
1．飲食店 令和３年３月18日13時現在
店舗名 完売

（有）香港飯店 新庄市 五日町 完売
Aｃｃｈa！ 新庄市 沖の町 完売
BAR634 新庄市 若葉町 完売
Drinks Jockey 新庄市 若葉町
Fiesta・フィエスタ 新庄市 本町 完売
tasucafe 新庄市 住吉町
あけぼの三丁目 新庄市 若葉町
うめえ門 新庄市 鳥越 完売
からあげ・海鮮丼高橋商店 新庄市 鳥越栗田 完売
からあげ十兵衛 新庄市 若葉町 完売
キーポイント 新庄市 沖の町
キッチンマカロニ 新庄市 若葉町 完売
ザ・リヴィントン 新庄市 金沢 完売
スナックシャルマン 新庄市 若葉町
スナック扇 新庄市 若葉町
そば処あさ沼 新庄市 仁間
ダイニングバーHidamari 新庄市 若葉町 完売
ちぇれんこ 新庄市 多門町
てぃーるーむピノキオ 新庄市 沖の町 完売
トラットリアノンノ 新庄市 本合海 完売
とん八新庄駅東口店 新庄市 金沢 完売
バルDE酒場MARU 新庄市 沖の町 完売
ひさご 新庄市 沖の町 完売
ボストンクラブ 新庄市 若葉町
みちのく食堂 新庄市 松本
モスバーガー新庄店 新庄市 五日町 完売
やきとり鳥舟 新庄市 若葉町
らあめん梅屋 新庄市 千門町 完売
りんご苑新庄店 新庄市 金沢 完売
わたぼうし 新庄市 若葉町
一葉本店 新庄市 本町 完売
街路樹 新庄市 本町 完売
割烹つたや 新庄市 常葉町
割烹とりや 新庄市 沼田町 完売
喜風 新庄市 鉄砲町 完売
居酒屋さかえや 新庄市 本町 完売
居酒屋だんだん 新庄市 若葉町 完売
喰処たかしお 新庄市 小田島町 完売
君影草（すずらん） 新庄市 若葉町
彩宴 新庄市 住吉町
山葵家 新庄市 沖の町
山海料理福原 新庄市 下金沢町 完売
山形さくらんぼ鶏鶏や新庄駅前店 新庄市 沖の町 完売
仕出し専門謹製のまる福 新庄市 松本 完売
手打ちそば和食樵 新庄市 鳥越 完売
寿司・焼肉銀太 新庄市 金沢 完売
旬菜ひむ河 新庄市 若葉町
焼鳥二代 新庄市 十日町 完売
焼肉ホルモン喜て家 新庄市 鉄砲町
焼肉味園 新庄市 大手町 完売
笑話 新庄市 若葉町
食酒工房福楽狸 新庄市 若葉町
食堂舟木 新庄市 金沢 完売
新国亭 新庄市 沼田町 完売
新旬屋本店 新庄市 沖の町 完売
厨ダイニング 新庄市 若葉町 完売
清清亭 新庄市 若葉町
生そばさらしな 新庄市 小田島町
創味酒房あくせす 新庄市 若葉町 完売

所在



田中鮮魚魚料理たなか 新庄市 松本
土佐や 新庄市 万場町 完売
万場町 のくらし 新庄市 万場町
味彩処いぶし亭 新庄市 金沢 完売
味奈味 新庄市 若葉町
有限会社叶内冷菓 新庄市 宮内町
和風レストランまるまつ新庄店 新庄市 五日町 完売
枡内総菜センター・紀文 新庄市 大町
枡内餅屋 新庄市 沖の町

2．身回品小売
店舗名 完売

（株）三吉屋本店（モードサロンミヨシヤ） 新庄市 沖の町 完売
（株）長南呉服店 新庄市 本町
（株）宝石の柿崎新庄店 新庄市 沖の町 完売
CREA/Comete 新庄市 本町 完売
JuJu・マルシェ 新庄市 本町 完売
Pocky BEAR 新庄店 新庄市 金沢 完売
あべ衣料 新庄市 本町 完売
かしわや鞄店 新庄市 沖の町 完売
さばね屋衣料店 新庄市 万場町
フォトスタジオミヤギ 新庄市 大町 完売
ブティックパレ 新庄市 大町
ふとんの宮城 新庄市 大町 完売
ベビーショップミヤギ 新庄市 大町 完売
ベルヨーク新庄店 新庄市 五日町 完売
ヨシダエスト店 新庄市 金沢 完売
レディースファッションMiyagi 新庄市 大町 完売
レディスファッション星川 新庄市 住吉町
株式会社柿崎洋服店 新庄市 本町
株式会社大黒屋 新庄市 大町 完売
呉服のみやぎ 新庄市 大町 完売
高橋履物店ハッシュパピーＳＳ新庄店 新庄市 沖の町 完売
小松洋品店 新庄市 万場町
小野呉服店 新庄市 常葉町
紳士服コナカ新庄イオンタウン店 新庄市 五日町
仙北屋西田五兵衛商店 新庄市 大町 完売
有限会社シャルレ山科 新庄市 金沢 完売
有限会社レデイスハウスラブ 新庄市 宮内町
有限会社蝶屋 新庄市 本町 完売

3．飲食料品小売
店舗名 完売

（株）井上商店 新庄市 金沢 完売
（有）こめの西田 新庄市 大町 完売
（有）奥山洋酒店 新庄市 沼田町 完売
（有）樋渡商店 新庄市 本合海 完売
おかしの家 新庄市 新町 完売
おくやまストアー 新庄市 升形 完売
げたぱん（ぱん処げたや） 新庄市 鳥越 完売
こらっせ新庄サービスカウンター 新庄市 本町 完売
こわさび 新庄市 沖の町
しんじょう産地直売所運営協議会産直まゆの郷 新庄市 十日町 完売
びっくり市新庄店 新庄市 金沢 完売
ひろのドラッグ 新庄市 下金沢町
もがみ物産館 新庄市 多門町 完売
伊藤力商店 新庄市 鳥越 完売
奥山商店 新庄市 沖の町
丸新魚店 新庄市 金沢 完売
杵屋本店新庄店 新庄市 沖の町 完売
筋子の店金田さかな屋 新庄市 大町 完売
五十嵐青果駅前店 新庄市 沖の町

所在

所在



佐々木酒店 新庄市 小田島町 完売
斎とうや 新庄市 本合海
自家焙煎珈琲の店ビノ 新庄市 上金沢町 完売
柴田牛肉店 新庄市 本町 完売
酒のやまや新庄店 新庄市 鳥越 完売
小関酒店 新庄市 本町 完売
新庄の菓匠たかはし 新庄市 住吉町 完売
新庄ふるさと歴史センター喫茶コーナー 新庄市 堀端町 完売
新庄市農業協同組合産直いなふね 新庄市 沖の町 完売
深田菓子舗 新庄市 大町 完売
雪印メグミルクすまいる・みるくステーション新庄店 新庄市 小田島町
大友鮮魚店 新庄市 金沢 完売
長沢菓子店 新庄市 飛田 完売
渡部たばこ店 新庄市 沖の町 完売
八鍬酒店 新庄市 若葉町 完売
富田酒店 新庄市 北町 完売
福原鮮魚店 新庄市 下金沢町 完売
有限会社深田酒屋 新庄市 末広町 完売
有限会社福田園（福田園・カフェフクダエン・FMP） 新庄市 本町 完売
髙橋日東商店立ち飲みチョットバー味おんち 新庄市 若葉町

4．スーパー・総合小売
店舗名 完売

（株）ヨークベニマル新庄下田店 新庄市 金沢 完売
（株）ヨークベニマル新庄店 新庄市 五日町 完売
（有）中央市場ビフレ新庄店 新庄市 新町 完売
イオン東北株式会社マックスバリュ新庄店 新庄市 五日町 完売
セブンイレブン新庄松本店 新庄市 松本 完売
セブンイレブン新庄沼田町店 新庄市 沼田町 完売
セブンイレブン新庄新町店 新庄市 新町 完売
セブンイレブン新庄東山店 新庄市 東谷地田町 完売
セブンイレブン新庄本合海店 新庄市 本合海 完売
セブンイレブン新庄バイパス店 新庄市 鳥越 完売
セブンイレブン新庄鳥越店 新庄市 鳥越 完売
マルホンカウボーイ新庄店 新庄市 千門町 完売
ローソン新庄上金沢町店 新庄市 鳥越 完売
ローソン新庄泉田店 新庄市 泉田字往還東 完売
ローソン新庄桧町店 新庄市 桧町 完売
ローソン新庄福宮店 新庄市 本合海 完売
株式会社ヤマザワ新庄宮内店 新庄市 五日町 完売
株式会社ヤマザワ新庄店 新庄市 金沢 完売
株式会社郷野目ストアー中央店 新庄市 鉄砲町 完売
株式会社郷野目ストアー桧町店 新庄市 桧町 完売
新庄市農業協同組合コンビニ本合海店 新庄市 沖の町 完売

5．家電・家具・車両小売
店舗名 完売

（有）ボイスヤマト 新庄市 金沢 完売
Curio 新庄市 金沢
Enjoy Life マルゲンデンキ 新庄市 沖の町 完売
PMガレージ 新庄市 鳥越
アールほそがい 新庄市 新町
アールかどわき 新庄市 沼田町
おおくらオート販売 新庄市 福田 完売
カーサービステクノ 新庄市 千門町 完売
カーセレクト 新庄市 桧町
カン電器 新庄市 下金沢町
トヨタカローラ山形株式会社新庄店 新庄市 鳥越 完売
ネッツトヨタ山形株式会社新庄店 新庄市 鳥越 完売
ホンダウイングサイトー 新庄市 十日町 完売
ヤマハYOUSHOPテラオ 新庄市 五日町 完売
株式会社新庄トヨタ 新庄市 金沢 完売

所在

所在



黒坂ラジオ店 新庄市 金沢
山形トヨタ自動車株式会社新庄店 新庄市 鳥越 完売
山形日産自動車株式会社鳥越店 新庄市 鳥越 完売
車ネットオークション新庄店 新庄市 金沢
城南デンキ 新庄市 小田島町 完売
辻デンキ 新庄市 松本
日産プリンス山形販売株式会社金沢店 新庄市 金沢 完売
有限会社阿妻無線商会 新庄市 小田島町
有限会社帰耕 新庄市 北町 完売
有限会社大蔵自動車新庄営業所 新庄市 松本 完売
有限会社新庄スズキプラザスズキアリーナ新庄 新庄市 金沢

6．医薬品・化粧品小売
店舗名 完売

（株）薬王堂新庄中道町店 新庄市 中道町 完売
かねざわ薬局 新庄市 下金沢町 完売
かむろ薬局 新庄市 東谷地田町
ツルハドラッグ新庄千門町店 新庄市 千門町 完売
ツルハドラッグ新庄桧町店 新庄市 桧町 完売
ツルハドラッグ新庄北店 新庄市 五日町 完売
ツルハドラッグ新庄末広町店 新庄市 末広町 完売
ドラッグセイムス新庄五日町店 新庄市 五日町 完売
ドラッグヤマザワ新庄宮内店 新庄市 五日町 完売
ドラッグヤマザワ新庄店 新庄市 金沢 完売
ナカムラ薬局 新庄市 城西町 完売
ノエビア新庄中央 新庄市 沖の町 完売
まつもと薬局 新庄市 松本
株式会社薬王堂新庄泉田店 新庄市 泉田 完売
株式会社薬王堂新庄中道町店 新庄市 中道町 完売
株式会社薬王堂新庄鳥越店 新庄市 鳥越 完売
合資会社アヂキ屋 新庄市 沖の町
大町調剤薬局 新庄市 沖の町 完売
有限会社海藤薬局 新庄市 北町 完売
有限会社矢口薬局 新庄市 新町
ほし薬局 新庄市 鉄砲町

7．その他小売
店舗名 完売

（株）マルヨシ燃料新庄支店 新庄市 金沢 完売
（有）同人社 新庄市 金沢 完売
BOOK・YOUブックユー 新庄市 鉄砲町 完売
COSMETICSサクラヤ 新庄市 本町 完売
MUSIC＆BOOKS TAZAWA 新庄市 大町 完売
イエローハット新庄店 新庄市 鳥越 完売
コメリハードアンドグリーン新庄泉田店 新庄市 泉田 完売
コメリハードアンドグリーン新庄店 新庄市 五日町 完売
タカハシスポーツ 新庄市 小田島町 完売
ハナヤ花店 新庄市 万場町 完売
ひと休み・いっぷく（すぎのこハウス） 新庄市 沖の町 完売
フィッシングちゃっか屋 新庄市 鳥越
フラワーショプ花林 新庄市 小田島町
マルシャン北欧 新庄市 堀端町
花の店こんた 新庄市 沖の町 完売
株式会社小野銃砲火薬店 新庄市 万場町 完売
株式会社渡会電気土木新庄営業所 新庄市 福田 完売
株式会社ウェルネス新庄Weスポ－ツクラブ新庄 新庄市 本町 完売
株式会社かん石材 新庄市 五日町
株式会社シンプロ 新庄市 宮内町 完売
株式会社ダイユーエイト新庄西店 新庄市 金沢 完売
株式会社大泉書店 新庄市 本町 完売
丸井八文字屋 新庄市 沖の町 完売
丸善住設 新庄市 鳥越 完売

所在

所在



結城商店 新庄市 五日町 完売
鍵屋商会ENEOS新庄南給油所 新庄市 鳥越 完売
港屋商事（株）新庄営業所 新庄市 仁間 完売
港屋商事（株）新庄中央SS 新庄市 住吉町 完売
香花堂 新庄市 鉄砲町
佐藤電気工事店 新庄市 十日町
山形酸素（株）新庄営業所 新庄市 福田山 完売
新庄東山焼 新庄市 金沢
人形のかくに新庄店 新庄市 沖の町
青木商店コスモ石油 新庄市 末広町 完売
早坂商店 新庄市 常葉町
大地ライフサポート(株)升形給油所 新庄市 升形門ヶ沢 完売
大地ライフサポート(株)中央セルフ給油所 新庄市 五日町 完売
茶＆紙カタオカ 新庄市 沖の町
丁子屋 新庄市 本町
弐萬圓堂新庄店 新庄市 金沢
富一木材店 新庄市 若葉町
矢作畳店 新庄市 万場町
有限会社グリーンバレーLVEGO 新庄市 福田
有限会社新庄ホンダ 新庄市 大町
有限会社大竹商店 新庄市 十日町 完売
有限会社グリーンショップ花恵 新庄市 若葉町 完売
有限会社新庄小松商事 新庄市 本合海 完売

8．理容・美容
店舗名 完売

BLOOMINGHAIR×MAKE 新庄市 五日町 完売
crystal 新庄市 堀端町 完売
Hairdo!ちび絵馬 新庄市 本町 完売
hair make key 新庄市 金沢 完売
Hair Salon～なごみ～ 新庄市 金沢
HAIR SALON grin 新庄市 金沢 完売
Hair space AK 新庄市 下金沢町
REBIRTH 新庄市 十日町
RILO 新庄市 五日町 完売
コスモサロン 新庄市 大町
シエル理容室 新庄市 本町 完売
ヘアーサロンクーラ 新庄市 住吉町 完売
ヘアプロデュースMｉｎｔ 新庄市 末広町 完売
ポーラ化粧品新庄営業部 新庄市 鉄砲町
マッシュルーム美容室 新庄市 城西町 完売
株式会社新庄輸送サービス 新庄市 千門町
栗田美容室 新庄市 松本
佐藤理容所 新庄市 大町
小松美容室 新庄市 若葉町 完売
美容室カトー 新庄市 新町
美容室プレーシュア 新庄市 石川町
美容室アッシュ 新庄市 万場町 完売
美容室のんのん新庄店 新庄市 五日町 完売
美容室のんのん千門町店 新庄市 千門町 完売

9．その他サービス業
店舗名 完売

うさちゃんクリーニングマックスバリュ新庄店 新庄市 五日町 完売
うさちゃんクリーニングヤマザワ新庄宮内店 新庄市 五日町 完売
うさちゃんクリーニングヤマザワ新庄店 新庄市 金沢 完売
うさちゃんクリーニング新庄店 新庄市 五日町 完売
うさちゃんクリーニングヨークベニマル新庄下田店 新庄市 金沢 完売
クリーニング白新舎 新庄市 大町 完売
ニューグランドホテル 新庄市 若葉町
ふらわーれでぃーす 新庄市 上金沢町
ママ・クリーニング小野寺よ新庄サービスコーナー 新庄市 大町 完売

所在

所在



株式会社新庄タクシー 新庄市 金沢
最上観光タクシー株式会社 新庄市 鳥越 完売

10．その他
店舗名 完売

（有）写真のマルイ 新庄市 大手町
ブライダルみずほ 新庄市 堀端町 完売

所在


