
 

新型コロナ対策宣言店一覧（五十音順） 

Accha! かしわや鞄店 新中国料理 山香菜房 飲み処こはく 

Accue Marie TAMAHIME 割烹 つたや 株式会社シンプロ バード 

A-life アライフ 割烹 とりや 酔恋 パール・ブルー 

AVANTGARDE REVERB 有限会社叶内冷菓 すき家 １３号新庄店 萩野地区公民館 

AZ３ カフェ＆ダイニング 

どんく 

寿司・焼肉 銀太 はぐくみキッズ放課後ク

ラブ 

BAR 634 カフェレストラン エン

ジェルズ 

すし海道 新庄店 はぐくみ第２保育園 

BAR NIGHT CLUB 神室商店 鮨舞鶴 はぐくみ保育園 

Bar THEAT からあげ十兵衛 スナック RUN 花かじか 

Base カラオケスナックあじさ

い 

スナック RYU パパクチーナ 

BLOOMING HAIR ×

MAKE 

キーポイント スナックあらら パブ＆スナック MARI 

Cafe BOSS 喫茶＆スナック ビアンカ スナック 杏 早坂整骨院 

Caffice&bar Aster キッチン マカロニ スナック 宴 晩酌 

castagna ㈱ き び た き 新 庄 支 店 

Ristorante filo 

スナック扇 ひさご 

Club FEEL 君の家 スナックカンナ ビジネス HOTEL FUJI 

COSMETICS サクラヤ 急行食堂 スナック キャッツアイ ひまわり食堂 

CREA / Comete 共栄印刷株式会社 スナック グッデイ ひまわり保育園 

CURRY HOUSE 有限会社京野工芸 スナッククリア 美容室カトー 

Darts Bar I・D・M 清清亭 スナックシャルマン フ ォ ト ス タ ジ オ 

MIYAGI 

Due 喰処たかしお スナックジュン 福原鮮魚店 

Enjoy Life マルゲンデン

キ 

栗田電気管理事務所 スナックチャーリー プチニコル 

Fiesta グループホーム大手町 スナックぴあす ふとんの宮城 

FOOD＆BAR サボテン グ ル ープ ホー ム大 手町 

和心 

スナック 姫 フラワー＆定食 

Hair do！ ちび絵馬 グループホームくれよん

はうす 

スナックみき ふらわーれでぃーす 

Hair salon GOTO 

since1975 

くれよんはうす スナックリリィ ヘアースタジオ Bi 

Happy 黒坂ラジオ店 すなっく志乃ぶ ヘアプロデュース Mint 

JA 産直いなふね ケンちゃんラーメン 

新庄店 

スナック順子 北京飯店 

JuJu・マルシェ 県立新庄病院売店 スナック波 ペットメモリアル専門店 

koukadou 



 

Luce 香花堂 スナック絆 訪 問 看護 ス テー ショ ン 

アーユス新庄 

RAINBOW コーヒー苑 一路 スナックわがまま 宝家 

SaKuRa ココス新庄店 整体院やまと 有限会社北部開発 

Salson コスモ運転代行社 株式会社成和 株式会社ホシカワ 

Snack Cebu 御馳走亭ちゃぽん セレモニーホール新庄 ほし薬局 

Snack Forever J 呉服の宮城 セントラルホテル ポストホテル 

SNACK 昴 米香房 Gratia*s そば処 あさ沼 ホテルやまき 

T’SPORT タカハシスポ

ーツ 

こらっせ新庄 そば屋はまじ マルシャン北欧 

We スポーツクラブ新庄 こらっせ新庄サービスカ

ウンター 

そら 味園 

Zero 小料理 㐂代 大衆割烹 喜風 味奈味 

あおぞらはうす こわさび 大丸自動車整備工場 美穂 

あくせす 彩宴 高橋商店 ムーンシャイン 

あけぼの三丁目 さかえや ㈱高橋履物店 最上ガス株式会社 

あけみ 魚料理 たなか 託児ルーム HUG 最上川食堂 

あざきクリーニング 酒場おやじ たこ米屋新庄店 最上観光タクシー株式会社 

あじ山 酒場ラパン 楯商店 やきとり 小粋 

あべ衣料 さくらはうす 株式会社旅のキャンバス やきとり 鳥舟 

亜梨蘭 酒人空 玉寿司 焼鳥 二代 

居酒屋うらら 株式会社佐藤商会 たんぼめへ やきとり 鳥平 

居酒屋俺ん家 有限会社佐藤製餡所 ちぇれんこ やきとり長作 

居酒屋 共和 讃岐びっくりうどん 珍来 焼肉ホルモン 喜て家 

居酒屋こや 茶房 山登 つばさ整体 山形県酒類卸株式会社新

庄支店 

居酒屋 暖 サムライ 蕾 山形県最上総合支庁舎売店 

居酒屋だんだん 株式会社サンテック 出逢いの館 山形航空電子株式会社 

居酒屋れんがや 三洋薬品 HBC 株式会社 ティアラ 山形線材鋼業株式会社 

株式会社イシカワ 自家製麺ロックオブエイ

ジズ 

デイサービスセンター虹 株式会社山形チャレンジ

工業 

一葉本店 四季彩 竹亭 てぃるーむ ピノキオ 山交観光株式会社 新庄

案内所 

一楽 柴田牛肉店 手打ちそば和食 樵 八向運転代行社 

一茶庵本店 趣味の店 手作り工房 奈々ちゃん 八向地区公民館 

一般財団法人新庄市体育

協会 

城南デンキ 株式会社東北ユニ 優勝軒新庄店 

㈱井出コンタクトレンズ 笑話 土佐や 雪の里情報館 

有限会社井上倉吉商店 しらかば食堂 となりの café ユニオンソーシャルシス

テム㈱ ピース 



 

宴場ふっくす 新光印刷株式会社 トヨタカローラ山形株式

会社新庄店 

夢食堂 

うめえ門 新国亭 トラットリア ノンノ 夢屋 新庄店 

梅寿司 シンシアリー ナイトライフ ヴィヴィ 養老乃瀧 新庄店 

えすぷれっそ 紳士服コナカ 新庄イオ

ンタウン店 

株式会社長野金属山形工場 ヨシダ エスト店 

株式会社エッサム 新旬屋本店 なかよし保育園 らあめん 梅屋 

おおくらオート販売 新庄インテリア なかよし放課後学童クラブ ラーメン一正 

おかしの家 新庄玉泉院 ナポリ亭 ラッキー運転代行社 

お食事処 SENKI 千起 有限会社新庄小松商事 にこにこ城南放課後児童

クラブ 

りんご苑 新庄店 

お食事処 八角 新庄市ファミリーサポー

トセンター 

にこにこベビーホーム レストランビアンモール 

お茶の繫田園 新庄市民プラザ にじいろはうす レストランボローニャ 

株式会社小野商会 新庄市民文化会館 虹居宅介護支援事業所 有限会社レデイスハウス 

ラブ 

おやさい café AOMUSHI 新庄市山屋セミナーハウ

ス 

ニューグランドホテル ロフトムンク 

カーテンのみなみ 新庄商工会議所 株式会社ヌマザワ わくわく新庄 

カーブスマックスバリュ

MORI 新庄 

新庄市立図書館 ノアの家 山葵家 

かいごサポートひとむすび 株式会社 新庄タクシー 呑兵ヱ 渡辺整骨院 

街路樹 株式会社新庄ファミリー

観光 

飲喰処 千乃松 和風すなっく 輪 

かえる運転代行 新庄ふるさと歴史センタ

ー 

飲み食い処 豊 和風スナックたそがれ 

有限会社鍵屋商会 新庄保育園 飲処 愛郷 和風レストラン まるま

つ 新庄店 

隠台所◯△□ 株式会社新庄輸送サービ

ス 

飲み処 うず福  

 

令和３年６年２１日時点 


