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飲食店

取扱店一覧

• 山形市飲食店応援プレミアム付商品券（紙券）の取扱店とは異なりますのでご注意ください。
• 掲載している取扱店は、事務局からの取扱店キットの配送状況や取扱店自身の準備状況により、必ずしも使用できるとは
限りません。お食事やサービス利用前に取扱店に事前確認をお願いします。

• 取扱店の募集は令和4年6月30日をもって受付を終了しました。
• 山形市地域活性化プレミアム付電子商品券の利用期間は令和4年7月31日までです。

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

アーキグラム THE ARCHIGRAM British Pub & 
Cafe

山形市十日町2-1-35 023-622-7570

あいこう亭 山形市西田2-24-55 023-646-2241

ISLAND PEAK 山形市本町1-7-24 023-676-7885

AVANTGARDE 山形市香澄町1-10-1 山形インB1F 023-624-5635

Avantgarrde・Be 山形市香澄町1-10-1 山形インB1F 023-615-3965

赤身焼肉しん 山形市飯塚町2007 023-676-4129

灯蔵オビハチ 山形市十日町3-1-43 023-626-2737

秋しの 山形市七日町2-3-22 高崎ビル三番街2F 023-632-5151

阿古耶寿し 山形市本町2-1-22 023-641-5627

あじあん ダイニング YOROZU.屋 山形市香澄町1-6-5 023-632-0618

アジアンカフェ フォーチュン 山形市千歳1-16-38-1F 080-5222-2669

アジアンダイニング ブッダ 山形市南二番町6-3 023-664-2319

味工房すず 山形市春日町8-5 023-646-2446

味の里 ばんだい 山形市小姓町3-8 023-622-1137

味の園 山形市旅篭町1-8-11 023-624-1344

味の店 スズラン 山形市香澄町2-10-5 023-642-2911

東だんご本舗ぐっと 山形店 山形市表蔵王68 070-5323-7458

アビー 山形市七日町2-1-24 070-2014-2787

安部製麺所 山形市あさひ町16-18 023-616-5005

アメリカンダイニング チェルシー＆コウ 山形市旅篭町2-2-26 庄司ビルB1F 023-615-9955

アユハピ？ 山形市江俣5-1-9 080-2819-8056

アンドマークカフェ 山形市江俣2-1-29 023-666-3605

アントンズカフェ 山形市馬見ケ崎3-1-1 023-681-3102

Infini Cafe 山形市五日町7-13 T-AVENUE 101 023-674-6979

伊・食・旬 Igatta 山形市五日町10-25 023-646-5376

いがもちの里 さんべ 山形市蔵王温泉1221-2 023-694-9538

異国純喫茶ギャルソン 山形市香澄町1-8-8 第一ビル2階 023-676-7710

居酒屋かっちゃん 山形市香澄町1-13-17 ＹＴ一丁目ビル2階 023-631-6510

居酒屋 糸車 山形市香澄町3-5-20 023-631-8303

居酒屋 おてだま 山形市飯田西4-4-13 023-641-1000

居酒屋 北海漁舟群 山形市幸町7-34 023-641-7410

居酒屋 ごう 山形市小姓町1-14 023-631-5812

居酒屋 雅 山形市松波2-2-8 マルヨシビルA棟1F北 023-664-2424

居酒屋 ミワ 山形市七日町4-1-4 080-3335-2400

居酒屋 やま美 山形市西田2-24-55 チェリー西田102 090-5352-0124
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

居酒屋 遊らく 山形市江俣5-3-39 023-681-8061

居酒屋おおたき 山形市幸町12-38 090-9530-7680

居酒屋倉 山形市幸町6-13板垣ビル1階 023-687-0166

居酒屋スナック 千慧 山形市七日町4-11-4 ナイトイン花小路１階西 023-632-5200

居酒屋スナック わらべ 山形市七日町3-3-11 023-632-3709

居酒屋せい乃 山形市七日町3-5-27 023-600-8001

居酒屋それゆけ鶏ヤロー 山形店 山形市香澄町3-8-38 ターミナルプラザ103 023-615-8948

居酒屋田々 山形市香澄町1-9-1 珍味ビル2F北 023-616-5020

居酒屋ひろやん 山形市東原町4-18-65 080-1802-7279

居酒や牧場 うまや 山形市七日町2-3-14 023-665-0294

居酒屋・ラーメン ひとりじ麺 山形市青田5-15-14 023-676-4426

石窯パン工房 ラ・プロヴァンス 山形市大野目3-1-9 023-641-2008

石焼ステーキ贅 山形嶋店 山形市嶋北2-5-10 023-682-1228

石山寿司 山形市十日町3-9-28 023-631-9559

一休庵 山形市下条町2-4-25 023-645-1881

いっこ寿司 山形市香澄町1-10-1 ブリーズベイ山形ビル1F 023-642-8555

いなか料理甚兵衛 こう助 山形市香澄町1-4-1 伊東ビル1F 023-642-5701

いのこ家 山形田 山形市城南町1-1-1霞城セントラル1F 023-647-0655

Iris 山形市本町2-3-57 樫の木荘1F-2 023-674-6660

イルブル遊学館 山形市緑町1-2-36 023-631-7808

彩鳥 山形市七日町3-3-31 023-665-5249

いろはにほへと 山形駅前店 山形市香澄町3-1-9 後藤ビル1F 023-615-2722

印度れすとらん カシミール鈴川店 山形市鈴川町3-4-10 ベルタウンC棟 023-664-2601

魚いち分店 山形市城南町1-9-12 023-687-1507

魚きがるに酒場 山形市香澄町2-1-2 023-665-5935

魚きがるに炉端 山形市青田4-4-17 023-676-5110

魚民 山形駅前店 山形市香澄町1-15-28 ホテルニュー最上屋 地下1階 023-625-9788

有頂天 荒楯本店 山形市荒楯町1-3-1 023-631-5966

鰻・郷土料理あげつま 山形市緑町3-7-48 023-631-2738

ESCARGOT 山形市みはらしの丘1-3-1 023-674-8839

エスプリ ドゥ カンパニュー 山形市香澄町1-7-7 酒井ビル2階 023-631-0251

エノテーカ 山形市香澄町2-3-36 山田ビル1階 023-623-5612

恵比寿 山形市旅篭2-1-36 第三井菱ビル101 023-625-8651

Ｆ 山形市香澄町1-6-10 佐五郎ビル２階 023-616-5885

えんどう 山形市山寺4284 023-695-2126

エンドー 山形市長町2-1-33 023-681-7711

円満焼肉平次 山形市江俣4-19-6 023-674-7711

桜果林 山形市十日町4-2-7 023-631-3311

王様の焼肉くろぬま 山形篭田店 山形市篭田3-5-6 023-674-9727

王様の焼肉くろぬま 山形西高前店 山形市若葉町6-33 023-600-3104

欧風家庭料理 ボートン 山形市本町2-4-20 なないちビル2F 023-625-1411

OWL MOON 山形市嶋北2-7-7 023-666-8145

大沼家 山形市七日町2-4-16 熊谷ビル1F 023-631-1136

大沼食堂 山形市西原1-11-12 023-645-2455

置賜倶楽部 山形市七日町4-10-21 023-635-0312

お好み焼き たこ壺 山形市久保田1-7-5 023-644-2060

お好み焼き家ふうふぅ 山形市中野98‐1 023-600-6825

お酒マルシェ とうかい 山形市宮町2-4-45 023-622-6355

おしょうしな総本店 山形市十日町4-2-2 023-674-8383

お食事処 べにばな亭 山形市香澄町1-16-34 山形駅前東口交通センター二階 023-625-8007



3

飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

お食事処 北海 山形市鳥居ケ丘9-7 023-623-2514

お食事処・お泊り処・お湯処 ろばた 山形市蔵王温泉字川原42-5 023-694-9565

お食事処つばさ 山形市城南町1-12-13 023-644-6375

オステリア イル ペッシェ 山形市宮町5-8-4 023-622-7655

おでん ふくろ 山形市七日町3-5-1 023-632-0830

音茶屋 山形市蔵王温泉935-24 023-694-9081

鬼がらし本店 山形市南原町3-9-38 023-631-0202

おやつ屋さん 山形市城南町2-6-16 023-646-1344

オリエンタルバルヤマガタ 山形市香澄町2-1-4 土井ビル1階 023-633-4845

オリオリ 山形市七日町2-7-38 023-673-0854

オリオンカフェ 山形市十日町4-1-4 023-628-2161

御料理 白ぎく 山形市七日町4-5-5 023-622-5820

ガールズバー pinky 山形市七日町2-7-24 パシフィックビル２F 023-631-7922

海鮮・炭火串焼 庄内うなさか 山形市七日町3-3-8 090-2995-7338

海鮮めしや うらら 山形県山形市旅籠町2-1-40 ﾚ､ｱｰﾙ旅籠町ﾊﾟｰｸｱﾚｰﾋﾞﾙ1階 023-633-6733

火煇 極 山形市香澄町2-5-3 023-674-7677

牡蠣の掟 山形市香澄町1-8-8 第一ビル１階 080-3126-6814

かくれ庵sasaki 山形市嶋南3-8-22 023-609-9448

CASA DE YOSHI 山形市十日町2-3-3 080-2050-4259

風間とんとんラーメン 山形市風間4584-6 023-687-2528

KASHIF 山形市七日町3-2-26 鈴木ビル1F 023-631-0755

カシェルポポ 山形市五十鈴3-1-14 023-624-1460

花樹有 トゥールモンド 山形市上町5-2-1 023-645-1187

ガスライト 山形市七日町1-4-31 023-625-1111

Kata’s Kitchen TRAVELIN’ 山形市桧町3-4-19 023-676-7377

花鳥風月 山形北町店 山形市北町3-11-22 023-684-7700

花鳥風月 山形南店 山形市若宮4-4-26 023-616-7887

かっぱ寿司 山形嶋店 山形市嶋南3-15-32 023-682-7881

かっぱ寿司 山形元木店 山形市元木1-10-34 023-615-7112

割烹 高峰 山形市七日町2-1-25 023-631-8725

割烹利休 山形市香澄町1-4-5 マルイビルB1 023-641-2389

かつＭＩ山形南舘店 山形市南館5-7-33 023-674-8922

家庭料理居酒屋 小姓 山形市小姓町8-30 090-2970-1320

ガトーフレーズ 山形市南原町1-2-23 080-6015-7578

喰処金澤屋 山形市七日町3-4-16 023-631-2106

カフェ ダイニング パティオ 山形市十日町4-2-7 023-631-3311

Cafe Holopono 山形市江俣5-4-3 023-665-5885

Cafe＆Dining 茶房 山形市七日町2-3-25 070-2020-4576

cafe&dining caletvwlch 山形市七日町1-4-31 ワシントンホテル1F 023-633-7515

Cafe＆Dining990 山形市十日町2-1-8 023-679-5103

Cafe&musicbar 音蔵 -onthe- 山形市蔵王温泉808-5 023-694-2225

cafe tyatya 山形市小白川町3-15-16 023-674-6820

Cafeにじの家 山形市双月町246-2 023-676-4519

カフェレストラングランロック 山形市芳野27 023-631-4169

カフェレストランJuRI 山形市十文字1591 023-686-4406

カプリチョーザ 山形エスパル店 山形市香澄町1-1-1 エスパル山形5F 023-687-0765

カラオケ＆バー ジョディ 山形市春日町2-24 090-7325-9402

我楽多“再現”FACTORY 駅前公民館 山形市香澄町1-7-13 023-665-0233

我楽多レディースキッチン 山形市香澄町1-7-8 山口ビル1F 080-3336-4903

河島屋食堂 山形市十日町2-3-34 023-622-1279
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

韓国酒場 チャン 山形市七日町2-4-18 七番館 070-8468-8808

韓国ポチャマンナ 山形市香澄町1-5-1大宝ビル1F 023-679-4701

kiitosvillage 山形市蔵王上野1046-1 023-676-5529

きがるに大衆酒場 山形市香澄町2-1-1 023-674-7220

季節料理 居酒屋伝七 山形市幸町5-1 地下1階 023-622-4434

喫茶＆呑み処 あ゛ 山形市木の実町6-32 090-2360-0963

kitchen leaf 山形市旅篭町2-1-40-2F 023-666-8196

牛たん友 山形市香澄町1-11-14 唐津屋ビル2F 023-634-1121

餃子倶楽部 山形市七日町4-8-4 023-623-6687

餃子屋 山形市香澄町3-6-3 寿司若ビル2階 -

京都鉄板焼 よしちゃん 山形市七日町2-1-15 023-642-6397

喜らく寿し 山形市蔵王温泉954－7 023-694-9879

極中華蕎麦ひろた山形七日町店 山形市七日町1-4-18 023-676-7931

極HANARE 山形市香澄町2-5-3 2F 023-679-4870

金魚 山形市七日町2-7-34 023-624-3257

銀の海苔弁 山形北桧町店 山形市桧町2-5-28 023-664-3800

くおん-久遠- 山形市七日町3-5-34 023-676-7417

串焼き神社 山形市香澄町2-6-1 023-673-0403

cloud27 山形市北町1-5-36 023-616-6720

Classic Cafe 山形市七日町2-7-6 023-666-3131

クラブ艶 山形市七日町2-3-14 will七日町1F 023-631-8007

GLAMPiC 山形市新山514-1 080-6635-2426

くるまやラーメン 山形13号店 山形市南原町3-9-5 023-687-1385

credo 山形市飯田5-21-11 023-609-9280

CLOVER 山形市本町1-4-31-2F 023-623-8965

国際ホテル レストラン「グロリアス」 山形市香澄町3-4-5 023-633-1313

ケーキハウス チュチュ 山形市高堂1-8-1 023-645-2511

Koshindo2区 幸町店 山形市幸町6-14 070-8394-8874

Koshindo2区&TsukiCoffee 山形市桧町2-8-5 023-674-9932

珈房たかせ 山形市切畑410-3 090-5184-9972

C&P CHA-CHA-CHA 山形市瀬波2-2-18 023-684-1423

珈琲所コメダ珈琲店 山形嶋南店 山形市嶋南2-13-26 023-666-6210

珈琲所コメダ珈琲店 山形南館店 山形市南館西1-1 023-674-6940

コーヒーレストラン真理 山形市あこや町3-1-7 023-641-7431

黄金だるま 山形市七日町3-3-8 グランドスクエアビル1F 023-631-9960

ココス 山形白山店 山形市白山1-9-6 023-626-1960

ココス 山形南原店 山形市南原町1-27-35 023-627-1305

ココス山形馬見ヶ崎店 山形市馬見ヶ崎1-22-30 023-682-2130

COCO夢や ヨークベニマル落合店 山形市落合町二口189 023-631-5311

COZAB GELATO 山形市山寺4510-2 023-695-2335

小太郎 山形市七日町2-1-14-6 ほっとなる屋台村内 090-2958-9589

小太郎分店 山形市七日町1-4-18 トラッドセブンビル1B 080-1823-7643

こぶ原 山形市旅篭町2-5-23 023-627-2938

小料理 藍 山形市七日町4-10-21 023-609-9706

心料理 美菜味 山形市江俣5-8-27 023-681-0808

ZAO BREWERY＆Crang Dining 山形市蔵王上野南坂1096-18 023-666-8151

蔵王温泉ジンギスカン ひつじ苑 山形市香澄町1-11-16 023-666-5738

蔵王カフェ＆バル Chotto 山形市蔵王温泉11-1 023-665-0607

栄屋本店 山形市本町2-3-21 023-623-0766

酒菜一 山形市香澄町1-7-7 023-641-0255
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

肴や川合 山形市上町1-10-65 023-644-9932

魚屋の定食屋かねひこ 山形市木の実町9-11 023-622-2036

酒蓋屋けん 山形市七日町3-3-39 大黒屋ビル2F 023-673-0889

茶蔵 山形店 山形市成沢西1-5-6 023-688-1881

茶蔵茶房 霞城セントラル店 山形市城南町1-1-1 023-646-5551

笹谷高原荘 山形市関沢318 023-629-2414

サッポロビアガーデンギャルソン 山形市香澄町1-8-8 第一ビル屋上 080-6011-0418

さむらい 山形市七日町4-11-4 ナイトイン花小路2F 023-641-3148

左文字 山形市七日町2-3-1 共栄ビル2階 023-624-3501

さわばた 山形市南館5-8-56 023-646-7144

三幸 山形市南栄町2-12-19 023-622-1536

さんろくまる 山形市七日町2-1-19 023-674-8157

シェ・ナカガワ 山形市あずま町3-19 023-632-7115

四季・日本料理いばら木 山形市青田1-1-5 023-631-7722

四季の味 やま吹き 山形市七日町4-15-38 090-3362-7409

四季を揚げるくしふらい 串幸 山形市七日町1-2-48 023-641-0330

七輪焼 もっちゃん 山形市七日町2-1-14-6 090-4314-1600

Ｚｉｐ 山形市七日町2-7-36 023-624-7307

じゃいあん食堂 駅前店 山形市香澄町1-4-7 清野ビル1F 023-625-4425

じゃいあん食堂 2510 山形市香澄町1-11-20 1F 023-616-5520

JANET 山形市七日町3-3-43 王城ビル1F 023-634-3225

しゃぶしゃぶ温野菜 山形嶋店 山形市嶋北2-5-77 023-664-1448

しゃぶ専 山形市香澄町3-8-38 ターミナルプラザビル101 023-631-4692

しゃべコミュ 山形市北町3-1-1 023-674-7382

上海厨房 桜田店 山形市桜田東4-1-36 023-623-1766

上海厨房 嶋店 山形市嶋南3-6-10 023-682-8222

上海美人 山形市香澄町1-9-11-3F 023-631-8533

十一屋レストラン 桜田アベニュー店 山形市桜田東2-13-22 023-633-0011

旬菜居酒屋 ととな 山形市北町3-10-11 023-681-3143

旬菜四季 ひろぜん 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル24階 023-685-8760

旬彩和食 ひとさじ 山形市香澄町1-8-8 山形第一ビル1階 023-664-1330

昭和ホルモン亭 青田店 山形市青田5-1-8 023-631-1188

昭和ホルモン亭 山形駅前大通り店 山形市香澄町2-2-43 023-623-7972

昭和ホルモン亭 山形嶋店 山形市嶋北2-22-3 023-673-9029

食彩 浦島 山形市桧町3-7-26 023-674-0046

食彩播 山形市香澄町2-5-16 香澄ビル1F 023-674-6366

初志麺屋居間人 山形市嶋北2-5-4 023-615-9771

白木屋 山形駅前店 山形県山形市幸町1-2 駅南ビル 1階 023-624-1088

しろにし金ちゃんラーメン 山形市城西町5-30-25 023-647-2135

ジンギスカンロッジ 山形市蔵王温泉上ノ台758-2 023-694-9546

じんだん本舗 大江 豆太郎 山形市成沢西2-1-9 023-688-8585

スイングアリーナ 山形店 山形市七日町1-4-18 トラッドセブンビル1F 023-673-9466

スーパー銭湯テルメ内 お食事処Bath亭 山形市南原町1-26-9 023-635-2680

寿司 割烹 三桝 山形市七日町2-3-7 023-632-1252

寿司 まるでん 山形市七日町4-5-3 023-624-3333

鈴屋 山形市七日町2-1-14-6 090-6687-3876

すたんど割烹 いし山 山形市七日町2-5-10 023-622-1493

ステーキ・アロワイヨー 山形市香澄町2-5-1-2F 023-623-2811

ステーキハウス ワイルドグリル
山形市南三番町6-15 
マックスバリュエクスプレス南三番町内SC内

023-665-5629

ステーキ宮 山形西店 山形市高堂2-2-25 023-646-2350
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店舗名 店舗住所 店舗電話番号

すてーじ火煇 山形市七日町2-7-33 023-632-0821

スナック 十六夜 山形市香澄町1-6-4 090-2981-3917

スナック 月ほたる 山形市七日町3-3-43 王城ビル4階 023-633-0808

スナック のうぶる 山形市十日町2-5-33 090-6226-9108

スナック 美おん 山形市香澄町1-4-6 弐番館2F 023-666-6445

スナック ラブリー 山形市香澄町1-9-17 春日井ビル2F 023-642-5665

スナックいまから 山形市七日町3-2-22 やきとりセンタービル2F 023-625-2202

スナックkiss 山形市七日町3-2-24 YT3丁目ビル2F 023-633-7666

スナック大連 山形市香澄町1-7-11-3F 090-5849-7848

space CORE 山形市西田2-2-2 090-5230-1083

スペース天 山形県山形市七日町2-3-1 共栄ビル3F 023-633-3145

炭火酒菜〇剛 山形市香澄町1-11-20 2F 023-676-5818

炭火焼たつきち 山形市香澄町1-15-5 渡辺ビル１F 023-625-8151

炭火焼肉 meat meet 山形市みはらしの丘2-14-4 023-600-3559

炭火焼肉のんきや 山形市江南4-2-34 023-681-6812

炭火焼干物居酒屋 やまぎし 山形市七日町2-3-9-1F 023-635-6050

SLOWJAM 山形市香澄町2-8-1-1F 023-687-1320

西洋料理TANAKA 山形市七日町2-1-3 プラザビル七日町2F 023-673-0933

千年の宴 山形駅前店 山形市香澄町1-15-28 ホテルニュー最上屋 1階 023-633-8788

創作和食 粋酔 山形市香澄町1-15-31 さくらビル2F 023-624-4139

創食厨房 なかなか 山形市七日町1-4-26 023-625-3336

創食厨房 橋本屋 山形市旅篭町2-2-25 023-625-2388

続おそばに 山形市幸町5-20 023-633-3451

蕎麦・地鶏料理 はなび 山形市成沢西2-8-27 023-688-8750

蕎麦いしやま 山形市十日町3-9-30 023-622-4689

そばカフェMONZA。 山形市蔵王温泉903-2 023-694-9251

そばくい亭 山形市七日町2-７-36 023-628-8027

そば処 きむら 山形市片谷地19 023-664-3757

そば処 常力坊 山形市大字山寺4424 023-695-2805

そば処 正平 山形市江俣4-18-23 023-681-7055

そば処 寿ゞ㐂総本店 山形市宮町5-9-8 023-622-5636

そば処 三津屋 エスパル山形店 山形市香澄町1-1-1 1F 023-628-1312

そば処 三津屋 出羽路庵 山形市十日町1-1-26 023-622-0328

そば処 三津屋本店 山形市上町1-1-75 023-644-4973

そば処えふわん 山形市表蔵王68 山形県観光物産会館内 080-3718-8611

蕎麦処かねひろ 山形市成沢西1-1-42 023-676-5521

そば処郷土料理 紅山水 山形市十日町2-1-8 023-679-5102

そば処さくら 山形市桜田西1-4-31 023-600-2931

そば処庄司屋 御殿堰七日町店 山形市七日町2-7-6 023-673-9639

そば処庄司屋 幸町本店 山形市幸町14-28 023-622-1380

そば処つる福 本店 山形市南栄町3-9-25 023-674-0029

そば処つる福 山形駅前店 山形市香澄町2-5-16 香澄ビル１F 023-616-5454

そば処二見屋 山形市浜崎91-5 023-628-8639

そば処三な花 山形市南原町2-6-18 023-615-6817

そば屋惣右ェ門 山形市早乙女1 023-633-0055

そば遊膳にへい 山形市砂塚1189-2 023-645-6328

そば竜山 山形市八森96 023-641-1302

染太 山形市七日町3-3-36 023-632-0040

Thai cuisine シーロム 山形市七日町3-3-4 023-633-7050

大衆酒場みつ星餃子 七日町店 山形市七日町2-3-2 023-666-5311
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店舗名 店舗住所 店舗電話番号

大衆酒場みつ星餃子 山形駅前店 山形市香澄町1-7-12 023-666-3306

大衆焼肉酒場けむすけ山形駅前店 山形市香澄町2-10-8 023-616-4129

大泉-Daisen- 山形市七日町2-3-33 YTコアビル1-A 023-676-5355

第二公園山長 山形市十日町4-3-8 023-622-2963

Dining 美ら海 山形市大字青柳1578-3 023-686-6977

瀧不動 生蕎麦 山形市山寺4359 023-695-2039

たけまるの傳々 山形市七日町1-4-28 023-622-3063

ダディ 山形市香澄町1-7-1藤田ビル2F 023-642-9107

食べ放題酒場ギャルソン 山形市香澄町1-8-8 第一ビル2階 023-676-7710

タリーズコーヒー 山形七日町店 山形市七日町2-1-8 023-615-4618

だるまやラーメン 南二番町店 山形市南二番町5-4 だるまや南二番町店 023-624-3496

太郎's BAR ライラ 山形市香澄町1-4-13 船山ビル3階 023-642-7502

丹野こんにゃく ぐっと山形店 山形市表蔵王68 090-8928-4265

丹野こんにゃく 山形蔵王インター前店 山形市松波3-8-10 023-687-1117

Chie cafe 山形市みはらしの丘2-14-3 モンソレイユB 023-676-5524

Chedette 山形市表蔵王68山形県観光物産会館内 080-9333-0141

チェデッ亭 山形市双葉町2-1-75 023-676-7880

チャーリーブラウン 山形市香澄町1-5-1 大宝ビル2F 023-633-2637

チャイニーズレストランCAREN 山形市富の中1-12-2 ハッピーガーデン1F 023-644-8710

中華菜竹林坊 山形市中野713 023-681-3355

中華そば雲ノ糸 山形あかねヶ丘店 山形市あかねヶ丘3-2-25 080-2187-9422

中華蕎麦ひろた 山形駅前店 山形市香澄町3-6-5 023-666-7627

中華料理 江南春 山形市江南4-2-30 023-684-4837

中華料理 東龍花 山形市五十鈴1-1-35 023-665-1750

中華料理 ねぎ坊主 山形市青田5-13-13 023-635-6200

中国料理 広東 山形市南三番町6-15マックスバリュエクスプレス内 023-624-0395

中国料理 桂林 山形市下条町2-2-7 023-644-2776

中国料理 紅花樓 山形市城南町1-1-1霞城セントラル24F 023-647-6311

月あかり 山形駅前店 山形市香澄町2-2-39 須藤ビル1F 023-635-8222

TsukiCafe 山形駅前店 山形市香澄町3-3-3 023-600-7030

石蕗の舎 山形市七日町2-7-28 023-625-1234

庭園喫茶錦 山形市蔵王半郷578-5 023-666-7025

定食・居酒屋 ひまわり亭 山形市小白川町1-5-25 023-633-0127

Tipi cafe 山形市七日町3-3-2 023-674-0475

手打そば きふね 山形市天神町68 023-684-8446

手打そば 竹ふく 山形市上町2-3-1 023-643-8003

鉄板居酒屋夢はな 山形市七日町2-1-14 090-7566-0965

鉄板焼蝶結 山形市香澄町1-11-14 唐津ビル1F 023-666-3429

てっぱん屋台鈴木製作所 山形市七日町2-1-14-6 090-9032-2388

テルサレストラン シロー絵夢 山形市双葉町1-2-3 023-646-6305

伝承そば処 みちのく亭 山形市香澄町3-2-1 山交ビルB1F 023-632-1357

伝説のすた丼屋 山形飯田バイパス店 山形市飯田1-1-12 023-635-2855

伝説のすた丼屋 山形西バイパス店 山形市あかねヶ丘1-3-15 023-646-1080

天ぷら 天海 山形市小姓町8-4 023-633-2127

てんぷら 㐂八 山形市七日町4-10-21 023-631-2929

天ぷら山寺 山形市香澄町1-18-12 023-665-1552

桃園 山形市蔵王温泉903-2 023-694-2080

桃李 山形市馬見ヶ崎3-12-13 023-681-5591

ときそら 山形市小姓町8-29 1階 090-2024-7088

独選焼肉 ひとりじめ 山形市南栄町1-1-45 023-616-3829
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どさん娘蔵王のいえ 山形市蔵王温泉904-4 023-694-9093

ドライブイン南館 山形市篭田3-9-25 023-676-5700

DRAGON CAFE 山形市寿町18-25 023-631-5660

トラットリア ピッツェリア ボーノ 山形市あこや町2-2-32 023-624-5090

鳥縁 山形市松見町20-10 023-674-8445

鳥清 やまがた 山形市銅町2-2-22 080-5848-4153

鶏やあさぎ 山形市香澄町1-21-28 023-687-1484

トレンタ 山形北店 山形市嶋北2-5-17 023-681-5830

トレンタ 山形南店 山形市青田4-1-38 023-631-7630

とんかつ とん八 本店 山形市南館2-1-2 023-644-2689

とんかつ とん八 山形北インター店 山形市流通センター4-7-2 023-615-6465

とんかつ とん八 山形成沢店 山形市成沢西4-11-40 023-687-0222

とんかつ とん八 山形嶋店 山形市嶋北2-15-3 023-682-7185

とんかつと豚肉料理 平田牧場
ホテルメトロポリタン山形店

山形市香澄町1-1-1 ホテルメトロポリタン山形2F 023-679-5929

どんQ製麺マックスバリュ山形駅西口店 山形市双葉町1-3-47 023-646-7655

どんどん焼き 喰い処 けやき 山形市南四番町12-9 023-616-4011

中島商店宴会場 山形市相生町8-55 023-631-2282

長浜麺食堂 ちー坊駅前店 山形市香澄町1-6-7 023-674-8244

和 ゆう膳 山形市香澄町2-6-16 023-642-2007

ナチュラルカフェ グランロック 山形市松波4-10-15 023-633-7776

ＮＡＮＡｓｔａｒｒｉｎｇ 山形市七日町1-2-50 1F北号室 023-608-1068

七日町 酒場 SABOTEN 山形市七日町4-1-31 道産子ビル1F 023-616-6255

肉そば まるり 山形市本町1-7-21 023-664-2455

肉そば・鳥中華 ざぶん 山形市桧町3-9-2 023-600-4187

肉そば処 立花 山形市大字漆山字住吉755－1 023-686-3755

肉そば処 立花南支店 山形市明石堂1-2 023-646-4366

29 Deli Nakajima 山形市相生町8-53 023-631-5519

肉とワイン OHMA 山形県山形市七日町2-1-25 070-9009-3032

肉の尾形家 山形市七日町4-1-31  1F 070-2016-3929

肉の中村 山形市表蔵王68 ぐっと山形 090-2959-6435

nicoドーナツ 山形市本町1-7-26 023-665-4330

ニュー・サントロペ 山形市本町2-4-28 高田ビル1F 023-631-0105

にわかや大衆 山形市香澄町2-2-40第二柿崎ビル1F 023-616-5199

寧々家 山形あかねヶ丘店 山形市あかねヶ丘3-19-7 023-647-4420

寧々家 山形大野目店 山形市大野目2-57-1 023-625-9762

寧々家 山形松見町店 山形市南原町3-21-20 023-615-6120

ノアール 山形市七日町2-4-18 YT七番館ビル1階 023-642-5534

農家ペンション高瀬 山形市大字上東山939 090-9537-8443

のじ家 山形市深町1-1-37 023-664-0505

呑み処 ぽんこつ 山形市七日町2-3-5-2F 023-625-0788

Bar BeerBong 山形市七日町2-2-1 赤門ビル4階 090-7067-4895

Bar Casablanca 山形市七日町2-3-1 共栄ビル3F 080-1817-4953

Bar12 山形市本町2-3-20 2F Bar12 090-8251-1527

BAR Deep 山形市七日町2-6-12 090-1069-6508

BAR 飛天の風 山形市七日町2-1-14-6 山形屋台村ほっとなる横丁 023-615-4376

ばぁ?る Sharara亭 山形市七日町3-3-21 三平ビル1階B 023-634-5060

Bar & Dining あるバル 山形市東青田4-6-21 2階 023-674-0122

バーカラカウル 山形市香澄町1-5-10 船山書店ビル2F 023-665-0360

Parking CAFE 山形市七日町2-7-43 虹の街 023-664-3815

BAR巣穴 山形市香澄町1-6-7 古瀬ビル二階 090-9748-5810
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

ハーブカントリー 山形市旅籠町1-12-21 023-633-7224

博多もつ。佐のちゃん 山形市香澄町1-15-16 023-665-4129

博多もつ鍋 居酒屋 一酔 山形市香澄町1-4-6 弐番館1F 023-687-1868

博多屋台まこっちゃん 山形市七日町2-4-18 YTビル七番館 023-633-2589

馬かもん 山形店 山形市香澄町2-3-31 023-674-6777

パスタ＆ランチ 151A 山形市流通センター2-3 090-6688-8151

HACHINO`S 山形市七日町2-7-28 ＹＴ二丁目ビル 090-8925-6354

ぱっぷや 霞城セントラル店 山形市城南町1-1-1 023-616-4448

花寿司 山形市七日町3-2-26鈴木ビル1F 090-6257-1838

はなまるうどん 山形鉄砲町 山形市鉄砲町3‐4‐44 023-626-6870

HAVE A GOOD SLICE 山形市飯沢506-5 023-673-0371

パブ居酒屋 芳屋 山形市香澄町3-1-27-2F 023-633-2629

浜なす分店 山形市七日町4-6-7 023-632-0919

バラード (ダイニングバー) 山形市香澄町2-10-1 カスミビル1F 023-623-2666

BeerStorage 山形市七日町2-7-30 023-625-2232

B1居酒屋なおチャン 山形市香澄町1-18-12 023-635-2355

ピザカルボ 山形南舘店 山形市南舘5-7-33 023-674-8299

ピザカルボ山形北桧町店 山形市桧町2-5-28 023-673-0747

ピザリア 山形市中野目字赤坂2162-8 023-663-1234

Bistro Auger 山形市香澄町1-9-11 VIP本田館地下一階 023-625-6533

ビッグボーイ 山形城南町店 山形市城南町1-15-14 023-647-8481

ビッグボーイ 山形南館店 山形市南館1-9-12 023-647-4016

ピッツァとワインのお店 フラム 山形市七日町1-4-27 023-665-0066

秀寿し 山形市小姓町8-29 023-623-9458

ファーストフードエフワン 山形市表蔵王68 山形県観光物産会館内 080-3718-8611

ファイヤーキッチン わい藏 山形市七日町3-2-1 023-631-9988

シベールズカフェ ファクトリーメゾン 山形市蔵王松ケ丘2-1-3 023-689-1137

風雅山寺 山形市山寺字川原町4426-2 023-666-6036

フーズガーデン・ドムドムバーガー 山形市香澄町3-2-1 023-632-1325

food&bar KABURETTA 山形市七日町2-7-38 カジュアルSプラザ1F 023-673-0181

ブーランジェリーカフェ ラ プロヴァンス 山形市松見町20-19 023-687-0840

フェニックス 山形市香澄町2-2-1 大久保ビル2階 023-666-3338

Forest inn SANGORO 山形市蔵王温泉スキー場中央ゲレンデ 023-694-9330

ふぐ料理 麒麟 山形市旅篭町3-3-28 023-623-5475

プチノエル 山形市七日町2-3-12 023-623-8350

ふもとや登山口店 山形市大字山寺4439 023-695-2351

ふもとや本店 山形市大字山寺4429 023-695-2214

Fruits Plaza 山形市七日町2-1-17 アルク1F 023-625-7599

ブルーマーケット 本店 山形市香澄町1-6-5 第二白樺ビル2階 023-633-1418

ブルーマーケットブラザーズ 山形市香澄町1-6-6-2F 023-625-3350

ふれ愛ダイニングKANOYA 山形市香澄町1-15-4 023-635-2287

プロヴァンスカフェ 済生館店 山形市七日町1-3-26 023-666-7877

BOTA coffee 山形市七日町2-7-18 023-609-9121

ホテルメトロポリタン山形 ブラッスリー＆バー ラ ガレ 山形市香澄町1-1-1 023-628-1188

ホテルメトロポリタン山形 日本料理・鉄板焼「最上亭」 山形市香澄町1-1-1 023-628-1188

ホルモン居酒屋てんま分店 山形市双葉町2-1-71 023-646-5888

ボンシュール 山形市伊達城1-6-6 023-687-2278

marki garni 山形市香澄町2-1-2 023-673-9583

マグダレンカ 山形市下条町2-4-16 023-647-2751

まぐろ亭いのまた 山形市七日町2丁目3-13ホ-ユ-ビル2F 023-633-4660
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

まぐろ処凪 山形市流通センター2-3 080-4517-4579

街なかマーケット 北前屋 山形市七日町1-2-50 1F南室 023-642-6397

町家Cafeちゃいはな 山形市あさひ町10-16 023-624-2262

まりぽーさ 山形市七日町1-4-29伊勢ビル1階 023-622-7890

丸十大屋直営店 蔵膳屋 山形市十日町3-10-1 023-632-3010

マンマケーヤ 山形市七日町2-1-19 023-642-7725

ミツバチガーデンカフェ 山形市蔵王半郷578-19 023-666-7025

美登屋 山形市大字山寺4494-5 023-695-2506

みなみのとんとん 山形市吉原3-1-1 070-8389-4474

南原太助寿司 山形市南原町2-9-12 023-641-2373

Mino’s 山形市七日町4-9-25 023-624-5338

Moon river 山形市七日町2-2-9 鈴木ビル1F北 023-641-3022

村井家 山形市富の中4-4-37 023-645-1405

芽華根屋 山形市七日町4-9-15 023-615-1225

めしや亭 山形北町店 山形市北町4-5-19 023-681-3899

メゾン・ドゥ・ブレ 山形市十日町2-5-6-1F 023-674-0145

メッセージ 山形市七日町2-3-1 共栄ビル2-C 090-3980-2009

麺 陣屋六兵衛 山形市清住町3-6-41 023-615-9843

麺辰 山形市中桜田2-5-5 023-666-8570

麺道 自然や 山形市寿町20-10 080-6015-2565

麺藤田 山形市香澄町1-7-1 023-664-3172

めん処 大もり家 山形市大森402-16 023-687-3739

めん処 山崎屋 山形市大字山寺4494-8 023-695-2301

麺場くうが？ 山形市桧町2-4-32 023-674-8772

麺家 林商店 山形市小立3-13-22 023-666-3938

めんや縁 山形市流通センター2-3 山形流通団地会館内 080-4510-9751

麺屋はやさか 山形市清住町1-5-5 023-643-7303

木蓮 山形市七日町3-2-26 鈴木ビル2F 023-624-7553

モスバーガー 桜田店 山形市桜田西2-1-7 023-631-2974

モスバーガー 七日町店 山形市本町2-4-19 023-641-3990

モスバーガー 山形駅前大通り店 山形市香澄町2-2-41 023-625-4155

モスバーガー 山形北店 山形市馬見ヶ崎2-11-18 023-681-3570

モスバーガー 山形西バイパス店 山形市城西町5-35-62 023-644-5009

森の季 山形市香澄町2-1-21 023-665-5919

門前cafe 山形市山寺4427 090-6684-5522

焼き鳥 蒼 山形市香澄町1-11-11 唐津ビル 唐津Ⅱ 023-673-0440

焼きとり 天神 山形市七日町3-4-23 023-632-2155

焼鳥 トミタケンセツ 山形市香澄町1-9-10 大久保ビル2F 023-666-5177

焼鳥 バス亭 山形市桜田東2-14-30 023-632-3215

やきとりきん太 山形市七日町2-3-5 023-634-2266

やきとり酒場とり幸 山形市花楯2-2-20 023-600-6054

やきとり酒場ぶぶ 山形市本町2-4-20 ナナイチビル１階 023-626-3778

やきとり大吉 南館店 山形市南館1-2-29 023-645-8577

やきとり大吉江俣店 山形市江俣5-3-32 023-681-9261

やきとり前田村 山形市南原町1-14-38 023-624-2151

やきとん龍 山形市十日町4-1-6 023-674-7453

焼肉 Garden KAKI 鈴川店 山形市鈴川町3-4-11 023-674-9933

焼肉 寿寿 山形市下条町2-19-16 023-644-2788

焼肉 直木屋 山形市江南2-10-17 023-684-9195

焼肉きんぐ 山形北店 山形市馬見ヶ崎2-15-28 023-674-0202
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

焼肉きんぐ 山形店 山形県山形市南館2-7-25 023-647-7423

焼肉くろげ 山形市香澄町1-5-10 023-623-8929

焼肉酒場 匡泉 山形市十日町4-2-1 023-666-6654

焼肉酒場ウルス 山形市香澄町3-1-2 023-666-3611

焼肉さくら 漆山店 山形市大字漆山35 023-684-8107

焼肉さくら 江俣店 山形市江俣5-4-8 023-681-3568

焼肉さくら 久保田店 山形市久保田2-8-35 023-676-7688

焼肉すき焼きしゃぶしゃぶ 肉ばっか 山形市七日町4-9-13 080-3194-3680

焼肉専科牛力 山形市大字前明石1352-5 023-646-9339

焼肉★大衆アラカルトギャルソン 山形市香澄町1-8-8 第一ビル2階 023-676-7710

焼肉千歳 山形市桜町4-16 070-2362-0045

焼肉ハウス 玄海本店 山形市城西町2-6-27 023-643-6108

焼肉名匠山牛 山形店 山形市旅籠町1-8-15 023-666-6129

焼き肉家檜 山形市桧町3-4-25 023-684-1729

屋台村 うま辛屋 龍司 山形市七日町2-1-14-6 090-8920-8493

山内農場 山形駅前店 山形県山形市幸町1-2 駅南ビル 2階 023-623-8988

山形１９７１ 山形市香澄町2-1-1 023-676-4141

山形牛ステーキ&焼肉かかし 山形市香澄町1-16-34 東口交通センター2F 023-625-2989

山形グランドホテル レストラン「ラ・セーヌ」 山形市本町1-7-42 023-641-2611

山形グランドホテル 中国料理「桃花苑」 山形市本町1-7-42 023-641-2611

山形五十番飯店 山形市香澄町1-8-8 023-623-0050

山形市上下水道部食堂 山形市南石関27 023-645-1177

山形市役所食堂 山形市旅篭町2-3-25 地階 023-623-6513

やまがた旬彩 れんげ草 山形市本町2-4-6 023-631-4678

山形チャイニーズ香琳 山形市荒楯1-21-3 023-616-3013

山形一寸亭 山形市薬師町2-17-2 023-631-2910

山形七日町ワシントンホテル株式会社 三十三間堂 山形市七日町1-4-31 023-625-1111

山形の肉そば屋 山形市富の中4-1-21 023-679-3808

やまがたフルーツCafe HongmiFull 山形市旅篭町3‐4‐51 文翔館喫茶室 023-625-9828

山貴 山形市寿町18-21 023-634-5151

山口精肉製麺センター 山形市幸町1-4 023-633-7355

山口餅屋 山形市蔵王温泉35 023-694-9088

山長そば屋 山形市十日町4丁目3-8 023-622-2963

山寺ほりかわ 山形市山寺4437-1 023-695-2752

やまや 弥平 山形市七日町3-2-1 ポールスタービル1F 090-2365-3221

有限会社 おまつ 山形市七日町4-9-16 023-622-3576

有限会社 日本料理 高岡家 山形市十日町4-6-18 023-624-8612

遊食酒場カリス 山形駅前店 山形市幸町6-7  やすらぎビル1階 023-664-1808

雪ぐら 山形市蔵王温泉川前904-3 023-694-9218

湯けむり屋台 つまみ 山形市蔵王温泉字川原951 023-694-9052

ゆず庵山形店 山形市南館5-3-47 023-673-9710

柚子や 山形市桧町3-5-25 023-681-8862

雪月花 山形市東原町1-11-24 070-8487-8808

湯の花茶屋 山形市蔵王温泉川前905 023-693-1212

夜the藏 山形市七日町3-2-22 山形やき鳥センタービル1-A 023-616-7355

米沢牛登起波 山形店 山形市幸町2-9 ダイワロイネットホテル山形駅前1F 023-666-4433

米沢牛の案山子 山形市香澄町1-16-34 東口交通センター2F 023-687-0291

よりみち食堂 山形市本町2-1-48 メゾンドルチェ本町 101,102号室 023-679-5115

La Bellezza 山形市松見町10-7 023-674-6829

らー麺DONIBO 山形市南原町1-20-23 023-664-3139
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店舗名 店舗住所 店舗電話番号

らーめん め組 山形市桜田東4-3-13 023-622-0202

らーめん・ぎょうざ 蔵王 山形市飯田1-2-43 023-674-8248

らーめんアッキー 山形市香澄町1-16-34 東口交通センター2階 023-625-8835

ラーメン渓流 山形駅前店 山形市幸町1-3 023-616-5123

ラーメン工房 あるますーぷ 山形市七日町4-16-14 023-664-3617

ラーメン次元 山形市元木2-8-13 023-631-6575

ラーメン大器 山形市旅籠町2-1-40 パークアレービル1階 090-7568-7828

らー麺男 山形市七日町4-10-25 023-676-7935

らー麺山之助 本店 山形市本町1-7-24 023-642-4450

らー麺山之助 宮町店 山形市宮町5-4-37 023-673-9345

LiFE mocktail 山形市本町2-4-15 2-A 023-666-5655

ラウンジ ｇａ－ｌａ（が～ら） 山形市七日町3-2-1 ポールスタービル2F 023-631-5707

ラウンジ歌留多 山形市蔵王温泉951-1 023-694-9525

スナック羽州 山形市大字黒沢319-1 023-688-5885

ラウンジ千歳 山形市大字黒沢319-1 023-688-5885

ラウンジ凪 山形市七日町3-3-2 023-632-2001

ラウンジピア 山形市蔵王飯田637 023-631-1555

楽水庵 いずみや 山形市大字山寺4417 023-695-2524

used cd/recod ＆ cafe RAF-REC 山形市双葉町2-1-1 結城ビル1階 023-645-5565

ラミ・デュ・ヴァン・エフ 山形市七日町2-3-9 ライトロードin七日町 2階 023-676-8100

lier 山形市香澄町1-8-8 第一ビル1F 090-4316-8150

リストランテバル シャンティ 山形市香澄町1-11-22 023-665-5151

Ricco 山形市香澄町1-15-31さくらビル1F 023-642-0429

リッツガーデン 山形市香澄町1-7-12 酒井ビル1階 023-608-5076

Ritz(suite) lounge & bar 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル24階 023-666-3924

little JAM
山形市片谷地580-1
シェルターインクルーシブプレイス コパル内

023-676-9185

料亭 亀松閣 山形市薬師町2-8-81 023-631-3644

料亭四山楼 山形市七日町2-6-4 023-622-0043

料理や つつみ 山形市中桜田2-6-29 023-608-2891

リンガーハット 山形TUY通り店 山形市南栄町1-1-51 023-674-6626

Routine 山形市五十鈴1-3-30 フローレンス五十鈴102?2 023-609-9070

Ruby 山形県山形市香澄町1-9-11-3F 023-687-1178

Ruby Ⅱ 山形市香澄町1-9-11-2F 090-7070-2666

Late Cafe CELEBRATION 山形市香澄町1-11-8 悠遊館2F 023-627-6267

冷麺 さくら 山形市香澄町1-16-34山形駅東口交通センターF2 090-1493-0078

レヴァンドアロッソ 山形市本町1-7-28 023-600-7412

レストラン カシュカシュ 山形市漆山字大段1865-5 023-686-9860

レストラン パ・マル 山形市七日町2-3-16 023-687-1099

レストランコンフェッティ 山形市荒楯町1丁目17－40 パレスグランデール敷地内 023-633-2885

レストランチロル 山形市七日町2-1-3 プラザビル2階 023-631-5828

レストランヒルズ 山形市蔵王飯田637 023-631-1555

ローマステーション 山形市鈴川町3-1-22 023-629-7381

炉ばた焼き 三文銭 山形市香澄町1-4-5 023-642-3013

Lomi Lomi 山形市七日町2-3-13 023-634-7321

World Cafe Palette 山形市蔵王温泉940-5 090-1492-3050

和がや 山形市青田5-7-3 023-666-5757

和工房空海 山形市木の実町2-22 023-635-4646

washokuいしこう 山形市七日町4-15-23 ローズガーデンビル 023-665-5758

和食お食事処 ゆず 山形市大手町8-15 023-631-1791

和食処さつき 山形市青田2-11-1 050-3557-4702
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飲食店
※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

和風スナックみくる 山形市七日町4-15-38 花小路屋台村テナントA 070-9000-3960

和風肉料理佐五郎 山形市香澄町1-6-10 023-631-3560

和風レストランまるまつ 成沢店 山形市成沢西5-3-30 023-688-1070

ワルン華食楽 -warung kakura- 山形市中野465 023-607-3227



宿泊業

14

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

アパホテル〈山形駅前大通〉 山形市十日町4-1-8 023-633-9111

一陽館 山形市黒沢253-1 023-688-4492

岩清水料理の宿 季の里 山形市蔵王温泉1271-1 023-694-2288

えびや旅館 山形市蔵王温泉3 023-694-9011

おおみや旅館 山形市蔵王温泉46 023-694-2112

黒沢温泉喜三郎 山形市大字黒沢319-1 023-688-5885

ゲストハウス ミンタロハット 山形市大手町5-13 090-2797-1687

源泉湯宿 蔵王プラザホテル 山形市蔵王温泉2番地 023-694-9111

五感の湯つるや 山形市蔵王温泉710 023-694-9112

国民宿舎 竜山荘 山形市蔵王温泉938-4 023-694-9457

蔵王アストリアホテル 山形市蔵王温泉字横倉外5国有林236林班 023-694-9603

蔵王和歌の宿 わかまつや 山形市蔵王温泉字川原951-1 023-694-9525

蔵王国際ホテル 山形市蔵王温泉933 023-694-2111

蔵王四季のホテル 山形市蔵王温泉1272 023-693-1211

ZAOセンタープラザ 山形市蔵王温泉903-2 023-694-9251

蔵王つららぎの宿 花ゆらん 山形市蔵王温泉878-12 023-694-9200

堺屋森のホテル ヴァルトベルク 山形市蔵王温泉清水坂889-1 023-694-9300

善七乃湯 山形市蔵王温泉825 023-694-9422

高砂屋旅館 山形市蔵王温泉23 023-694-9026

たかみや瑠璃倶楽リゾート 山形市蔵王温泉三度川1118-7 023-694-2520

ビジネスホテル おかざわ 山形市香澄町1-14-13 023-633-1616

ヒルズサンピア山形 山形市蔵王飯田637 023-631-1555

プチリゾートホテル デァ ヴェルテ 山形市蔵王温泉808-5 023-694-2225

ペンション ぷうたろう 山形市蔵王温泉934-26 023-694-9872

ペンションぼくのうち 山形市蔵王温泉904 023-694-9542

ホテル ハモンド たかみや 山形市蔵王温泉上ノ台94-1 023-694-2121

ホテル・ラルジャン 山形市蔵王温泉中森877-18 023-694-2011

HOTELURBANGRACEGRAN 山形市香澄町1-18-12 023-625-1414

ホテルアルファーワン山形 山形市十日町二丁目4-4 023-622-2000

ホテルオークヒル 山形市蔵王温泉756 023-694-2110

ホテルキャッスル 山形市十日町4-2-7 023-631-3311

ホテル喜らく 山形市蔵王温泉935-25 023-694-2222

ホテル樹林 山形市蔵王温泉814 023-694-9511

ホテル松金屋アネックス 山形市蔵王温泉1267-16 023-694-9706

ホテルメトロポリタン山形 山形市香澄町1-1-1 023-628-1111

ホテルルーセントタカミヤ 山形市蔵王温泉942 023-694-9135

深山荘 高見屋 山形市蔵王温泉54 023-694-9333

名湯舎 創 山形市蔵王温泉48 023-666-6531

山形駅西口ワシントンホテル 山形市城南町1-1-1 023-647-1111

山形グランドホテル 山形市本町1-7-42 023-641-2611

山形国際ホテル 山形市香澄町3-4-5 023-633-1313

山形七日町ワシントンホテル 山形市七日町1-4-31 023-625-1111

山城屋旅館 山形市香澄町1-18-20 023-622-3007

悠湯の郷ゆさ 山形市大字黒沢319-2 023-688-6800

湯の宿 伊藤屋 山形市蔵王温泉21 023-694-9027

吉田屋旅館 山形市蔵王温泉13 023-694-9223

リッチモンドホテル 山形駅前 山形県山形市双葉町1-3-11 023-647-6277

ル・ベール蔵王 山形市蔵王温泉878-5 023-694-9351

※五十音順 （令和４年7月1日時点）
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洗濯業

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

うさちゃんクリーニング 青田店 山形市青田南23-28 023-635-1188

うさちゃんクリーニング イオンモール山形南 山形市若宮3-7-8 023-645-4016

うさちゃんクリーニング 上町店 山形市上町4-11-14 023-645-7625

うさちゃんクリーニング おーばん桜田南店 山形市桜田南2-5 023-665-5516

うさちゃんクリーニング おーばん嶋店 山形市嶋北2-1-2 023-679-4404

うさちゃんクリーニング おーばん山形東店 山形市五十鈴2-2-25 023-623-3910

うさちゃんクリーニング 春日町店 山形市春日町10-12 023-673-0250

うさちゃんクリーニング コープ鈴川店 山形市五十鈴1-7-65 023-635-1188

うさちゃんクリーニング 下条店 山形市下条町2-5-9 023-645-3211

うさちゃんクリーニング 東原店 山形市東原店2-4-15 023-623-0101

うさちゃんクリーニング マックスバリュ青田店 山形市青田4-1-3 023-635-1188

うさちゃんクリーニング イオン山形北店 山形市馬見ヶ崎2-12-19 023-681-0834

うさちゃんクリーニング 山形北町工場 山形市北町3-11-20 023-681-8171

うさちゃんクリーニング 山形幸町店 山形市幸町17-1 023-687-1616

うさちゃんクリーニング ヤマザワ富の中店 山形市富の中4-4-33 023-679-5955

うさちゃんクリーニング ヤマザワ宮町店 山形市宮町五丁目9-22 023-687-0332

うさちゃんクリーニング ヨークタウン嶋店 山形市嶋北4-2-33 023-679-4807

株式会社 東北レンタル 山形市藤沢川83 023-644-5712

キューピットクリーニング あさひ町店 山形市小白川町5-2-11 023-631-2300

キューピットクリーニング 元気市場上町店 山形市上町4-11-3 023-644-9430

キューピットクリーニング 生協東原店 山形市東原町3-1-11 023-641-5173

キューピットクリーニング ヤマザワ清住店 山形市清住町1-1-1 023-643-7302

キューピットクリーニング ヤマザワ蔵王駅前店 山形市大字松原字下川原306-1 023-688-8285

キューピットクリーニング ヨークベニマル落合店 山形市落合町字二口189 023-633-1607

キューピットクリーニング ヨークベニマル成沢店 山形市成沢西1-6-17 023-688-7006

キューピットクリーニング ヨークベニマル深町店 山形市深町1-8-20 023-646-3389

キューピットクリーニング ヨークベニマル南館店 山形市南館西5-20 023-646-5016

クリーニング ワコー ヤマザワ白山店 山形市白山2-1-28 023-666-7887

クリーニングすずき 山形市東原町4-2-26 023-623-3375

クリーニングWAKO コープ城西店 山形市城西町5-26-28 023-645-0360

クリーニングWAKO 本社桧町店(ロクマル店) 山形市桧町4-12-39 023-684-9301

クリーニングWAKO マックスバリュ山形駅西口店 山形市双葉町1-3-47 023-645-6350

クリーニングWAKO ヤマザワ漆山店 山形市漆山2570-1 023-681-4554

クリーニングWAKO ヤマザワ北町店 山形市桧町4-4-21 023-684-7485

クリーニングWAKO ヤマザワ成沢店 山形市成沢西5-3-2 023-689-1500

クリーニングWAKO ヤマザワ松見町店 山形市松見町21-10 023-631-1887

クリーニングWAKO ヨークベニマル下条店 山形市下条町2-6-3 023-665-5553

KOKOクリーニング 山形市大字渋江294-1 023-684-8886

スクール制服リユース＠ブランカ 山形市十日町3-2-41 023-631-4347

ふなだクリーニング 美畑町店(酒石澤内) 山形市美畑町8-5 023-622-5208

ママ.クリーニング小野寺よ 青田サービスコーナー 山形市青田5-1-1 023-624-9088

ママ.クリーニング小野寺よ
蔵王成沢サービスコーナー

山形市蔵王成沢57 090-5595-5569

ママ.クリーニング小野寺よ 諏訪サービスコーナー 山形市十日町3-2-9 1F 080-3728-0291

ママ.クリーニング小野寺よ 銅町サービスコーナー 山形市銅町2-10-36 023-631-2309

ママ.クリーニング小野寺よ 南栄町サービスコーナー 山形市南栄町1-8-32 070-3178-2496

ママ.クリーニング小野寺よ 東原サービスコーナー 山形市東原町3-3-2 080-3728-0176

ママ.クリーニング小野寺よ 桧町サービスコーナー 山形市桧町4-2-27 023-681-0077

ママ.クリーニング小野寺よ 南館サービスコーナー 山形市南館2-5-33 023-645-1258

ママ.クリーニング小野寺よ 吉原サービスコーナー 山形市吉原1-15-22 080-3728-3604

ママ.クリーニング小野寺よ 和合サービスコーナー 山形市和合町3-3-1 023-622-7110

リッツクリーニング 桜田西店 山形市桜田西4-21-19 023-615-7056
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※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

アジアンビューティー＆リラクゼーション Johndana 山形市六日町8-31 023-623-5151

アドニス･男と女のヘアーサロン 山形市西崎199-1 023-645-4724

アトリエ シュール エルブ 山形市本町1-4-35サンテラスアイ1階 023-633-7773

アトリエ・ミューズ企業組合 山形市城北町1-5-7 023-645-1208

avance mieux 山形市高堂1-10-25 023-644-6770

UNCHOUCHOU 山形市桜田東4-9-31 023-632-0488

amtiqua 山形市南栄町3-7-36 サンライズこうわテナントC 023-664-3748

Antiquel 山形市江南2-1-1 023-679-5222

AN. 山形市馬見ヶ崎3-14-1 023-679-5555

L'eclat beaut'e ~CONCOLDIA~ 山形市南二番町8-1-2F 023-600-0203

ekururu-of-Passing 山形市馬見ヶ崎3-13-28 023-681-5882

エステティック サロン シバ 山形市七日町2-4-20 023-641-1720

おしゃれサロン きじま 山形市八日町1-3-20 023-623-6760

オシャレな白髪染め専門店 キレイ 山形店 山形市南館３-26-26-101 スタジオ・アヴァン 050-8883-6656

OHANA 山形市久保田1-8-4 023-664-0407

Organ for hair 山形市緑町1-7-14 1F 朝日プラザ緑町 023-632-0201

顔剃ジェンヌ 山形市七日町2-1-27-103 090-2974-0222

Cut in 心 山形市吉原2-13-38 023-600-6465

カット・イン・カワダ 山形市富の中1-1-14 023-644-5530

CutBoothDECO 山形市元木1-5-17 023-623-3928

カットルームカラー あかねヶ丘店 山形市あかねヶ丘2-17-12 023-646-5620

カットルームカラー 鈴川店 山形市鈴川3-4-3 023-646-5620

カットルームカラー 成沢店 山形市成沢西5-3-21 023-646-5620

ColourBEAT 山形市七日町3-2-31 my夢ビル3階 023-623-7721

頑張る人の疲労回復・予防サロン kokochi 山形市上町2-3-2 070-9019-5511

桐生理容室 山形市大字若木71 090-7529-3734

キング理容室 山形市北町3-10-10 023-681-0071

quad Hair Design 山形市やよい2-1-47 ダイヤ45やよい102 023-674-8543

Good life salon HARE 山形市みはらしの丘2-5-3 023-609-9506

Qlip‘ｓ 山形市双葉町2-4-38-1F-B 023-640-5223

Colorer クロレ まつげサロン 山形市八日町2-3-61 023-634-3960

keico's salon 山形市浜崎12-13 023-641-1534

心と身体のリラクゼーション 眠れる森 山形市南館2-1-8 023-646-8633

こまくさ理容所 山形市蔵王温泉903-20 023-694-9190

コワヒュール野川(美容室) 山形市南栄町2-18-3 023-624-8804

Salvia 山形市美畑町8-1 023-631-6337

サロン・ド・オアシス 山形市鈴川町3-4‐11 023-623-8677

サロン・ド・シュボー マスコット 山形市城西町5-13-7 023-645-8739

サロン・ラ・ナチュール 山形市本町1-3-15 023-624-5142

サロン アイ・アート 山形市千歳1-16-45 023-681-1579

サロン・デ・モンターニュ 山形市旅篭町2-2-25 カメリアコート601号室 023-664-0131

ジェルシー 山形市緑町1-8-1 023-625-0006

女性お顔剃りroom綺楽 山形市下条町5-13-5 090-1375-1840

セルフ脱毛サロンzero 山形市青田4-9-26 023-679-3938

洗顔とまつげのお店 SUGAR MU 山形市旅篭町1-5-13 023-679-4310

Zole HAIR 山形市松栄1-2 023-664-2939

ﾈｲﾙ＆ﾌｯﾄSalon ソワン 山形店 山形市荒楯町1-1-14 荒楯ビル2階南 023-642-9601

脱毛エステサロンepio 山形市幸町8-26 080-6044-8887

脱毛・美肌サロン BeneLuce 山形市円応寺町5-1 023-676-5547

小さな隠れ家サロン La Feuille 山形市桜田西5-7-23 023-616-6030
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※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

ツタヤ理容室 山形市城北町2-4-23 023-645-3536

tempus 山形市南館西14-25 モンブランウエスト 090-6458-4425

Total beauty salon PATINA 山形市あこや町1-7-1 023-625-3993

torico.マツエク脱毛痩身 山形市城南町2-11-33 023-674-7051

ドルチェ・ビータ 山形市七日町4-2-7 ホテルキャッスル2F 023-625-3553

ナカムラヘアードレッシング 山形市松原394-1 023-688-2517

なごみ日和 山大病院前店 山形市飯田西1-2-30 023-665-5995

ニューセンス 山形市久保田3-6-23 023-643-4821

nail &school adorable 山形市成沢西2-8-13-2F 023-688-8899

ネイルサロン レスポワール 山形市嶋北2-7-4 023-616-4564

パーソナルエステティックサロン ReBorn 山形市成沢西1-10-2 パルティール成沢105 023-609-9518

HEART FOR HAIR 山形市清住町2-1-16 023-643-1414

パームインヒロ 山形市和合町2-541-12 023-633-1107

haco 山形市若葉町4-11 023-633-2677

はせがわ美容室 山形市花楯1-20-15 023-623-7744

Barbier Lieu 山形市大野目3-3-44-2F 023-609-9387

PALAIS HAIR 山形市円応寺町8-4 023-600-7117

HANDSUP 山形市吉原3-7-14 023-616-3988

美肌脱毛サロンbaby skin (ベビースキン) 山形市寿町11-1-2F 023-665-5674

ビューティ マツダ 山形市香澄町1-8-8 第1ビル 1F 023-622-0546

ビューティアトリエ シンフォニー 山形市大字漆山53 023-684-1197

ビューティーサロン 翡翠 山形市大野目2-5-21 023-642-4401

ビューティサロン・モード 山形市七日町3-2-33 023-625-2480

ビューティサロン華 山形市城西町5-28-15 023-643-2582

美容室 アジャスト 山形市上町1-1-79 023-645-5623

美容室 JAN 山形市松見町20-7 023-622-3339

美容室 Sinn 山形市富の中4-7-12 023-645-2323

美容室 CHA-CHA-CHA 山形市瀬波2-2-18 023-681-5056

美容室あわの（ビューティーAWANO） 山形市長谷堂1125-10 023-688-5007

美容室coiz 山形市落合町79-10 023-632-4180

美容室CHARM 山形市銅町2-13-9 コーポ長谷川101 023-623-3739

美容室バンブルバンブー 山形市成沢西5-7-8 キュアパレスキクチ102 023-688-4809

美容専科ナカムラ 山形市漆山1096-7 023-686-2360

ファミリーサロンNAO 山形市南三番町11-26 080-6020-3670

フェイシャル&女性お顔そり専門店 R Rれでぃ 山形市旅篭町2-1-11 ステージハ山 2階 0800-800-3978

フェイシャルサロン 鳥居ケ丘 山形市鳥居ケ丘8-11 023-632-8465

フェイシャルトリートメントサロン リデイジー 山形市成沢西1-1-3 ヴィラファミールA-2 090-2272-5524

felicia 山形市篭田2-5-20 023-645-8107

フナヤマ美容所 山形市江俣1-3-27 023-674-7375

Brillar hair method 山形市吉原3-6-2 プロシード櫻 023-674-8508

Brillar hair merry 山形市北町3-10-7 023-665-4877

prism-art.produce 山形市あかねヶ丘3-1-5 023-645-1206

fleur 山形市若宮2-8-38 023-679-5634

hair style SEVEN 山形市寿町18-23 023-633-5119

HAIR STAGE AB ROAD 山形市本町2-2-32 023-633-4567

Hair Prescriptions 山形市松山1-1-73-2 023-674-0033

Hair/Make Lapule your style 山形市本町2-4-20 NANA-ICHIビル2F西号 023-623-2756

Hair and Shaving NICO. 山形市西田1-4-6 023-645-0136

Hair Create FRCTION 山形市吉原2-17-3 023-679-4667

Hair Salon Active 山形市南二番町15-3 023-623-6343



理容・美容業

18

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

Hair Make Tresor 山形市松見町4-22 023-632-1655

Hair and Face Room あいん 山形市江南4-9-7 0120-84-4356

hair&make first山形 山形市双葉町1-3-11 リッチモンドホテル山形駅前1F 023-647-3151

hair.n bongo 山形市城南町2-7-21 080-5227-0799

HAIR CUBE ZOU 山形市東原町1-3-23 2F 023-632-2466

ヘアーサロン オリンピア 山形市久保田3-1-29 023-643-8588

ヘアーサロン マーセル 山形市あかねヶ丘3-20-31 023-645-4928

ヘアーサロンアップル 山形市宮町1-11-13 北山形駅前テナント 090-3753-7124

ヘアーサロン梅津 山形市本町1-7-42 023-642-6503

hair’sAQUA 山形市銅町1-5-19 023-674-6248

HAIR’S T/S=en. 山形市木の実町9-5-1F 023-628-9323

HAIR STAGE aphrodite 山形市上町3-6-21 023-644-6168

ヘアースポット サロン・ド・スズキ 山形市下条町5-13-25 023-684-4723

ヘアースポット サロン・ド・スズキ 山形市下条町5-13-25 023-684-4723

hair&make mieux 山形市東原町3-10-10 023-628-8328

hair make Balmy 山形市城南町2-11-9 023-644-7800

ヘアーランド サトウ 山形市大字上反田184 023-643-2648

hair&spa LoLa 山形市下条町2-3-22 023-644-1615

Hair&Spa ronronner 山形市青田2-8-2 サポテコ2階 023-664-2633

Hair Salon iQuve 山形市江俣5-1-13 北条江俣ビルテナントB 023-674-6315

hair salon E-studio 山形市宮町3-6-40 023-642-8903

ヘアサロン PARIIN 山形市蔵王成沢2182-2 023-688-8686

ヘアサロン PARIIN エステ 山形市蔵王成沢2182-2 023-688-8686

hairsalon mana 山形市七日町2-1-15-2F 023-666-6043

Hair Salon 青い鳥 山形市成沢西1-7-23 023-688-7077

HAIR DESIGN BUCO 山形市荒楯町1-1-8 023-666-7487

ヘアプロデュース マーム 山形市七日町5-4-27 023-625-2818

へあhair＆face 山形市本町2-4-51 023-633-2905

ヘアリゾートラボ 山形市錦町11-12 メゾンドシエナA 023-665-1701

ベネシュ山形南原 山形市南原町2-8-47 南原アネックス 090-5356-8338

hair＆make Bloom 山形市下条町3-8-6 023-645-7776

BELTA 山形市北町3-1-1 080-7028-4983

BELL TREE 山形市城南町2-4-16 023-609-9538

home 山形市七日町2-1-6-B-101 023-623-5611

ほぐし整体&足裏マッサージRe・楽 山形本店 山形市香澄町1-16-34 023-625-7278

Body care salon mizizi 山形市馬見ヶ崎1-13-20 023-664-0660

HOLIC 山形市七日町4-7-18 023-674-0336

HOLIC Lotus. 山形市七日町4-15-17-101 023-674-0336

ポリッシュ 山形市東原町2-2-30 023-623-2632

Vol-Vox hair lab 山形市若宮1-9-11 023-645-0027

ホロニック 元気ときれいの発信基地 山形市馬見ケ崎4-7-15 023-681-4433

マナ・ラボ 山形市江俣1-3-21-2 090-1930-1515

MANI hair 山形市下条町4-4-24 023-600-7433

meemotto鈴川店 山形市鈴川町3-4-3 023-687-0227

mix salon729 山形市元木3-2-2 023-664-1102

美游夢エステ PARIIN 山形市松原403 023-688-8700

みんなの髪ラボ 山形市花楯1-21-6 023-665-4542

moon 山形市七日町4-13-15 023-676-6335

メナードフェイシャルサロン コテマリージェ 山形市伊達城3-17-6 080-3146-5862

メナードフェイシャルサロン シャルムティエ 山形市宮町1-11-11 090-4885-9759
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道路旅客運送業

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

メナードフェイシャルサロン 山形十日町 山形市十日町2-3-5 090-2958-6299

メナードフェイシャルサロン新開 山形市新開3-12-4 070-1276-3771

モイスティーヌ サロン･ルピナス 山形市城西町2-4-58 023-645-2755

mauve hair 山形市桜田西4-17-1 023-666-3356

もみもみing あかねヶ丘店 山形市あかねヶ丘2-17-12 023-687-0227

もみもみing 成沢店 山形市成沢西5-3-21 023-687-0227

もみもみing 南三番町店 山形市南三番町6-15 023-687-0227

u-hair 山形市宮町4-16-14 クレールアイ1F 023-674-8812

ユタカフェ 山形市芳野26 023-673-9515

Yokane 山形市嶋北2-21-14 023-681-8888

Lilac.hair 山形市寿町12-11 023-665-5215

RASHIKU 若宮店 山形市若宮1-5-11 023-673-9850

Lapish 桜田店 山形市桜田東3-8-4 023-634-3660

Lapish 南三番町店 山形市南三番町6-15 023-666-6788

Re:Esse 山形市南館4-1-35-201 070-8520-8385

Little Space 山形市嶋南1-7-14 090-6226-5844

リフレックス 山形市桜田西2-8-21 023-625-0840

理容 ケイクール 山形市吉原2-4-26 023-646-2588

理容 堺 山形市七日町1-2-55 023-633-1904

理容室トータルヘアメイク プラーザ 山形市東原町3-10-4 023-631-3657

理容中央 HAIR GARDEN CHUO 山形市小立4-13-62 023-642-7996

理容ふじと 山形市千歳2-15-69 023-684-1207

理容まりも 山形市松波1-15-9 マルチョウビル2F 023-631-9116

リラクゼーションRavi 山形市南舘3-23-54 023-609-9419

リリ 山形市嶋北2-11-40 080-2053-5389

RE'COMPENSE 山形市小姓町8-30 070-6494-1320

REM山形1号店 山形市双葉町2-5-30 1F 023-647-3532

REM山形2号店 山形市飯田西4-5-33 La Saison Claire 101 023-626-5133

ロイヤル整体院 山形市三日町1-1-3 ロイヤルコーポ蜂屋1F 023-615-4676

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

あいてむタクシー 山形市南一番町10-32-101 023-642-2467

うるしやまタクシー 山形市大字七浦字北川原280-6 023-684-7111

（株）山形タクシー 山形市落合町170 023-622-4561

観光タクシー 山形営業所 山形市上山家町字日月山1982-7 023-622-7288

黒木タクシー 山形市城西町5-2-16 023-644-4031

蔵王タクシー株式会社 山形市蔵王松ケ丘1-2-1 023-688-1100

相互タクシー 山形市錦町15-27 023-624-1212

第一タクシー株式会社 山形市南四番町2-18 023-624-1900

日個連山形 個人タクシー協会 山形市千歳2-8-22 090-4886-9350

平成タクシー株式会社 山形市中桜田2-6-22 023-615-1313

まごころ交通 タクシー部 山形市五十鈴2-1-12 023-623-4321

ムナカタタクシー 山形市大字漆山1059-8 090-5832-8503

八千代交通株式会社 山形市南栄町2-11-21 023-622-5001

山交ハイヤー株式会社 山形市桧町2-6-1 023-684-1517

山寺観光タクシー株式会社 山形市落合町316-1 023-633-1333

有限会社さくらタクシー 山形市上町4-9-35 023-646-4355
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娯楽業

浴場業

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

カラオケ スイングキャット 山形市江俣2-2-1 023-684-9941

カラオケ時遊館 山形駅前店 山形市香澄町1-3-14 サンビル２F 023-615-0789

カラオケハウス ピノキオ 山形市篭田3-7-14 090-7520-3413

カラオケレストラン グー山形桧町店 山形市桧町4-1-28 023-674-7435

カラオケレストラン グー山形南館店 山形市南館3-2-22 023-644-8639

機能回復サポートジムR＋ 山形市西田2-24-50 ジルトレーニングベース内 023-645-1515

ゲームプラザBe-in2 山形市大字前明石1352-5 023-646-9336

蔵王カントリークラブ 山形市上野2842-1 023-688-7777

時遊館 山形西バイパス店 山形市あかねケ丘3-19-7 023-645-5511

ジルトレーニングベース 山形市西田2-24-50 023-645-1515

スーパースライダー 山形市蔵王温泉字森の峰798 023-694-9417

ソラリス 山形市城南町1-1-1 霞城セントラルB2F 023-647-0647

地域密着型メディカルフィットネス ウェルベース山形 山形市桧町4-4-21 ヤマザワ北町店2階 023-676-8787

ピンポン倶楽部 山形市あこや町2-4-4 023-642-9333

ファミリードーム北町・ダーツ＆ビリヤードスポット
CUE

山形市北町1-3-20 023-681-3231

フォーラム山形 山形市香澄町2-8-1 023-632-3220

Base Performance 山形市相生町8-53 080-1807-6293

ボードゲームカフェ アソッベ 山形市あこや町1-2-1 1階 023-616-6363

HOT YOGA & FITNESS GILL 成沢店 山形市成沢西5-3-7 023-679-5709

HOT YOGA & FITNESS GILL 桧町店 山形市桧町2-5-16 023-615-8028

ムービーオンやまがた 山形市嶋北1-2-2 023-682-7224

メディカルフィットネス ラ・ヴィータ 山形市清住町2-3-51 023-647-3401

ヤマガタeスポーツスペースYES*7 山形市七日町2-7-43 七日町パーキングプラザ1F 023-616-7078

山形ファミリーボウル 山形市北町2-2-45 023-684-1601

ヤマコーボウル 山形市香澄町3-2-1 023-631-2511

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

アジアンルルド 山形市浜崎12-13 023-641-1534

株式会社テラ陶板浴タケダ 山形市あかねヶ丘3-18-2 023-687-0755

蔵王温泉 源七露天の湯 山形市蔵王温泉荒敷862-1 023-693-0268

蔵王大露天風呂 山形市蔵王温泉荒敷853-3 023-694-9417

スーパー銭湯 テルメ 山形市南原町1-26-9 023-635-2680

SOLENA 山形市中桜田204-7 023-609-9549

山形ゆたか 山形市小立3-14-4 023-642-7275

湯の花茶屋 新左衛門の湯 山形市蔵王温泉川前905 023-693-1212
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その他

※五十音順 （令和４年7月1日時点）

店舗名 店舗住所 店舗電話番号

インディバサロンRe楽BEAUTYエスパル山形店 山形市香澄町1-1-1 エスパル山形 023-624-0617

ウェルカイロプラクティック 山形市富の中1-12-2 ハッピーガーデン1 1-B 023-674-6898

株式会社E旅 山形市長町4-5-43 023-681-3139

きんらんどんす 山形市江俣4-18-32 023-684-0275

コリほぐしらくらく 山形市あこや町3-15-23 ラプラスジュネス貸事務所 023-679-3300

婚活サロンルリアン 山形市本町2-4-15 アーチスセンゾクヤ3階 080-8215-7745

すい～とどっぐ 山形市南原町3-15-51 023-625-8800

漕快亭 山形市肴町3-25 023-644-9558

ハウスクリーニング Ｅｓ－Ｏｎｅ 山形市小立3-11-8-8 023-665-1932

ペットライフサポートふぅ 山形市青田南24-47 幸信ビル2階 080-6505-5614

ほぐし整体&足裏マッサージRe楽エスパル店 山形市香澄町1-1-1 エスパル山形 023-624-0617

まごころ交通 運転代行部 山形市五十鈴2-1-12 023-642-6119

モガミ住研 山形市桜田南12-33 023-625-0241

八千代交通株式会社 山形市南栄町2-11-21 023-622-5963

山形代行 山形市南一番町10-32-101 023-642-2467

山交観光株式会社 本社営業所 山形市鉄砲町2-13-18 023-676-7311

山新観光 本社営業部 山形市旅篭町2-5-12 023-622-4555

洋装ワタナベ 山形市小姓町1-3 023-623-6856

よろずや運転代行社 山形市香澄町1-11-5 023-635-1719

JOKER代行 山形市篭田3-7-14 090-6128-2869


