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

寒河江支店
さくらんぼ東根支店

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

10:00～18:00

祝日

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

10:00～17:00
（土日祝は相談業務のみ）

-

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

寒河江市 0237-86-3145
東根市

0237-42-2011

所在地

電話

神町支店

東根市

0237-48-1135

楯岡支店

村山市

0237-55-2321

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

営業時間

定休日

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

株式会社きらやか銀行

尾花沢支店

尾花沢市 0237-22-1231

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

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

株式会社きらやか銀行

HP

割引・特典内容

PR

所在地

電話

荒砥支店

白鷹町

0238-85-2223

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

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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）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

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

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
「応援カード保有者の方」は、当行 お近くの荘内銀行窓口または、
住宅ローン金利引下げ条件の一つ 以下のフリーダイヤルあてにお
としております。詳しくはお近くの荘 問い合わせください。
内銀行窓口までお問い合わせくださ ＜問い合わせ先＞
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）

所在地

電話

営業時間

住宅ローンプラザ山形北

山形市

0120-516-139

（平日）9:00～17:00
（土日）10:00～17:00

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

定休日

HP

割引・特典内容

PR

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

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

住宅ローンプラザ寒河江

平日が祝日の場合

日曜・祝日

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

赤湯支店

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

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

所在地

電話

長崎支店

中山町

023-662-2151

東根支店

東根市

0237-42-1221

楯岡支店

村山市

0237-55-2134

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

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

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

尾花沢支店

尾花沢市 0237-22-1221

真室川支店

真室川町 0233-62-2531

9:00～15:00

土曜・日曜・祝日

自動車教習所
株式会社マツキ
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

https://yamaji-ds.com/

年中無休
（年末年始除く）

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/

https://www.siratacar.jp

https://murayama-ds.com

AT、MT新規免許取得費用の５％割
引

R4.8.15現在

事業者（店舗）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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

不動産・建築・内装（住宅関連）

株式会社レオパレス２１
レオパレスセンター山形店

山形市

050-2016-2351

10:00～18:00

年中無休
（年末年始除く）

株式会社大東不動産

米沢市

0238-21-5687

9:00～17:30

毎週日曜日、祝日、年末年始、お盆

https://www.leopalace21.com/

契約金額から２万円値引き
（賃貸契約・マンスリー12回以上の
契約が対象）

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
や面倒な手続きを軽減できま
す！また、WEB契約も可能と
なっておりますので、自宅に居
ながら手続きができます！

http://www.dai-tou.co.jp

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
賃貸：不動産仲介手数料50％引き、 トセンターも開設し、高い知識力
除菌清毒費50％引き
と豊富な物件でお客様を全面的
売買：不動産仲介手数料10％引き にサポートします。不動産のみ
※当社管理物件に限る
ならず、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！

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

-

-

-

株式会社大沼建築

寒河江市 0237-86-1633

9:00～17:00
※モデルハウスは
13:00～16:00

日曜日
※モデルハウスは
水、木

https://www.ohnuma-k.com

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。

【プレゼント】
・新築成約－防災セット
「ボウサイブロック」
・リフォーム修繕
（工事金額５５万円以上）－
「防災安心セット」

寒河江市で創業９０年、３代続く
工務店です。
西村山、東村山、村山地域で高
断熱、高機密のZEH住宅の新築
からリフォーム、修繕まで、お住
まいに関することは、お気軽に
ご相談ください。
天童南住宅展示場モデルハウ
スへの見学もお待ちしていま
す。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

ソーラーワールド株式会社

RoomruBe（ルームルベ）

清 三 郎 株式会社

株式会社 インテリアクニイ

飲食・サービス（小売含む）

所在地

電話

営業時間

定休日

天童市

023-654-2902

9:00～17:00

日曜日、祝日
（土曜日の場合あり）

山形市

山形市

070-8517-0676

023-676-4151

寒河江市 0237-86-8556

10:00～17:00

8:30～17:30

9:00～17:00

水曜、日曜、祝日

日曜日

水曜日
日・祝日

HP

https://solar-world.jp/

割引・特典内容

PR

当社より太陽光発電設備を導入い 自然エネルギーを使った生活の
ただいた方には、１１年間無料でメ お手伝いをいたします。
ンテナンス
お問合せお待ちしております

古民家・築古・DIYフリー貸家を
主に不動産のお手伝いをさせて
いただいています。
コワーキングスペースもありま
す。
お気軽にお問合せください。

https://www.roomrube.com

仲介手数料５，０００円サービス

https://seizaburou.com/

＜リフォーム＞
季節の果物15,000円相当を年２～３
回に分けてお届け
サービスご利用の方へは、代表
自ら工事管理や立会いを行いま
＜移住住居一緒に確認＞
す。
１日２２．０００円に対し、２，２００円 アフターフォローも同様です。
割引
※移住住居を効率よく探すプラン

https://mbp-japan.com/yamagata/interior-kunii/
ご成約金額から１０％お値引き

カーテンやブラインドの新調や
修理、壁紙、襖の張替え、収
納、片付けなど、住まいの困り
事をご相談ください。女性スタッ
フが承ります。（インテリアコー
ディネーター・ライフオーガナイ
ザー・整理収納アドバイザー）

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

千一珈琲

所在地

鶴岡市

電話

050-7112-4687

営業時間

9:30～18:00

定休日

毎週月曜日

HP

https://1000-1coffee.jp

割引・特典内容

自家焙煎コーヒー豆20％増量

PR
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/
ディナー １ドリンクサービス（要予約）
lacucinapiccoladue/

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。

R4.8.15現在

食彩遊膳

事業者（店舗）名

まる梅

すしの市場大漁（たいりょう）

所在地

河北町

村山市

電話

0237-71-0570

0237-52-3203

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

HP

http://www.eyamagata.com/eyamab/02377
10570/

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

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。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

クッキー１袋又はお菓子１品
サービス
企業組合

旬彩工房（ｼｭﾝｻｲｺｳﾎﾞｳ） 小国町

コミュニティサロン

辻

東根市

0238-65-2432

0237-47-0157

上杉城史苑
米沢市

0238-23-0700

＜（株）上杉コーポレーション＞

9：00～18：00

9：00～19：00

物産フロア
10:00～１７：００
レストラン
１１：００～14:00

土日祝日

syunsaikobo.com

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

火・水曜日

レストラン
毎週木曜日
（祝日は営業）

https://www.uesugijoshien.jp/

※変動あり

欧風レストラン

西 洋 葡 萄

南陽市

0238-40-3581

ランチ
11：30～14：30
ディナー
要予約

※ただし、ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ、直接注文
の
方が対象になります。

http://seiyobudo.jp

「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
提供しています。

「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

米沢牛をはじめとする県内の物
産を販売する広いフロアと、郷
物産フロアとレストランで、５％割引 土料理や米沢牛をゆったりとお
き
召し上がり頂けるレストランを備
えた米沢観光のキーステーショ
ンです。

次のいずれかひとつサービス
毎週火曜日

PR

・自家製アイス又はデザート
・グラスワイン１杯

1982年開業の洋食店です。
地元の豊かな食材をもとにコー
スメニューで提案しております。
フランス料理をベースに、丁寧
に作り上げております。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

米沢牛黄木 総本店（精肉）

レストラン 金剛閣

所在地

米沢市

米沢市

電話

0238-22-2241

0238-22-4122

営業時間

9:00～18:30

ランチ
11：00～15：00
(L.O 14:30)
ディナー
17:00～21:00
(L.O 20:30)

定休日

毎週火曜日

毎週火曜日

HP

https://o-ki.co.jp/

https://www.kongoukaku.com/

割引・特典内容

PR

お客様へ最高の品質、そして最
高の美味しさをお届けします。
総本店ISO22000食品安全マネ
ジメントシステムを運用し、品質
黄木の米沢牛入りミニサラミ贈呈 管理を徹底した施設で、米沢牛
専門店として、すき焼き、ステー
キ、焼肉、また希少部位など、さ
まざまな商品のオーダーカットを
承っております。

ワンドリンクサービス

米沢牛黄木の直営レストランで
す。米沢牛の極みがここに集
結。
２F焼肉フロア「黄木」、３Fすき焼
き、しゃぶしゃぶフロア「毘沙
門」、４Fステーキフロア「明星」
で、米沢牛の最高の美味しさを
ご堪能ください。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

牛鍋 おおき

米澤牛DINING

べ こ や

米沢牛割烹

住 の 江

やまがた辛味噌らーめん

三 男 坊

所在地

米沢市

電話

0238-40-1129

営業時間

ランチ
11：00～15：00
(L.O 14:30)
ディナー
17:00～21:00
(L.O 20:30)

定休日

毎週水曜日

0238-24-2788

0238-22-7303

完全予約制
昼 11:15～14:00

PR

ワンドリンクサービス

山形新幹線 米沢駅前の便利
なロケーションにあります。
当店おすすめの「米沢牛鍋定
食」、お手頃な各種定食の他、
すき焼き御膳・しゃぶしゃぶ御
膳・ステーキ御膳を郷土料理と
共にご堪能ください。

ドリンクサービス
※おひとり様１杯まで

火曜日

ドリンクサービス
※おひとり様１杯まで

米沢牛と季節の郷土料理を、個
室でごゆっくりとお楽しみくださ
い。

火曜日

大盛りまたは煮卵サービス

地元置賜地方の風味豊かな熟
成味噌を使用し、平打ちのちぢ
れ麺のもちもちした特製辛味噌
らーめんをお楽しみください。

無休
夜 17:00～20:00

米沢市

https://oki-gyunabe.com/

割引・特典内容

山形新幹線米沢駅前の交通
至便の場所にあります。
職人の培われた目利きと技に
よる高品質な米沢牛の「きめ細
かい霜降り肉」をご提供いたしま
す。古民家を移築した趣きのあ
る空間で、ワインや山形銘酒と
ともに、ごゆっくりおくつろぎくだ
さい。
ステーキ、焼肉、すき焼き、しゃ
ぶしゃぶ等をご用意しておりま
す。

昼 11:15～14:00
米沢市

HP

https://www.yonezawagyudini
ng.jp/

夜 17:00～20:30

昼 11:00～14:00
米沢市

0238-23-0111
夜 17:30～20:00

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

米澤牛 べこや（精肉）

産直レストラン
「マッシュルームスタンド舟形」

所在地

米沢市

舟形町

電話

0238-23-2981

営業時間

10:00～18:00

９：００から１８：００
0233-32-8064
(ランチは11:00～
14:30)

定休日

月曜日

水曜日

HP

https://www.yonezawagyudini
ng.jp/

https://www.facebook.com/M
USHROOMSTAND.FUNAGAT
A/

割引・特典内容

お買い物５％割引

お食事をしていただいた方に、
マッシュルーム200gをプレゼント

PR

「DININGべこや」店舗に隣接す
る販売コーナーです。
絶品の米沢牛を、ご希望のご予
算に応じてご用意いたします。
ご贈答やお土産にもどうぞ。
ネット通販でもお買い求めいた
だけます。

木のぬくもりを感じる特別な空
間で、マッシュルームをたっぷり
使った料理をお楽しみいただけ
ます。
また、当施設内の直売所(9:00
～18:00)で、採れたての新鮮な
マッシュルームと自社加工食品
をお求めいただけます。

http://www.f-mush.com

焼肉名匠 山牛

焼肉名匠 山牛 寒河江本店

焼肉名匠 山牛 山形店

寒河江市 0237-85-1123

山形市

023-666-6129

11：30～14：30
(L.O 14:00)
17:30～22:30
(L.O 22:00)

火曜日

http://www.yamagyu.com/

11：30～14：30
(L.O 14:00)
17:30～22:30
(L.O 22:00)

火曜日

http://www.yamagyu.com/

グラス生ビールまたはソフトドリンク
１杯サービス
食肉卸業直営の山形牛専門の
焼肉店です。
安全安心はもちろん、厳選され
た山形牛のみを使用。
名物「山牛桶盛り」をはじめ、調
理許可認定となったからこそで
きる、生の牛肉をご提供してい
ます。
地産地消を目指し、新鮮な食材
グラス生ビールまたはソフトドリンク にも力を入れています。
１杯サービス

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

道の駅 米沢

道の駅 川のみなと長井

道の駅 いいで
めざみの里観光物産館

いではＣＯＣＣＯ

和農産直営精肉店イートミート

所在地

米沢市

長井市

飯豊町

山形市

天童市

電話

営業時間

物産・農産・総合観光案
内
0238-40-8450
9:00～18:00
フードコート・レストラン
10;:00～18:00

9:00～１７：００
0238-87-1121 （1月～2月は9時～17時
）

0238-86-3939

023-673-0088

023-652-1310

9:00～18:00
※12月～3月
10:00～17:00

１０：００～１７：００

１０：００～１８：００

定休日

HP

割引・特典内容

フードコートの米沢ラーメン「毘沙
無休

https://michinoeki-yonezawa.jp/門」でラーメン類ご注文時

味玉1個サービス

無休

12／31
１／１
冬季不定休

水曜日

火曜日

http://kawanominato.jp/

http://mezami113.com/

https://idehacoc.co/

http://eatmeat.nagominousan.j
p/

PR
東北中央自動車道 米沢ICに
併設された道の駅です。米沢・
置賜地域の特産品や美味しさを
発信しています。コンビニも併設
していますのでお気軽にお立ち
寄りください。

特産野菜や果物、地元土産品
を豊富に取り揃えています。
フードコートでは地元食材にこだ
わった和洋のオリジナルメ
フードコートご利用でコーヒーサービ
ニューが人気。
ス
中でも伝統在来種「馬のかみ
しめ大豆」をふんだんに使用し
たご当地ソフトクリーム「馬のか
みしめソフトクリーム」は絶品！

レストランでのお食事のお客様
ソフトドリンクサービス

『新潟と宮城を結ぶ国道１１３号
の中間にある道の駅「いいで」。
飯豊町や山形県のうまいっ！が
いっぱい！
レストランでは、豊富なメニュー
がうれしい！
是非、足をお運びください！！』

新鮮たまごと卵のスイーツを販
売している山形市にあるたまご
屋です。希少な純国産鶏種「も
生卵0％オフ(ただし、毎月5日の「卵 みじ」と「さくら」が産むたまごは
の日」10％オフとは併用できませ
毎日直営農場から届き、新鮮そ
ん。)
のもの。飼料や飼育環境にとこ
とんこだわった安心安全な卵で
す。その卵を使ったスイーツもお
すすめ!
畜産農家の直営精肉店です。
牧場直営なので鮮度がいい、希
少部位の取り扱いがある等の
お買物をしていただいた方に
強みがあります。自らの手で育
黒毛和牛ハンバーグ1個プレゼント てた牛の肉を販売しているの
で、何より安心。肉のことを知り
尽くしたスタッフが部位ごとの最
適な食べ方をご提案します。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

産直あぐり

所在地

鶴岡市

電話

0235-57-3300

営業時間

９：００～１７：００

定休日

1月1日～4日

HP

https://santyokuagri.jp/

割引・特典内容

ソフトクリーム、アイスクリーム、フ
ルーツサンデー各種 店頭表示価
格より
30円引き

PR
四季折々の地元鶴岡のフルー
ツと野菜を豊富に取り揃えてお
ります。また、地元食材を使用
し、生産者自らが製造するジャ
ム・ジュース・漬物・菓子などの
加工食品も多数販売しておりま
す。

体験施設

深山和紙センター

白鷹町

0238-85-3426

9：00～17：00

・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
店内において和紙製品を購入して
御用紙そして障子紙として、また
いただくか、和紙漉(す)き体験（２週 山形の特製品であった紅花の包
間前まで予約が必要）をしていただ 装にも使われてきました。
いたお客様に、深山和紙の葉書ま ・昭和５４年に山形県無形文化財
たはしおりに、ちぎり絵付けの体験 第
１号（工芸の部）の指定を受け、
をプレゼントします。
今
もなお深山の地で、変わらぬ技

不定休

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

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・農家茶屋 いろり

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

・事務局は
土曜・日曜・祝日

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。

・各お宿にはいつでもお
問合せができます。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

農家民宿 庄太郎

所在地

電話

飯豊町

0238-77-2381

・山形県グリーン・ツー
リズム推進協議会
営業時間
事務局は8：30～17：15

・各お宿は不定休

・事務局は
定休日
土曜・日曜・祝日

https://www.noukanooyado.net
/

宿泊料の500円割引

HP

割引・特典内容

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
PR
にはお試し宿泊の場としてご活
用ください。

問合せができます。

所在地

電話

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

事業者（店舗）名

R4.8.15現在

・山形県グリーン・ツー
リズム推進協議会
事務局は8：30～17：15

・事務局は
土曜・日曜・祝日

営業時間

定休日

https://www.noukanooyado.net
/

宿泊料の500円割引

HP

割引・特典内容

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。

PR

日帰り温泉施設

べに花温泉

ひなの湯

河北町

023-71-0333

7：00-22：00

毎月第２木曜日

www.hinanoyu.com

・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
大人入浴料 ３５０円より５０円引き
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！

いきいきランド

ぽんぽ館

・５月～９月
９：００～２１：００
戸沢村

0233-72-3600
・１０月～４月
９：００～２０：００

入浴料 １０％ OFF
（同行４名様まで適用）
・第２、４水曜日
祝日の場合は翌平日

https://ponpokan.com/

＊R4.4.1現在
大 人 ４００円 → ３６０円
こども ２００円 → １８０円

・明るく開放感のあるロビー
・肌に良い塩化物炭酸水素塩泉
（弱アルカリ性）の温泉
・サウナ完備で館内には冬でも
営業の温水室内プールやレス
トラン、宴会場などもあります。
・東北初の砂風呂も体験でき大
人からこどもまでお楽しみいた
だけます。

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

8：30～19：30
0234-31-1400
日曜・祝日 8：30～18：30

無

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）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

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

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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off

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

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

https://www.usachan.co.jp

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。
※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

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

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

9：30～20：00

無

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

コープあおやぎ店

鶴岡市

0235-24-1017

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off

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

大石田町 0237-35-2166

7：00～20：00

無

大石田駅前店

HP

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

https://www.usachan.co.jp

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。
※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

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

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

10：00～19：00
0237-48-6107
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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）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

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。
※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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off
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

https://www.usachan.co.jp

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。
※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

上山店

上山市

023-695-6030

8：30～19：00

水曜

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

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

HP

割引・特典内容

お持込のクリーニング品 ２０％ off
ﾔﾏｻﾞﾜ寒河江西店

寒河江市 0237-62-3733

9：30～20：00

無

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

https://www.usachan.co.jp

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。
※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

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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

HP

割引・特典内容

PR

お持込のクリーニング品 ２０％ off
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

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

8：30-19：00
080-8208-5890
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

https://www.usachan.co.jp

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

ママ.クリーニング小野寺よ

http://onoderacleaning.co.jp

「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

パルサービスコーナー

鶴岡市

080-7250-0286

10：00～20：00

無

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

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

水曜・日曜・祭日

HP

http://onoderacleaning.co.jp

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！

所在地

電話

営業時間

定休日

舟形町

0233-32-2265

7：30～19：30

日曜

9：00-19：30
日曜・祭日 9：00～19：00

第３日曜

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

舟形サービスコーナー
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 0237-23-2246
大蔵村

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

HP

http://onoderacleaning.co.jp

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！

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

所在地

電話

営業時間

定休日

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

尾花沢市 0237-22-1503

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

寒河江西店

寒河江市 0237-84-1515

あさ10：00～よる7：00
日曜あさ9：00～よる7：
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
あさ10：00～よる10：00
日曜あさ9：00～よる10：
00

無
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。

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

所在地

電話

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

小 売 （一般）

スモークハウス ファイン（ソーセージほか）

すずか園（お花）

0238-57-4353

9:30～17:00

水・日

https://e86.jp/

寒河江市 0237-86-8080

9:00～18:00

元旦
（臨時休業の場合あり）

https://suzukaen.hanatown.ne
t

高畠町

1,000円(税込)以上お買い上げで
100円引き

スモークハウス ファインは、お
いしさ、素材・質・技術・・・食に
関する全てにおいて、強いこだ
わりを持って商品を造り続けて
います。

お買い上げ2,000円（税別）以上の
方にお花増量サービス

お祝い・お供え・花束・アレンジメ
ント・花鉢・観葉鉢・胡蝶蘭など
季節のお花をご準備しておりま
す。

小 売 （産直）

JA鶴岡もんとあ～る白山店

産直あぐり

鶴岡市

鶴岡市

0235-25-6665

0235-57-3300

9:00～18:00
(1～3月9:30～17:30)

９：００～１７：００

第2水曜日
(7,8月除く)

1月1日～4日

https://ja-tsuruoka.or.jp/

https://santyokuagri.jp/

JA鶴岡が運営する農産物直
売所です。名前の由来は、庄内
弁で「山ほどある」＝「もんとあ
お買物をしていただいた方に、 る」から。安全・安心の地元農産
JA鶴岡の事業利用券500円券１枚 物で、地産地消を応援していま
プレゼント(1回限り)
す。特産の「だだちゃ豆」や「メロ
ン」の品揃えは圧巻です。全国
の提携JAの特産品ももんとあ～
るです。

ソフトクリーム、アイスクリーム、フ
ルーツサンデー各種 店頭表示価
格より
30円引き

四季折々の地元鶴岡のフルー
ツと野菜を豊富に取り揃えてお
ります。また、地元食材を使用
し、生産者自らが製造するジャ
ム・ジュース・漬物・菓子などの
加工食品も多数販売しておりま
す。

所在地

電話

営業時間

定休日

ＪＡ山形市 本店

山形市

023-623-0513

9：00～15：00

土・日・祝日

ＪＡ山形市 北山形支店

山形市

023-644-3206

9：00～15：00

土・日・祝日

ＪＡ山形市 小白川支店

山形市

023-623-0446

9：00～15：00

土・日・祝日

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

HP

割引・特典内容

PR

小 売 （お米販売）
ＪＡ山形市

https://www.jayamagatashi.or.jp
/

ＪＡ山形市 下条支店

山形市

023-644-5285

9：00～15：00

土・日・祝日

ＪＡ山形市 上町支店

山形市

023-644-6611

9：00～15：00

土・日・祝日

ＪＡ山形市 美畑町支店

山形市

023-632-3840

9：00～15：00

土・日・祝日

ＪＡ山形市 アグリセンター

山形市

023-645-4849

9:00～17：00

土・日・祝日

はえぬき・つや姫・コシヒカリ・雪若
丸それぞれの精米５㎏の店頭表示
ＪＡ山形市の生産者が丹精込め
価格から３００円を値引き
て作った良食味米を各店舗で販
売しております。
お求めの際は、各店の（金融等）窓
口にお声がけください。
特別栽培米の「つや姫」やつや
姫に続くブランド米「雪若丸」、山
※ただし、キャンペーン期間を除き
形県を代表する「はえぬき」は、
ます
お客様から大変好評を得てお
※オンライン販売も除きます
り、喜ばれております。
※サービス開始は３月１日から

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」 （再掲）
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

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

鶴岡市

090-3647-8104

尾花沢市 0237-23-2155

・各お宿にはいつでもお
問合せができます。
・山形県グリーン・ツー
リズム推進協議会
事務局は8：30～17：15

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

・事務局は
土曜・日曜・祝日

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。

所在地

電話

真室川町

0233-63-2708
090-9030-7166

農家民宿 清定

鶴岡市

090-2883-3589

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

0238-77-2631

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

R4.8.15現在

事業者（店舗）名

農家民宿 はちみつ屋

営業時間

定休日

HP

割引・特典内容

PR

