
◆旅館・ホテル

店舗・施設名 場　所 電話番号 特典・サービス内容

ホテルルートイン新庄駅前 新庄市金沢1109-6 0233-28-1211 会計時　5％割引　（他のサービスとの併用不可）

グリーンホテル新庄 新庄市若葉町7-31 0233-23-0222
宿泊の方にコーヒー無料サービス
朝食800円→500円

ビジネスホテルフジ 新庄市金沢2147-2 0233-22-5646 消費税のサービス　（他のサービスとの併用不可）

食彩の宿　おくやま 新庄市若葉町14-6 0233-22-6580 ウェルカムドリンク（ソフトドリンク）サービス

玄柳館ホテル 新庄市沖の町2-26 0233-22-4108 宿泊者にウェルカムドリンクサービス

江口旅館 新庄市若葉町4-30 0233-22-2946 宿泊者にウェルカムドリンクサービス

セントラルホテル 新庄市沖の町10-4 0233-22-0950 宿泊者にウェルカムドリンクサービス

河内屋旅館 新庄市本町2-7 0233-22-3920 宿泊者にウェルカムドリンクサービス

とまれ屋旅館 新庄市沖の町6-5 0233-22-0822 宿泊者にウェルカムドリンクサービス

三笑旅館 新庄市大手町4-23 0233-22-2769 宿泊者にウェルカムドリンクサービス

ニューグランドホテル 新庄市若葉町4-23 0233-23-1111
シングル宿泊料金（素泊り）6,000円→5,000円
（他のサービスとの併用不可）

ホテルやまき 新庄市沖の町1-5 0233-23-3001 宿泊料金より100円割引

◆飲食店

店舗・施設名 場　所 電話番号 特典・サービス内容

手打ちそばさぶん 新庄市小田島町748 0233-23-7733
天付もりそば1,360円→1,300円
鴨せいろ1,180円→1,120円

手打ちそば庄司 新庄市大字福田字石橋703-2 0233-28-0615 ひとくちかいもづサービス

そば処あさ沼 新庄市大字仁間33 0233-22-5538 会計時100円割引

茶そば　新国亭 新庄市沼田町6-39 0233-22-3255 かつお節のふりかけ1個サービス

手打ちそば　かねき 新庄市十日町1533-3 0233-22-7963 会計時10％割引

割烹つたや本店 新庄市常葉町3-25 0233-22-0434 ファーストドリンク無料サービス

割烹とりや 新庄市沼田町6-51 0233-22-1420 ファーストドリンク無料サービス

清清亭 新庄市若葉町9-21 0233-29-2616 ファーストドリンク無料サービス

山葵家 新庄市沖の町3-23 0233-23-4820 ファーストドリンク無料サービス

喰処たかしお 新庄市小田島町5-47 0233-22-2595 ファーストドリンク無料サービス

大地会館 新庄市沖の町5-64 0233-23-1151 ファーストドリンク無料サービス

喜風 新庄市鉄砲町1-21 0233-23-3256 ファーストドリンク無料サービス

鮨処　松葉 新庄市住吉町7-30 0233-22-5157
にぎり寿司10％割引
地産野菜おしんこサービス

レストラン　　ル・ボワァール 新庄市若葉町4-23 0233-23-1111 会計時　5％割引

カラオケ　サビィ 新庄市沖の町3-18 0233-23-4776 入店1時間の部屋使用料半額

てぃるーむ　ピノキオ 新庄市沖の町2-20カネマスビル1F 0233-23-4551
会計時　5％割引　かむてんそば500円→400円
　　　　　　　　　　　　かむてんそば＋コーヒーセット900円→700円

カフェ・ドゥ・Ｋ 新庄市沖の町2-21第一ビル1F 0233-23-3400
ランチ、コーヒー100円引き
お子様ドリンク無料

はなの舞　新庄店 新庄市沖の町5-7　丸井ビル1F 0322-28-0031 会計時　5％割引

ギャラリー喫茶　花のれん 新庄市沖の町5-69 0233-23-6223
コーヒー（アメリカン、アイス）50円引き
紅茶（ミルク、レモン、アイス）50円引き

ちぇれんこ 新庄市多門町1-2 0233-23-5511 食事のお客様にデザートをサービス

和風スナック　晩酌 新庄市若葉町16-17 0233-22-9800 焼酎水割り１杯サービス

個室ダイニング・カラオケ・ダーツ
THE ROOMS

新庄市沖の町1-15 0233-28-1151 ピザ半額

TRATTORIA
トラットリア

　NONNO
ノンノ 新庄市本合海1802-4 0233-26-2726 ファーストドリンク無料サービス

甘味処　悠豆里庵 新庄市大手町5-51 0233-22-0303 会計時　10％割引

新庄ふるさと応援隊協賛店一覧



新庄ふるさと応援隊協賛店一覧
◆小売店（お土産・特産品販売店等）

店舗・施設名 場　所 電話番号 特典・サービス内容

もがみ物産館 新庄市多門町1-2 0233-28-8886 会計時　5％割引

ＪＡ産直いなふね 新庄市大字松本285 0233-22-4928 つや姫玄米茶（ペットボトル）10円引き

もがみ体験館 新庄市多門町1-2 080-1805-7719
新庄まつり手ぬぐい、キーホルダー、ストラップ500円→400円
クラフト商品は特にサービスあり

有限会社奥山洋酒店 新庄市沼田町4-4 0233-22-0706 小屋酒造の日本酒、焼酎を5％割引

株式会社　髙橋履物店 新庄市沖の町4-43 0233-22-0348 会計時　5％割引

有限会社　こめの西田 新庄市大町17-9 0233-22-0439
全銘柄米　会計時　5％割引
（関東・東北送料一律500円　30kgまで）

茶＆紙　カタオカ 新庄市沖の町5-2 0233-22-3261 季節のお茶やお菓子などを進呈

有限会社　蝶屋 新庄市本町6-7 0233-22-2376 会計時10％割引

かしわや鞄店 新庄市沖の町5-11 0233-22-2819 会計時　5％割引

産直「まゆの郷」 新庄市十日町6000-1 0233-23-5007 会計時　5％割引

新庄東山焼 新庄市金沢1441 0233-22-3122 会計時　5％割引と粗品進呈

木ら木ら星 新庄市鉄砲町10-19 0233-22-7268
会計時　5％割引
手づくりストラッププレゼント

プロのひよこ隊 新庄市若葉町1-2 0233-28-8035 プリント料金5％割引

御菓司子　竹美堂 新庄市沖の町2-18 0233-22-2297 会計時10％割引　（自社製造製品に限る）

合資会社　篠原商店 新庄市沼田町6-32 0233-22-3300 物産展（出張販売）お越しの方に経木納豆サービス

深田菓子舗 新庄市大町2-3 0233-22-2131 かむてんスイーツプレゼント

◆交通・旅行

店舗・施設名 場　所 電話番号 特典・サービス内容

株式会社新庄タクシー 新庄市金沢字南沢1572-1 0233-22-3955 粗品進呈

最上観光タクシー株式会社 新庄市大字鳥越字向平1406-1 033-22-2525 粗品進呈（タオル）

株式会社オーシャンレンタカー 新庄市常葉町1-30 0233-22-0672 会計時　5％割引

ＪＲ東日本レンタリース㈱
新庄営業所

新庄市多門町1-1 0233-23-0526 会計時10％割引

株式会社新庄ファミリー観光 新庄市大字松本282-12 0233-23-1570 会計時　2％割引　（但し一部商品のみ）

(有)トランスオーシャンツーリスト 新庄市常葉町1-30 0233-23-7007 会計時　2％割引　（但し一部商品のみ）

株式会社　旅のキャンバス 新庄市千門町2-27 0233-28-1130 宿泊予約等の総額10,000円以上で地元特産品進呈

◆その他

店舗・施設名 場　所 電話番号 特典・サービス内容

ＮＰＯ新庄観光ガイド協議会 新庄市多門町1-2（新庄観光協会内） 0233-22-2340 レンタサイクル300円→200円　　　レンタル長靴200円→100円

松田スタジオ 新庄市堀端町4-45 0233-32-0744 記念写真時　手札判（Ｌ判）プリントサービス

◆特別協賛店（新庄市外飲食店）

店舗・施設名 場　所 電話番号 特典・サービス内容

間人　（代官山店） 東京都渋谷区猿楽町9-8-B03 03-3780-0352 ファーストドリンク無料サービス

まにん　（恵比寿店）
東京都渋谷区恵比寿南2-3-2
ナカムラビル1F

03-5721-5318 ファーストドリンク無料サービス

日本料理　海と
東京都中央区日本橋室町3-3-3
CMビルB1F

03-3241-7339 ファーストドリンク無料サービス

※掲載店は平成26年10月31日現在のものです。追加された協賛店は随時ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。


