
山形市
店舗名 業種 所在 完売

三桝 1.飲食店 山形市 七日町
手打そば　きふね 1.飲食店 山形市 天神町
円満焼肉　平次 1.飲食店 山形市 江俣
伝承そば処　みちのく亭 1.飲食店 山形市 香澄町
モスバーガー　山形駅前大通り店 1.飲食店 山形市 香澄町
モスバーガー　山形桜田店 1.飲食店 山形市 桜田西
どんQ製麺 1.飲食店 山形市 双葉町
昭和ホルモン亭 駅前大通り店 1.飲食店 山形市 香澄町
コメダ珈琲店 山形嶋南店 1.飲食店 山形市 嶋南
すた丼屋 飯田バイパス店 1.飲食店 山形市 飯田
バラード(ダイニングバー) 1.飲食店 山形市 香澄町
ボードゲームカフェ  アソッベ 1.飲食店 山形市 あこや町
山形屋台村鉄板居酒屋　夢はな 1.飲食店 山形市 七日町
CoCo夢や　ヨークベニマル落合店 1.飲食店 山形市 落合町
居酒屋　北海漁舟群 1.飲食店 山形市 幸町
山形五十番飯店 1.飲食店 山形市 香澄町
上海厨房　嶋店 1.飲食店 山形市 嶋南
大阪お好み焼　たこ壺 1.飲食店 山形市 久保田
マーキガルニ 1.飲食店 山形市 香澄町
喫茶白十字 1.飲食店 山形市 七日町
和食　お食事処　ゆず 1.飲食店 山形市 大手町
てっぱん屋台　鈴木製作所 1.飲食店 山形市 七日町
ニュー・サントロペ 1.飲食店 山形市 本町
シャンティ 1.飲食店 山形市 香澄町
美酒佳肴はしもと 1.飲食店 山形市 七日町
割烹　利休 1.飲食店 山形市 香澄町
炭火焼肉のんきや 1.飲食店 山形市 江南
Ｆ 1.飲食店 山形市 香澄町
焼肉すてーじ火煇 1.飲食店 山形市 七日町
火煇　極　hanare 1.飲食店 山形市 香澄町
四季の味　やま吹き 1.飲食店 山形市 七日町
ボン　シュール 1.飲食店 山形市 伊達城
焼肉ハウス玄海本店 1.飲食店 山形市 城西町
（有）桂林 1.飲食店 山形市 下条町
レストラン　パ・マル 1.飲食店 山形市 七日町
旬彩四季　ひろぜん 1.飲食店 山形市 城南町
喜らく寿し 1.飲食店 山形市 蔵王温泉
村井家 1.飲食店 山形市 富の中
蕎麦処　ふるさわ 1.飲食店 山形市 長谷堂
黄金だるま 1.飲食店 山形市 七日町
居酒屋　伝七 1.飲食店 山形市 幸町
博多屋台まこっちゃん 1.飲食店 山形市 七日町
料亭　亀松閣 1.飲食店 山形市 薬師町
鉄板焼じゅう兵衛　山形店 1.飲食店 山形市 成沢西
ファイヤーキッチンわい藏 1.飲食店 山形市 七日町
蔵王温泉ジンギスカン　ひつじ苑 1.飲食店 山形市 香澄町
オリエンタルバルヤマガタ 1.飲食店 山形市 香澄町
中華　しみずや 1.飲食店 山形市 東原町
キジマラーメン 1.飲食店 山形市 門伝



城西金ちゃんラーメン 1.飲食店 山形市 城西町
ブルーマーケットブラザーズ 1.飲食店 山形市 香澄町
中華料理　東龍花 1.飲食店 山形市 五十鈴
お食事処　べにばな亭 1.飲食店 山形市 香澄町
居酒屋スナック　わらべ 1.飲食店 山形市 七日町
肴菜や　くに蔵 1.飲食店 山形市 香澄町
FruitsPlaza 1.飲食店 山形市 七日町
花鳥風月　山形北町店 1.飲食店 山形市 北町
じゃいあん食堂駅前店 1.飲食店 山形市 香澄町
金魚 1.飲食店 山形市 七日町
森の季 1.飲食店 山形市 香澄町
大衆酒場みつ星餃子　山形駅前店 1.飲食店 山形市 香澄町
開運バー七日町 1.飲食店 山形市 七日町
博多もつ鍋 居酒屋 一酔 1.飲食店 山形市 香澄町 
居酒屋　倉 1.飲食店 山形市 幸町
らーめんアッキー 1.飲食店 山形市 香澄町
株式会社コネテック　(音茶屋) 1.飲食店 山形市 蔵王温泉
てんぷら喜八 1.飲食店 山形市 七日町
Beer Storage 1.飲食店 山形市 七日町
Kitchen  leaf 1.飲食店 山形市 旅篭町
らー麺男 1.飲食店 山形市 七日町
創食厨房なかなか 1.飲食店 山形市 七日町
おでん　ふくろ 1.飲食店 山形市 七日町
四季・日本料理　いばら木 1.飲食店 山形市 青田
和風肉料理　佐五郎 1.飲食店 山形市 香澄町
味の里　ばんだい 1.飲食店 山形市 小姓町
鰻・郷土料理あげつま 1.飲食店 山形市 緑町
山形牛ステーキ＆焼肉かかし 1.飲食店 山形市 香澄町
丸喜多 1.飲食店 山形市 七日町
麺藤田 1.飲食店 山形市 香澄町
かつMI 山形南館店 1.飲食店 山形市 南館
Infini Cafe 1.飲食店 山形市 五日町
レストランやまがたべこいち 1.飲食店 山形市 城西町
丸源 1.飲食店 山形市 七日町
ピザカルボ山形北桧町店 1.飲食店 山形市 桧町
マンマケ－ヤ 1.飲食店 山形市 七日町
さんろくまる 1.飲食店 山形市 七日町
すし源 1.飲食店 山形市 松波
そば屋  惣右エ門 1.飲食店 山形市 早乙女
焼肉さくら江俣店（焼肉ももちゃん） 1.飲食店 山形市 江俣
すなっく　りっぷ 1.飲食店 山形市 香澄町
トレンタ山形南店 1.飲食店 山形市 青田
Union 1.飲食店 山形市 香澄町
和風レストランまるまつ　成沢店 1.飲食店 山形市 蔵王成沢西
そば処　正平 1.飲食店 山形市 江俣
Cafe tyatya 1.飲食店 山形市 小白川町
酒処はなまつり 1.飲食店 山形市 七日町
山形の居酒屋しあわせや 1.飲食店 山形市 香澄町
どさん娘　蔵王のいえ 1.飲食店 山形市 蔵王温泉
冷麺さくら 1.飲食店 山形市 香澄町
酒縁　しょう榮 1.飲食店 山形市 七日町
B1居酒屋　なおチャン 1.飲食店 山形市 香澄町



あづまや 1.飲食店 山形市 防原町
肉ばっか 1.飲食店 山形市 七日町
極　中華蕎麦　ひろた　山形七日町店 1.飲食店 山形市 七日町
ローマステーション 1.飲食店 山形市 鈴川町
キッチン友 1.飲食店 山形市 旅篭町
そば処　伊右エ門 1.飲食店 山形市 嶋北
SLOWJAM 1.飲食店 山形市 香澄町
続おそばに 1.飲食店 山形市 幸町
BAR HEAT ROLL 1.飲食店 山形市 七日町
そば処　さくら 1.飲食店 山形市 桜田西
七輪焼　もっちゃん 1.飲食店 山形市 七日町
恵比寿 1.飲食店 山形市 旅篭町
寿司いすゞ 1.飲食店 山形市 大野目
小料理　会田 1.飲食店 山形市 宮町
寿司と肴と日本酒　まるでん 1.飲食店 山形市 七日町
居酒屋　味山海 1.飲食店 山形市 本町
大衆酒場みつ星餃子七日町店 1.飲食店 山形市 七日町
清寿司 1.飲食店 山形市 香澄町
海鮮めしや　うらら 1.飲食店 山形市 旅篭町
花凛 1.飲食店 山形市 宮町
我楽多レディースキッチン 1.飲食店 山形市 香澄町
エスプリ ドゥ カンパニュー 1.飲食店 山形市 香澄町
麺道　自然や 1.飲食店 山形市 寿町
十一屋レストラン　桜田アベニュー店 1.飲食店 山形市 桜田東
やきとり居酒屋寅次郎 1.飲食店 山形市 香澄町
十一屋レストラン　七日町本店 1.飲食店 山形市 七日町
手打ちそば　港屋 1.飲食店 山形市 和合町
王様の焼肉くろぬま山形篭田店 1.飲食店 山形市 篭田
游食楽酒　樹里 1.飲食店 山形市 香澄町
居酒屋おてだま 1.飲食店 山形市 飯田西
鬼がらし　江俣店 1.飲食店 山形市 江俣
Ritz　Garden 1.飲食店 山形市 香澄町
ＣoCo 1.飲食店 山形市 香澄町
クレープハウス　花の種 1.飲食店 山形市 香澄町
そば処 喜むら 1.飲食店 山形市 片谷地
四季亭 よし田 1.飲食店 山形市 香澄町
寿司割烹 あい田 1.飲食店 山形市 十日町
茶蔵茶房霞城セントラル店 1.飲食店 山形市 城南町
茶蔵 山形店 1.飲食店 山形市 成沢西
テルサレストラン　シロー絵夢 1.飲食店 山形市 双葉町
かつや山形荒楯店 1.飲食店 山形市 荒楯町
おやじの気まぐれ 1.飲食店 山形市 七日町
かつや山形江俣店 1.飲食店 山形市 江俣
焼肉寿寿 1.飲食店 山形市 下条町
手打そば　竹ふく 1.飲食店 山形市 上町
ふれ愛ダイニング  KANOYA 1.飲食店 山形市 香澄町
田村うなぎや 1.飲食店 山形市 宮町
山形七日町ワシントンホテル　三十三間堂 1.飲食店 山形市 七日町
焼き鳥　蒼 1.飲食店 山形市 香澄町
和　ゆう膳 1.飲食店 山形市 香澄町
鶏笑山形1号店 1.飲食店 山形市 花楯1丁目
小太郎分店 1.飲食店 山形市 七日町



めしや亭山形北町店 1.飲食店 山形市 北町
シェ・ナカガワ 1.飲食店 山形市あずま町
居酒屋 遊らく 1.飲食店 山形市　江俣
Lotus 1.飲食店 山形市 みはらしの丘
個室ダイニングカラオケ　バル 1.飲食店 山形市 香澄町
有限会社　いっこ寿司 1.飲食店 山形市 香澄町
food&bar KABURETTA 1.飲食店 山形市 七日町
GLAMPiC 1.飲食店 山形市 新山
e-Sports TREASURE 1.飲食店 山形市 前明石
肉の尾形家 1.飲食店 山形市 七日町
焼肉ＧａｒｄｅｎＫＡＫＩ鈴川店 1.飲食店 山形市 鈴川町
そば・会席料理　なかや 1.飲食店 山形市 若宮
ミツバチガーデンカフェ 1.飲食店 山形市 蔵王半郷
庭園喫茶錦 1.飲食店 山形市 蔵王半郷
ヤマガタ００３５　アル・ケッチァーノ　コンチェルト 1.飲食店 山形市 双葉町
海鮮・炭火串焼　庄内うなさか 1.飲食店 山形市 七日町
しゃぶしゃぶ温野菜　山形嶋店 1.飲食店 山形市 嶋北
しゃぶしゃぶ温野菜　山形駅前店 1.飲食店 山形市 十日町
アンカリング 1.飲食店 山形市 落合町
リストランテ・ヴァレンティーノ 1.飲食店 山形市 十日町
そば処　古民家ん 1.飲食店 山形市 並柳
御りょうり屋 伊藤 1.飲食店 山形市 七日町
料理や　つつみ 1.飲食店 山形市 中桜田
浜っ子一番 1.飲食店 山形市 深町
一休庵 1.飲食店 山形市 下条町
亞呉屋　山形本店 1.飲食店 山形市 白山
めん蔵＋GOMAZO 1.飲食店 山形市 馬見ケ崎
セトナ 1.飲食店 山形市 七日町
焼肉酒場　匡泉 1.飲食店 山形市 十日町
のむぎ　（有）グナアデ 1.飲食店 山形市 浜崎
めん僮楽　（有）グナアデ 1.飲食店 山形市 浜崎
旨い　とんかつ竹亭　山形店 1.飲食店 山形市 桜田東
江戸寿司　江俣支店 1.飲食店 山形市 江俣
カクテルバー　ビリー 1.飲食店 山形市 七日町
旬菜居酒屋　ととな 1.飲食店 山形市 北町
どんどんけぇ子ちゃんカー 1.飲食店 山形市 東青田
有限会社　ひろよし 1.飲食店 山形市 東青田
じゃいあん食堂2510 1.飲食店 山形市 香澄町
小太郎 1.飲食店 山形市 七日町
居酒や牧場　うまや 1.飲食店 山形市 七日町
スナック美おん 1.飲食店 山形市 香澄町
Bistro Auger 1.飲食店 山形市 香澄町
印度れすとらん　カシミール鈴川店 1.飲食店 山形市 鈴川町
LOTUS 1.飲食店 山形市 香澄町
大衆酒場ワンカップ 1.飲食店 山形市 十日町
KAZU 1.飲食店 山形市 幸町
CALM 1.飲食店 山形市 幸町
お食事処つばさ 1.飲食店 山形市 城南町
アダチフーズ有限会社　修ちゃんラーメン　下条店 1.飲食店 山形市 下条町
京 1.飲食店 山形市 香澄町
長右エ門そば 1.飲食店 山形市 城西町
すなっく　ぷち 1.飲食店 山形市 七日町



THE ARCHIGRAM British Pub & Cafe 1.飲食店 山形市 十日町
割烹　高峰 1.飲食店 山形市 七日町
味わい 1.飲食店 山形市 成沢西
L’EVAN-de-Arosso 1.飲食店 山形市 本町
すし海道　あこや町店　 1.飲食店 山形市 あこや町
すし海道　下条店 1.飲食店 山形市 下条町
すし海道　大野目店 1.飲食店 山形市 落合町
クルー 1.飲食店 山形市 七日町
イサオティーノ 1.飲食店 山形市 七日町
さわばた 1.飲食店 山形市 南館
アントンズ・カフェ 1.飲食店 山形市 馬見ケ崎
創作和食 粋酔 1.飲食店 山形市 香澄町
天ぷら天海 1.飲食店 山形市 小姓町
西洋料理TANAKA 1.飲食店 山形市 七日町
スナックルージュ 1.飲食店 山形市 七日町
スナックひらめ 1.飲食店 山形市 香澄町
Bar12 1.飲食店 山形市 本町
焼肉＆大衆アラカルト　ギャルソン 1.飲食店 山形市香澄町
二〇加屋大衆 1.飲食店 山形市 香澄町
スナック　恋華 1.飲食店 山形市 香澄町
中華料理　ねぎ坊主 1.飲食店 山形市 青田
カラオケスナック　いまから 1.飲食店 山形市 七日町
ORENO-churro 1.飲食店 山形市 香澄町
GRACE 1.飲食店 山形市 七日町
スナック・のうぶる 1.飲食店 山形市 十日町
ファッションワールドニシムラ山形嶋店 2.身回品小売 山形市 嶋南
この山道を行きし人あり 2.身回品小売 山形市 七日町
メガネのアベ 2.身回品小売 山形市 七日町
有)サンエー　（洋服のサンエー） 2.身回品小売 山形市 小白川町
ジェルシー 2.身回品小売 山形市 緑町
まちの雑貨屋　chottofutto 2.身回品小売 山形市 七日町
カンパーナ　イオン山形北店 2.身回品小売 山形市 馬見ケ崎
HAKKA山形店 2.身回品小売 山形市 七日町
alcali山形店 2.身回品小売 山形市 七日町
はたや　（有）丹野呉服店 2.身回品小売 山形市 印役町
結城屋 2.身回品小売 山形市 七日町
ブティックMIE 2.身回品小売 山形市 馬見ケ崎
ファッションハウス　こせき 2.身回品小売 山形市 灰塚
有限会社リベラル 2.身回品小売 山形市 南原町
エレガンスファンタジー（渡邊呉服店） 2.身回品小売 山形市 漆山
有限会社ワイ・エス　オアシス 2.身回品小売 山形市 沖町
ファッション ガーデン コスミオン 2.身回品小売 山形市 香澄町
SUZUTAN山形店 2.身回品小売 山形市 七日町
いわとこ商店 2.身回品小売 山形市 錦町
山形まるごと館紅の蔵　おみやげ処あがらっしゃい 3.飲食料品小売 山形市 十日町
佐藤屋　七日町店 3.飲食料品小売 山形市 七日町
ケーキハウスチュチュ 3.飲食料品小売 山形市 高堂
株式会社　岩渕茶舗 3.飲食料品小売 山形市 七日町 
有限会社　渋谷食品店 3.飲食料品小売 山形市 七日町
メゾン・ドゥ・ブレ 3.飲食料品小売 山形市 十日町
楢下宿丹野こんにゃくぐっと山形店 3.飲食料品小売 山形市 表蔵王
肉の中村 3.飲食料品小売 山形市 下条町



堀畜産有限会社 3.飲食料品小売 山形市 荒楯町
（資）スズキコーポレーション 3.飲食料品小売 山形市 宮町
株式会社杵屋本店 西田店 3.飲食料品小売 山形市 西田
パティスリーミルスリール 3.飲食料品小売 山形市 東青田
あうる 3.飲食料品小売 山形市 七日町
プチフレーズ洋菓子店 3.飲食料品小売 山形市 美畑町
Ｃｈｅｄｅｔｔｅ 3.飲食料品小売 山形市 表蔵王
老舗長榮堂　本店 3.飲食料品小売 山形市 印役町
伊熊商店 3.飲食料品小売 山形市 すげさわの丘
番番屋 3.飲食料品小売 山形市 あかねケ丘
十一屋　山交ビル店 3.飲食料品小売 山形市 香澄町
金山精米店 3.飲食料品小売 山形市 七日町
十一屋　桜田アベニュー店 3.飲食料品小売 山形市 桜田東
柴田鮮魚店 3.飲食料品小売 山形市 六日町
（株）杵屋本店　南館店 3.飲食料品小売 山形市 南館
万太商店 3.飲食料品小売 山形市 七日町
エマーブル洋菓子店 3.飲食料品小売 山形市　西田
遊友結エスパル山形店 3.飲食料品小売 山形市 香澄町
晩菊本舗 三奥屋（ＳＰＡＬ山形店） 3.飲食料品小売 山形市 香澄町
風雅山寺 3.飲食料品小売 山形市 山寺
菓子処風雅エスパル山形店 3.飲食料品小売 山形市 香澄町
ノートル クルール 3.飲食料品小売 山形市 城西町
花とお茶 鴇色 3.飲食料品小売 山形市 七日町
國井酒店 3.飲食料品小売 山形市 東原町
OSAKE　MARCHE　とうかい 3.飲食料品小売 山形市 宮町
浅野商店 3.飲食料品小売 山形市 小立
(有)池田屋酒店 3.飲食料品小売 山形市 上町
武田酒店 3.飲食料品小売 山形市 双月町
株式会社アスク　お米のたわら蔵 3.飲食料品小売 山形市 蔵王松ケ丘
地酒・ワインの店　㈱まるき 3.飲食料品小売 山形市 あこや町
wine＆spirits 石澤酒店 3.飲食料品小売 山形市 荒楯町
株式会社　深瀬商店 3.飲食料品小売 山形市 鈴川町
Wine Boutigue CASA-VINO 3.飲食料品小売 山形市 七日町
QUANTUM 3.飲食料品小売 山形市 蔵王温泉
ふるさと銘酒館　ひのきの里 3.飲食料品小売 山形市 香澄町
有限会社　ワラヤ酒店 3.飲食料品小売 山形市 江俣
茂木酒店 3.飲食料品小売 山形市 錦町
酒　石澤 3.飲食料品小売 山形市 美畑町
丹野酒店 3.飲食料品小売 山形市 谷柏
笑顔がいっぱいお酒がいっぱい須藤酒店 3.飲食料品小売 山形市 城西町
有限会社荒井酒店 3.飲食料品小売 山形市 桜田西
株式会社　中村能登屋 3.飲食料品小売 山形市 旅篭町
山形の地酒　伊東与三郎商店 3.飲食料品小売 山形市 蔵王温泉
もとさかや酒店 3.飲食料品小売 山形市 双月町
(有) 赤門 3.飲食料品小売 山形市 七日町
安倍酒店 3.飲食料品小売 山形市 沼木
フレッシュ種友 3.飲食料品小売 山形市 漆山
清川屋　山形S-PAL店 3.飲食料品小売 山形市 香澄町
有限会社 金森酒店 3.飲食料品小売 山形市 城南町
タバコヤ商店 3.飲食料品小売 山形市 肴町
La Jomon 3.飲食料品小売 山形市 平清水
だるまやラーメン南二番町店 3.飲食料品小売 山形市 南二番町



株式会社山形葡萄酒屋 3.飲食料品小売 山形市 下条町
ショッピング　ナガオカ 3.飲食料品小売 山形市 宮町
寿し処　つかさ 3.飲食料品小売 山形市 七日町
有限会社　鈴川イトウ電器 4.家電・家具・車両小売 山形市 鈴川町
山形モータース株式会社 4.家電・家具・車両小売 山形市 蔵王松ケ丘
アールあさくら 4.家電・家具・車両小売 山形市 陣場新田
マツダ電気販売(株) 4.家電・家具・車両小売 山形市 本町
株式会社エスト　エスト中央店 4.家電・家具・車両小売 山形市 小立
カーチェック本店 4.家電・家具・車両小売 山形市　伊達城
アイビー化粧品　小松営業所 5.医薬品・化粧品小売 山形市 桜町
山形第一アイビー化粧品販売株式会社 5.医薬品・化粧品小売 山形市 桧町
ポーラ  ザ  ビューティ  桜田西店　Haruru 5.医薬品・化粧品小売 山形市 桜田西
メナード化粧品　フェイシャルサロン鳥居ケ丘 5.医薬品・化粧品小売 山形市 鳥居ケ丘
山形第一アイビー化粧品 岡田営業所 5.医薬品・化粧品小売 山形市 桧町
アイビー化粧品　武田営業所 5.医薬品・化粧品小売 山形市 あこや町
ゴトウ薬局 5.医薬品・化粧品小売 山形市 本町
アイビー化粧品　営業所長　土田恭子 5.医薬品・化粧品小売 山形市 元木
山寺焼　ながせ陶房 6.その他小売 山形市 山寺
有限会社新星電器　山形店ヨシデン 6.その他小売 山形市 春日町
富岡本店 6.その他小売 山形市 七日町
(有)佐藤呉服店 6.その他小売 山形市 灰塚
まちの防災やさん　西谷 6.その他小売 山形市 本町
イエローハット山形中央店 6.その他小売 山形市 南原町
ブティック　フォーユー 6.その他小売 山形市 七日町
Zao Onsen 湯旅屋　高湯堂 6.その他小売 山形市 蔵王温泉
弐萬圓堂　山形北店 6.その他小売 山形市 馬見ケ崎
株式会社　深瀬商店　印役給油所 6.その他小売 山形市 鈴川町
山寺ほりかわ 6.その他小売 山形市 山寺
八文字屋　本店 6.その他小売 山形市 本町
弐萬圓堂　山形南店 6.その他小売 山形市 若宮
花はハナゾノ 6.その他小売 山形市 七日町
有限会社　タケダ花店 6.その他小売 山形市 あこや町
山形写真要品株式会社 6.その他小売 山形市 南原町
補聴器本舗　やまがた 6.その他小売 山形市 七日町
クマガイジテンシャ 6.その他小売 山形市 七日町
（株）辻楽器店 6.その他小売 山形市 十日町
（有）荘内屋 6.その他小売 山形市 旅篭町
七宝工房くじゃく 6.その他小売 山形市 旅篭町
デンキのイトウ 6.その他小売 山形市 江南
藤崎山形店 6.その他小売 山形市 七日町
SHINKODO Premier 山形店 6.その他小売 山形市 馬見ケ崎
北日本白衣山形(株) 6.その他小売 山形市 十日町
有限会社　明日商店 6.その他小売 山形市 青柳
KANO  メガネ＆ジュエリー 6.その他小売 山形市 七日町
株式会社丸俊 6.その他小売 山形市 流通センター
木下自転車店 6.その他小売 山形市 北山形
汽水域 6.その他小売 山形市 七日町
みつばち薬局 6.その他小売 山形市 みはらしの丘
（有）玩具問屋小関商店 6.その他小売 山形市 小姓町
石川ガーデン 6.その他小売 山形市 あけぼの
武田紙工㈱ 6.その他小売 山形市 和合町
くまざわ書店山形店 6.その他小売 山形市 香澄町



ハードオフ・オフハウス　山形南店 6.その他小売 山形市 深町
苔法師 6.その他小売 山形市 八日町
シベール　ファクトリーメゾン 6.その他小売 山形市 蔵王松ケ丘
シベールの杜北店 6.その他小売 山形市 馬見ケ崎
シベール西店 6.その他小売 山形市 清住町
シベール東店 6.その他小売 山形市 あこや町
しべーる＋カフェ 6.その他小売 山形市 本町
荒井米店 6.その他小売 山形市 双月町
アトリエアンサンブル 6.その他小売 山形市 白山
どんぐりの森　エスパル山形店 6.その他小売 山形市 香澄町
hair & make mieux（ミュー） 7.理容・美容 山形市 東原町
東原巴里院 7.理容・美容 山形市 東原町
美容室のんのん　花楯店 7.理容・美容 山形市 花楯
hair salon PARIIN　理容室 7.理容・美容 山形市 蔵王成沢
こまくさ理容所 7.理容・美容 山形市 蔵王温泉
ビュ－ティサロン華 7.理容・美容 山形市 城西町
hair salon PARIIN　美容室 7.理容・美容 山形市 蔵王成沢
美容室JAN 7.理容・美容 山形市 松見町
Hair Prescriptions 7.理容・美容 山形市 松山
脱毛エステサロンepio 7.理容・美容 山形市 幸町
理容 堺 7.理容・美容 山形市 七日町
髙崎　理容所 7.理容・美容 山形市 西田
心と身体のリラクゼーション眠れる森 7.理容・美容 山形市 南館
Grato HairMake 7.理容・美容 山形市 元木
Salvia 7.理容・美容 山形市 美畑町
Lapish　南三番町店 7.理容・美容 山形市 南三番町
Lapish　桜田店 7.理容・美容 山形市 桜田東
ヘアーズアクア  7.理容・美容 山形市 銅町
美容室青い鳥 7.理容・美容 山形市 花楯
ビューティーサロン辰巳（有） 7.理容・美容 山形市 東青田
みんなの髪ラボ 7.理容・美容 山形市 花楯
Antiquel 7.理容・美容 山形市 江南
メナードフェイシャルサロン　コテマリージェ 7.理容・美容 山形市 伊達城
モイスティーヌ サロン　ルピナス 7.理容・美容 山形市 城西町
BARBER　SHOP　BELTA 7.理容・美容 山形市 北町
小さな隠れ家サロン　La　Feuille 7.理容・美容 山形市 桜田西
CUT　IN　QWAF 7.理容・美容 山形市 飯塚町
メナードフェイシャルサロン　山形十日町 7.理容・美容 山形市 十日町
お蔵サロン　鈴空 7.理容・美容 山形市 銅町
ビューティアトリエ　シンフォニー 7.理容・美容 山形市 漆山
理容ケイクール 7.理容・美容 山形市 吉原
桐生理容室 7.理容・美容 山形市 若木
リフレックス 8.その他サービス業 山形市 桜田西
よろずや運転代行社 8.その他サービス業 山形市 香澄町
Re楽ほぐし整体＆漢方Cafe 8.その他サービス業 山形市 香澄町
美遊夢エステ　巴里院 8.その他サービス業 山形市 松原
kokoクリーニング 8.その他サービス業 山形市 渋江
”ママクリーニング小野寺よ”諏訪サービスコーナー 8.その他サービス業 山形市 十日町
”ママクリーニング小野寺よ”吉原サービスコーナー 8.その他サービス業 山形市 吉原
”ママクリーニング小野寺よ”桧町サービスコーナー 8.その他サービス業 山形市 桧町
フォトイシヤマ 8.その他サービス業 山形市 荒楯町
パーソナルエステティックサロン　ReBorn 8.その他サービス業 山形市 成沢西



アジアンビュ－ティ－＆リラクゼ－ション　ジョンダ－ナ 8.その他サービス業 山形市 六日町
Photo Studioいのせんと 8.その他サービス業 山形市 中桜田
Relaxation Space ユタカフェ 8.その他サービス業 山形市 芳野
スーパー銭湯 テルメ 8.その他サービス業 山形市 南原町
HOT　YOGA　＆　FITNESS　GILL　桧町店 8.その他サービス業 山形市 桧町
TRAINING BASE GILL 西田店 8.その他サービス業 山形市 西田
アトリエミトン 8.その他サービス業 山形市 上町
ペットライフサポートふぅ 8.その他サービス業 山形市 青田南
カーチェック山形大野目店 8.その他サービス業 山形市 伊達城
カーチェック立谷川店 8.その他サービス業 山形市 漆山伊達城
キューピットクリーニングヨークベニマル落合店 8.その他サービス業 山形市 落合町
カイロプラクティックわらく 8.その他サービス業 山形市 上町
キューピットクリーニングヨークベニマル成沢店 8.その他サービス業 山形市 成沢西
キューピットクリーニングヨークベニマル深町店 8.その他サービス業 山形市 深町
キューピットクリーニングヤマザワ清住店 8.その他サービス業 山形市 清住町
株式会社　エル・バード 8.その他サービス業 山形市 東山形
キューピットクリーニングヤマザワ蔵王駅前店 8.その他サービス業 山形市 松原
キューピットクリーニングツルハ鉄砲町店 8.その他サービス業 山形市 鉄砲町
キューピットクリーニングヨークベニマル南館店 8.その他サービス業 山形市 南館西
Re・楽（りらく）Beauty 8.その他サービス業 山形市 香澄町
キューピットクリーニングあさひ町店 8.その他サービス業 山形市 小白川町
キューピットクリーニング生協東原店 8.その他サービス業 山形市 東原町
CASA DE YOSHI 8.その他サービス業 山形市 十日町
Body care salon mizizi 8.その他サービス業 山形市 馬見ケ崎
DRY HEAD SPA hitotoki 8.その他サービス業 山形市 城西町
山寺観光タクシー株式会社　本社営業所 9.その他 山形市 落合町
株式会社アトムプロダクション 9.その他 山形市 富の中
湯の花茶屋　新左衛門の湯 9.その他 山形市 蔵王温泉
政田貴金属店 9.その他 山形市 香澄町
相互タクシー 9.その他 山形市 錦町



天童市
店舗名 業種 所在 完売

おそば・焼鳥・うまいもの　たか松 1.飲食店 天童市 田鶴町
モスバーガー　天童店 1.飲食店 天童市 山本
なか卯　天童店 1.飲食店 天童市 山元
竹蔵蕎麦　やま竹 1.飲食店 天童市 久野本
そば処　泰光 1.飲食店 天童市 奈良沢甲
上海厨房　天童店 1.飲食店 天童市 桜町
Ice cafe 弘水-KOSUI-(赤塚製氷） 1.飲食店 天童市 東本町
スナックピンクパンサー 1.飲食店 天童市 鎌田本町
有限会社　とうかいりん　※おながま 1.飲食店 天童市 荒谷
優勝軒　天童店 1.飲食店 天童市 久野本
宝寿司あぐら 1.飲食店 天童市 中里
スナック静花 1.飲食店 天童市 鎌田本町
農家直売所　むぎわらぼうし 1.飲食店 天童市 蔵増
そば処　あきばや 1.飲食店 天童市 長岡
居酒屋バル　まりぼう 1.飲食店 天童市 南町
山形フレンチ　シェ・ボン 1.飲食店 天童市 桜町
鮨浜漁 1.飲食店 天童市 久野本
割烹　晃月 1.飲食店 天童市 天童中
味香食堂 1.飲食店 天童市 老野森
手打　水車生そば 1.飲食店 天童市 鎌田本町
そば処　丁才 1.飲食店 天童市 成生
そば処　伊籐屋 1.飲食店 天童市 三日町
旬彩　ふく料理　縁むすび 1.飲食店 天童市 泉町
遊食酒場　カリス 1.飲食店 天童市 鎌田本町
とんかつ　三州屋 1.飲食店 天童市 糠塚
中国料理　茶茶茶 1.飲食店 天童市 久野本
居酒屋やま喜 1.飲食店 天童市 東本町
手打ちそば　やまぶき 1.飲食店 天童市 荒谷
髙橋製麺所 1.飲食店 天童市 芳賀タウン北
居酒屋　参男房 1.飲食店 天童市 駅西
かぐら寿司 1.飲食店 天童市 久野本
トラットリアアンドバールピントピージョ 1.飲食店 天童市 東本町
イオンモール天童　Pino　rosso 1.飲食店 天童市 芳賀タウン北
そば処 吉野屋 1.飲食店 天童市 老野森
ナチュラル 1.飲食店 天童市 鎌田本町
大盛や　もり達　天童店 1.飲食店 天童市 北目
一保堂 1.飲食店 天童市 五日町
ジャパニーズフレーバー 1.飲食店 天童市 鎌田
麺屋　いばらき 1.飲食店 天童市 北目
山形そば居酒屋　七色 1.飲食店 天童市 鎌田本町
大衆焼肉酒場けむすけ天童店 1.飲食店 天童市 東本町
王様の焼肉くろぬま 天童店 1.飲食店 天童市 乱川
Le Bar Suzuki 1.飲食店 天童市 鎌田本町
M.and.B株式会社 1.飲食店 天童市 本町
寿司　ますみや 1.飲食店 天童市 北久野本
カジュアル 1.飲食店 天童市 鎌田本町
スナック　フレア 1.飲食店 天童市 鎌田本町
飲み喰い処　はな〇 1.飲食店 天童市 泉町
中国料理　美香蘭 1.飲食店 天童市 交り江



うおいち　飲み喰い処 1.飲食店 天童市 東本町
楓製麺所 1.飲食店 天童市 東長岡
Girl's Bar Avenir 1.飲食店 天童市 鎌田本町
㈱ロビン 2.身回品小売 天童市 南町
ファッションワールドニシムラ天童店 2.身回品小売 天童市 桜町
ラ・カーサ天童店 2.身回品小売 天童市 芳賀タウン南
ワコールショップ　キャット 2.身回品小売 天童市 東本町
手芸の店　ヒロキヤ 2.身回品小売 天童市 老野森
アトリエ・オルバス 2.身回品小売 天童市 南町
ムッシュ・オルバス 2.身回品小売 天童市 東本町
レディースショップ　三枝 2.身回品小売 天童市 東本町
天童プップ 2.身回品小売 天童市 清池
イオンモール天童　バラエティショップベル 2.身回品小売 天童市 芳賀タウン北
川原子酒店 3.飲食料品小売 天童市 老野森
ティータイムを楽しくする店　お茶の緑茶園 3.飲食料品小売 天童市 久野本
酒舗　さかぐち 3.飲食料品小売 天童市 三日町
（有）今野忠司商店 3.飲食料品小売 天童市 干布
デリ・フィッシュマイル 3.飲食料品小売 天童市 天童中
（有）黄木商店　001おうき 3.飲食料品小売 天童市 大清水
丸十仲野酒店 3.飲食料品小売 天童市 一日町
株式会社マルタイ 3.飲食料品小売 天童市 山口
さんご商店 3.飲食料品小売 天童市 川原子
菓子のハヤシ 3.飲食料品小売 天童市 三日町
だんごと煎餅の店　みよまつ 3.飲食料品小売 天童市 柏木町
熊澤商店 3.飲食料品小売 天童市 窪野目
パティスリー　kanzakiya 3.飲食料品小売 天童市 芳賀タウン南
すし海道　天童店 3.飲食料品小売 天童市 久野本
ヤマグチデンキ 4.家電・家具・車両小売 天童市 東本町
有限会社双葉電機商会 4.家電・家具・車両小売 天童市 三日町
双葉電機　久野本店 4.家電・家具・車両小売 天童市 北久野本
双葉電機　天童店 4.家電・家具・車両小売 天童市 老野森
ビューティーショップ　マツダ 5.医薬品・化粧品小売 天童市 老野森
けんこう堂薬局 5.医薬品・化粧品小売 天童市 老野森
シナリーGromit営業所 5.医薬品・化粧品小売 天童市 本町
ノエビア Beauty Studio セニュム 5.医薬品・化粧品小売 天童市 一日町
アイビー化粧品 5.医薬品・化粧品小売 天童市 中里
将棋むら　天童タワー 6.その他小売 天童市 久野本
天童市物産センター 6.その他小売 天童市 本町
鈴木金物店 6.その他小売 天童市 北久野本
（有）小出大佛 6.その他小売 天童市 三日町
（有）ちぐさ花店 6.その他小売 天童市 三日町
荒井時計店 6.その他小売 天童市 本町
株式会社新光堂　本店 6.その他小売 天童市 南町
アミエスポーツ 6.その他小売 天童市 小関
ヴェールタカハシ 6.その他小売 天童市 三日町
有限会社　陶美苑 6.その他小売 天童市 糠塚
事務機プラザ　新月堂 6.その他小売 天童市 本町
福田時計店 6.その他小売 天童市 本町
木の下商店 6.その他小売 天童市 鎌田本町
第一石油株式会社 6.その他小売 天童市 本町
ローリングパークナカノ 6.その他小売 天童市 東久野本
シベールの杜天童店 6.その他小売 天童市 鍬ノ町



美容室のんのん　交り江店 7.理容・美容 天童市 小関
メナードフェイシャルサロンカプリコンパークス 7.理容・美容 天童市 高擶
美容室 美楽留 7.理容・美容 天童市 本町
クリーニング屋さん　天童南店 8.その他サービス業 天童市 南町
癒しの空間　ゴットハンド 8.その他サービス業 天童市 東本町
有限会社 天童運転代行社 8.その他サービス業 天童市 糠塚
キューピットクリーニングヨークベニマル天童店 8.その他サービス業 天童市 南町
山寺観光タクシー株式会社　天童営業所 9.その他 天童市 長岡北
天童タクシー株式会社 9.その他 天童市 東本町



上山市
店舗名 業種 所在 完売

cafe koikoi 1.飲食店 上山市 金生東
蔵王猿倉レストハウス 1.飲食店 上山市 蔵王
宴庭 はやと 1.飲食店 上山市 二日町
鮨 扇 1.飲食店 上山市 金生
Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ ＪＡＭ 1.飲食店 上山市 栄町
あぶらや 1.飲食店 上山市 栄町
蕎麦処一休 1.飲食店 上山市 鶴脛町
中華料理信 1.飲食店 上山市 石崎
寿司万龍 1.飲食店 上山市 十日町
天竜飯店 1.飲食店 上山市 二日町
八千代食堂 1.飲食店 上山市 二日町
熱烈中華○武 1.飲食店 上山市 金生東
（有）五十番食堂 1.飲食店 上山市 矢来
すし海道　上山店 1.飲食店 上山市 美咲町
（有）松茶庵 1.飲食店 上山市 河崎
橋本ふとん店 2.身回品小売 上山市 三本松
弐萬圓堂上山店 2.身回品小売 上山市 矢来
桜井糸ボタン店 2.身回品小売 上山市 矢来
だんご本舗　たかはし 3.飲食料品小売 上山市 矢来
山形屋酒店 3.飲食料品小売 上山市 矢来
山小酒店 3.飲食料品小売 上山市 十日町
(有)島津商店 3.飲食料品小売 上山市 十日町
(有)大國屋 3.飲食料品小売 上山市 二日町
丸内牛肉店 3.飲食料品小売 上山市 矢来
十五屋本店 3.飲食料品小売 上山市 十日町
阿波屋酒店 3.飲食料品小売 上山市 新丁
利久堂 3.飲食料品小売 上山市 新丁
有限会社タケダワイナリー 3.飲食料品小売 上山市 四ツ谷
粟野豆腐店 3.飲食料品小売 上山市 楢下
株式会社マルソウたかはし 3.飲食料品小売 上山市 十日町
篠原精肉店 3.飲食料品小売 上山市 新丁
笹長食品 3.飲食料品小売 上山市 長清水
十一屋　上山店 3.飲食料品小売 上山市 南町
肉のあべ 3.飲食料品小売 上山市 南町
有限会社　黒田薬局 5.医薬品・化粧品小売 上山市 十日町
カガミ サイクル 6.その他小売 上山市 矢来
有限会社花忠 6.その他小売 上山市 沢丁
(有)タカハシ金物 6.その他小売 上山市 南町
㈱清水屋 6.その他小売 上山市 十日町
鍋屋 6.その他小売 上山市 十日町
スナップオン大沢 6.その他小売 上山市 金生西
木村製材所 6.その他小売 上山市 久保川
つかさ花店 6.その他小売 上山市金生西
千草理容所 7.理容・美容 上山市 十日町
美容室シュシュ 7.理容・美容 上山市 矢来
美容室ビート 7.理容・美容 上山市 朝日台
Dogsalon M-Heart 8.その他サービス業 上山市 沢丁
株式会社　上山タクシー 9.その他 上山市 八日町
㈱上山温泉ホテルあづま屋（別館ふじや旅館） 9.その他 上山市 新湯



名人の湯 9.その他 上山市 湯町
木村観光果樹園 9.その他 上山市 皆沢



山辺町
店舗名 業種 所在 完売

焼肉  丸正 1.飲食店 山辺町 山辺
とりてん。 1.飲食店 山辺町 山辺
景四季彩々　紅ほたる 1.飲食店 山辺町 根際
居酒屋　こんの 1.飲食店 山辺町 近江
まるはま魚店 1.飲食店 山辺町 大寺
お惣菜とお食事の店　ヤマキチ 1.飲食店 山辺町 山辺
ももじ 1.飲食店 山辺町 大塚
長寿庵 1.飲食店 山辺町 山辺
雑貨　石澤 2.身回品小売 山辺町 山辺
フレッド 2.身回品小売 山辺町 山辺
（有）石沢布団店 2.身回品小売 山辺町 山辺
有限会社 ニット・ワイズ 2.身回品小売 山辺町 山辺
カスタムテーラー田尻 2.身回品小売 山辺町 山辺
あッたか工房 3.飲食料品小売 山辺町 山辺
珍味のヨシダ 3.飲食料品小売 山辺町 要害
佐藤酒店 3.飲食料品小売 山辺町 大寺
すし海道　山辺店 3.飲食料品小売 山辺町 山辺
（株）奥山商店 6.その他小売 山辺町 山辺
有限会社　M・J 6.その他小売 山辺町 緑ケ丘
フラワー  こすもす 6.その他小売 山辺町 山辺
（株）石山油店 6.その他小売 山辺町 山辺
桝久 6.その他小売 山辺町 山辺
ビューティーサロン真璃 7.理容・美容 山辺町 近江
理容しんちょう 7.理容・美容 山辺町 山辺
Mon.ange 8.その他サービス業 山辺町 山辺



中山町
店舗名 業種 所在 完売

らーめん天将 1.飲食店 中山町 長崎
和風れすとらん むら熊 1.飲食店 中山町 長崎
和食処花まる 1.飲食店 中山町 長崎
メガネ・時計・アクセサリー　コマツ 2.身回品小売 中山町 長崎
ファミリータウン・ハラ 2.身回品小売 中山町 長崎
安田製パン所 3.飲食料品小売 中山町 長崎
かくた商店 3.飲食料品小売 中山町 長崎
かくた商店　梅ヶ枝町店 3.飲食料品小売 中山町 長崎
黒沼畜産株式会社 3.飲食料品小売 中山町 長崎
スキンケアショップ　わたなべ 5.医薬品・化粧品小売 中山町 長崎
人をつなぐおもちゃ屋ふわり 6.その他小売 中山町 長崎
（有）鎌上農機具店 6.その他小売 中山町 柳沢
菊地クリーニング 8.その他サービス業 中山町 長崎
寒河江タクシー株式会社　長崎営業所 9.その他 中山町 長崎



寒河江市
店舗名 業種 所在 完売

モスバーガー　寒河江店 1.飲食店 寒河江市 西根
レストランバーJun 1.飲食店 寒河江市 本町
のみくい処幸生 1.飲食店 寒河江市 本町
旬味　かくれや楽 1.飲食店 寒河江市 中央
和ダイニング遊季 1.飲食店 寒河江市 南町
はちの屋 1.飲食店 寒河江市 日田
レストラン・バー　ワンナップ 1.飲食店 寒河江市 本町
福屋そばや 1.飲食店 寒河江市 本町
CoffeeRoaster&Cafe  culmino 1.飲食店 寒河江市 寒河江
食事処たかの 1.飲食店 寒河江市 六供町
寿司一ばん　寒河江 1.飲食店 寒河江市 本町
（株）陣屋六兵衛 1.飲食店 寒河江市 本町
皿谷食堂 1.飲食店 寒河江市 本町
Food Bar び～しゃいん 1.飲食店 寒河江市 本町
TAVERN 1.飲食店 寒河江市 本町
29cafe KIRAKU 1.飲食店 寒河江市 寒河江
すし長 1.飲食店 寒河江市 元町
カクテルパブ  OHARA 1.飲食店 寒河江市 本町
M 1.飲食店 寒河江市 南町
大盛り食堂　わいわい亭 1.飲食店 寒河江市 寒河江
そば処　七色 1.飲食店 寒河江市 幸町
すし銀 1.飲食店 寒河江市 新山
レストランGEA0053（イタリアン） 1.飲食店 寒河江市 元町
弦円庵（和食処） 1.飲食店 寒河江市 元町
和工房ひらく 1.飲食店 寒河江市 本町
和食のみせ　パリから来た和 1.飲食店 寒河江市 元町
JEEN'S TABLE 1.飲食店 寒河江市 本町
甜蜜蜜 1.飲食店 寒河江市 本町
らら亭　寒河江店 1.飲食店 寒河江市 丸内
アダチフーズ有限会社　修ちゃんラーメン　寒河江店 1.飲食店 寒河江市 島
のみくい処幸生 1.飲食店 寒河江市 本町
ファッションワールドニシムラ寒河江店 2.身回品小売 寒河江市 本楯
ブティック　パピヨン 2.身回品小売 寒河江市 本町
ブティック　絵里香 2.身回品小売 寒河江市 本町
株式会社　島屋 2.身回品小売 寒河江市 本町
ファッションハウス・マイムmy夢 2.身回品小売 寒河江市 本町
GEA1（ファッション） 2.身回品小売 寒河江市 元町
GEA2（雑貨） 2.身回品小売 寒河江市 元町
煎餅工房さがえ屋 本店 3.飲食料品小売 寒河江市 越井坂町
卯月製麺　直営店 3.飲食料品小売 寒河江市 本町
お菓子の工場直売店　シャトレーゼ寒河江店 3.飲食料品小売 寒河江市 小沼町
酒専門店　たかしま屋 3.飲食料品小売 寒河江市 小沼町
焼き立てパンの店  ロッキー 3.飲食料品小売 寒河江市 小沼町
阿部畜産精肉店 3.飲食料品小売 寒河江市 中央
肉のくろぬま寒河江店 3.飲食料品小売 寒河江市 内ノ袋
とうふ工房　清流庵 3.飲食料品小売 寒河江市 下河原
スパイス屋tikka 3.飲食料品小売 寒河江市 南町
株式会社　吉見電器店 4.家電・家具・車両小売 寒河江市 寒河江
イエローハットヤマザワ寒河江プラザ店 6.その他小売 寒河江市 寒河江



鈴木与吉商店 6.その他小売 寒河江市 日田
有限会社　すずか園 6.その他小売 寒河江市 中央
リサイクル・骨董  買取販売　久Q 6.その他小売 寒河江市 本町
クサカベ石油株式会社 6.その他小売 寒河江市 中央
シベール寒河江店 6.その他小売 寒河江市 ほなみ
カット＆エステサロン　まきの床屋 7.理容・美容 寒河江市 本町
ヘアーサロン東光ビリーブ 7.理容・美容 寒河江市 横道
美容室  エル 7.理容・美容 寒河江市 本町
伊世理容 7.理容・美容 寒河江市 清助新田
美容室のんのん　寒河江店 7.理容・美容 寒河江市 寒河江
Ｒｅｐｏｓｅ 7.理容・美容 寒河江市 丸内
大沼理容 7.理容・美容 寒河江市 白岩
有限会社　高雄自動車 8.その他サービス業 寒河江市 寒河江
ネイルサロン　Be fun!! 8.その他サービス業 寒河江市 中郷
快筋堂  寒河江店 8.その他サービス業 寒河江市 丸内
こり・ほぐし  グット・ラク 8.その他サービス業 寒河江市 本町
㈱雅代行 8.その他サービス業 寒河江市 中央
株式会社山形ツーリスト 8.その他サービス業 寒河江市 元町
キューピットクリーニングヨークベニマル寒河江店 8.その他サービス業 寒河江市 寒河江
ふれあい代行社 8.その他サービス業 寒河江市 高屋
中央タクシー株式会社 9.その他 寒河江市 本町
寒河江タクシー株式会社　本社営業所 9.その他 寒河江市 元町



河北町
店舗名 業種 所在 完売

味処　湯楽亭 1.飲食店 河北町 谷地
スナック　あかり 1.飲食店 河北町 谷地
紀の代寿司　本店 1.飲食店 河北町 谷地甲
お食事処　葵 1.飲食店 河北町 谷地
中華料理　紅華楼 1.飲食店 河北町 谷地中央
呑み処　美のたけ 1.飲食店 河北町 谷地甲
炭火焼き　たかなし 1.飲食店 河北町 谷地甲
有限会社　カネコメガネ倶楽部 2.身回品小売 河北町 谷地中央
すいみんハウスふじやっこ 2.身回品小売 河北町 谷地己
銀の海苔弁　河北町谷地中央店 3.飲食料品小売 河北町 谷地中央
(有)肉の松月 3.飲食料品小売 河北町 谷地己
酒のクサカベ 3.飲食料品小売 河北町 谷地
すずき青果店 3.飲食料品小売 河北町 谷地幸
(株)うろこや総本店　谷地支店 3.飲食料品小売 河北町 谷地中央
有限会社　やまよ鮮魚店 3.飲食料品小売 河北町 谷地 甲
矢ノ目 糀屋 3.飲食料品小売 河北町 谷地甲
竹屋商店 3.飲食料品小売 河北町 溝延
株式会社丹野商店 3.飲食料品小売 河北町 溝延
酒屋源八 3.飲食料品小売 河北町谷地
高島商店 3.飲食料品小売 河北町　谷地
すし海道　河北店 3.飲食料品小売 河北町 谷地
港屋花店 6.その他小売 河北町 谷地中央
アロマ&植物療法　kamikobuchi 6.その他小売 河北町 谷地丙
石山商店 6.その他小売 河北町 谷地己
ヘアーサロン　トシヤ 7.理容・美容 河北町 西里
理容カタギリ 7.理容・美容 河北町 谷地甲
カットハウス  アキバ 7.理容・美容 河北町 谷地荒町東
ちょっきーず　河北店 7.理容・美容 河北町 谷地
べに花温泉　ひなの湯 9.その他 河北町 谷地
株式会社葉山タクシー 9.その他 河北町 谷地甲



西川町
店舗名 業種 所在 完売

手打そば　杉乃屋 1.飲食店 西川町 吉川
山菜料理　出羽屋 1.飲食店 西川町 間沢
美味しんぼ  あきば 1.飲食店 西川町 間沢
十三時 1.飲食店 西川町 睦合丙
マルハル　さとう 2.身回品小売 西川町 海味
（株）黒坂商店 3.飲食料品小売 西川町 間沢
あらき精肉店 3.飲食料品小売 西川町 間沢
菓子処  松月 3.飲食料品小売 西川町 間沢
(資)虎屋西川工場　月山トラヤワイナリー 3.飲食料品小売 西川町 吉川
株式会社　吉見電器店 4.家電・家具・車両小売 西川町 海味
竹屋商店 6.その他小売 西川町 海味
国井商店 6.その他小売 西川町 海味
木村セトモノ店 6.その他小売 西川町 水沢
理容  キクチ 7.理容・美容 西川町 間沢
民宿  大原 9.その他 西川町 大井沢



朝日町
店舗名 業種 所在 完売

ロイフェン 3.飲食料品小売 朝日町 宮宿
今井七蔵商店 3.飲食料品小売 朝日町 宮宿
(有)近江屋 6.その他小売 朝日町 宮宿
ゆき理容 7.理容・美容 朝日町 宮宿
吉田タクシー 9.その他 朝日町 宮宿
Ａsahi自然観 9.その他 朝日町 白倉



大江町
店舗名 業種 所在 完売

やきとり千客 1.飲食店 大江町 左沢
旬彩亭　龍馬 1.飲食店 大江町 本郷己
casette 1.飲食店 大江町 藤田
中華食堂　百番 1.飲食店 大江町 藤田
安藤洋品店 2.身回品小売 大江町 左沢
鈴木商店 3.飲食料品小売 大江町 藤田
武田八百屋 3.飲食料品小売 大江町 左沢
中島屋 3.飲食料品小売 大江町 小見
株式会社マルキ佐藤商店 3.飲食料品小売 大江町 左沢
庄司豆腐店 3.飲食料品小売 大江町 左沢
大久商店 6.その他小売 大江町 月布
ヘアーサロン　サクマ 7.理容・美容 大江町 左沢
大江町まちなか交流館  ATERA 8.その他サービス業 大江町 左沢
のびのびストレッチ 8.その他サービス業 大江町 本郷戊
（有）白田石材 9.その他 大江町 左沢



村山市
店舗名 業種 所在 完売

手打ち塾　瀧田 1.飲食店 村山市 河島乙
串幸 1.飲食店 村山市 楯岡荒町
カフェレストランめもりい 1.飲食店 村山市 楯岡晦日町
天金寿し 1.飲食店 村山市 楯岡十日町
手打蕎麦　おんどり 1.飲食店 村山市 山の内
肉料理　あんどう 1.飲食店 村山市 楯岡新町
味の実家 1.飲食店 村山市 楯岡俵町
ハリス食堂 1.飲食店 村山市 楯岡北町
若葉食堂 1.飲食店 村山市 楯岡二日町
多津美　寿司碁点 1.飲食店 村山市 碁点
弁菜店 1.飲食店 村山市 碁点
お食事の店　満月 1.飲食店 村山市 楯岡十日町
すしの市場大漁 1.飲食店 村山市 中央
居酒屋まだこえちゃ 1.飲食店 村山市 楯岡五日町
カフェアルドーレ 1.飲食店 村山市 楯岡五日町
よしや呉服店 2.身回品小売 村山市 楯岡楯
クアハウス碁点売店 3.飲食料品小売 村山市 碁点
名和鮮魚店 3.飲食料品小売 村山市 楯岡五日町
滝田商店 3.飲食料品小売 村山市 河島乙
有限会社　松田製麺所 3.飲食料品小売 村山市 大久保甲
株式会社　ドメーヌ　ウロコヤ 3.飲食料品小売 村山市 楯岡新町
デリバリープラザ　グッド 3.飲食料品小売 村山市 楯岡荒町
(有)油屋 3.飲食料品小売 村山市 楯岡晦日町
御菓子司 松月堂 布川 3.飲食料品小売 村山市 楯岡十日町
すし海道　村山店 3.飲食料品小売 村山市 楯岡十日町
カリッジュ　村山店 3.飲食料品小売 村山市 楯岡十日町
マルワ電器店 4.家電・家具・車両小売 村山市 楯岡二日町
花 5.医薬品・化粧品小売 村山市 湯野沢
道の駅　むらやま 6.その他小売 村山市 楯岡
富士　スポーツ　村山店 6.その他小売 村山市 楯岡新町
有限会社北村山ホールディングス 6.その他小売 村山市 楯岡俵町
村山酒販協同組合 6.その他小売 村山市 中央
佐藤石材店　Rose Stone 6.その他小売 村山市 楯岡笛田
来夢　美容室 7.理容・美容 村山市 河島山
美容室　coral　コーラル 7.理容・美容 村山市 楯岡新町
ヘアーモードサロンミハル 7.理容・美容 村山市 楯岡晦日町
ちょっきーず　村山店 7.理容・美容 村山市 楯岡十日町
ＵＷＩＬＡ 8.その他サービス業 村山市 湯野沢
クアハウス碁点ＳＰＡプール 9.その他 村山市 碁点



東根市
店舗名 業種 所在 完売

モスバーガー　さくらんぼ東根駅前店 1.飲食店 東根市 さくらんぼ駅前
なか卯　さくらんぼ東根駅前店 1.飲食店 東根市 さくらんぼ駅前
昭和ホルモン亭 さくらんぼ東根駅前店 1.飲食店 東根市 さくらんぼ駅前
味の店わらべ 1.飲食店 東根市 神町南
ビアパブ市民快館 1.飲食店 東根市 神町中央
ナイトイリュージョン魅衣 1.飲食店 東根市 神町中央
味わい処　もと木 1.飲食店 東根市 神町南
農ｈａｃｏ 1.飲食店 東根市 羽入
ナイトパブ　蘭 1.飲食店 東根市 神町南
やきとり与次郎 1.飲食店 東根市 四ツ家
スナックCarry 1.飲食店 東根市 神町東
トレンタ東根店 1.飲食店 東根市 中央
ラーメン三昧　勘鳥居 1.飲食店 東根市 神町東
山形屋　魚店 1.飲食店 東根市 神町中央
お食事処　やまでん 1.飲食店 東根市 神町中央
そばと酒　まるよし 1.飲食店 東根市 中央南
料理仕出し　青野 1.飲食店 東根市 長瀞
焼肉日和 1.飲食店 東根市 中央西
すし屋の中川 1.飲食店 東根市 温泉町
パブ長助 1.飲食店 東根市 神町南
やきとり茂八 1.飲食店 東根市 三日町
中華食道  心風亭 1.飲食店 東根市 温泉町
やきとり　鳥豚 1.飲食店 東根市 神町東
東華楼 1.飲食店 東根市 温泉町
サン・スーシ 1.飲食店 東根市 神町南
焼肉　萬福 1.飲食店 東根市 神町南
酒と串かつのたぬき家 1.飲食店 東根市 神町中央
とんかつ山道 1.飲食店 東根市 宮崎
つるよしそば 1.飲食店 東根市 蟹沢
オイッティマルシャン 1.飲食店 東根市 中央南
スナック珈琲屋 1.飲食店 東根市 神町南
海鮮居酒屋　磯 1.飲食店 東根市 神町中央
和風レストランまるまつ　東根店 1.飲食店 東根市 さくらんぼ駅前
そば酒房　じゅうご 1.飲食店 東根市 中央
山下食堂 1.飲食店 東根市 温泉町
居食ダイニング　楽や 1.飲食店 東根市 温泉町
やきとり大吉東根店 1.飲食店 東根市 大森
串処BEN-ZAI-TEN． 1.飲食店 東根市 神町中央
エアポートキッチン欅 1.飲食店 東根市 羽入
東北スターラ 1.飲食店 東根市 中央
パブキャンドル 1.飲食店 東根市 神町中央
和食葉月 1.飲食店 東根市 中央
拉麺ひなた 1.飲食店 東根市 神町西
らーめん喜の人 1.飲食店 東根市 羽入
有限会社　くめや 2.身回品小売 東根市 本町
早川時計店 2.身回品小売 東根市 神町中央
壽屋寿香蔵 3.飲食料品小売 東根市 本町
ドリーテマルシャン 3.飲食料品小売 東根市 さくらんぼ駅前
肉の土田 3.飲食料品小売 東根市 神町中央



株式会社　うろこや総本店　東根店 3.飲食料品小売 東根市 さくらんぼ駅前
原田酒店 3.飲食料品小売 東根市 本丸南
佐藤錦 3.飲食料品小売 東根市 三日町
菓子工房　ほていや 3.飲食料品小売 東根市 神町東
株式会社木村ストア 3.飲食料品小売 東根市 神町東
(有)古瀬商店 3.飲食料品小売 東根市 温泉町
文四郎麸 3.飲食料品小売 東根市 六田
奥山精肉店 3.飲食料品小売 東根市 中央西
東根フルーツワイン 3.飲食料品小売 東根市 大江新田
すし海道　東根店 3.飲食料品小売 東根市 中央
梅津電器 4.家電・家具・車両小売 東根市 長瀞
(有)天野電器 4.家電・家具・車両小売 東根市 三日町
有限会社　大江一二商店 6.その他小売 東根市 関山
有限会社武田商店 6.その他小売 東根市 神町中央
弐萬圓堂東根店 6.その他小売 東根市 さくらんぼ駅前
関商店 6.その他小売 東根市 板垣中通り
モモヤ花店 6.その他小売 東根市 本丸南
メガネ・時計・補聴器タカハシ 6.その他小売 東根市 中央
後藤自転車店 6.その他小売 東根市 神町中央
アミエスポーツ東根店 6.その他小売 東根市 中央南
コンアンフィー美容室 7.理容・美容 東根市 鷺ノ森
つかさ理容室 7.理容・美容 東根市 神町南
ちょっきーず　東根中央店 7.理容・美容 東根市 宮崎
BARBER TETSUYA　バーバーテツヤ 7.理容・美容 東根市 野田
ナチュラルサロンBeautyCharge 7.理容・美容 東根市 蟹沢
㈱東根交通 8.その他サービス業 東根市 温泉町
有限会社クリーニングせいの 8.その他サービス業 東根市 本町
有限会社　カーセンター阿部 8.その他サービス業 東根市 羽入
よくなる整体院 東根 8.その他サービス業 東根市 大林
有限会社　東陽自動車 8.その他サービス業 東根市 温泉町
ビューティーサロン　ｏｈａｎａ 8.その他サービス業 東根市 蟹沢
有限会社　天野自動車 8.その他サービス業 東根市 本丸北
東根カイロプラクティック健美館 8.その他サービス業 東根市 神町北
株式会社　神町タクシー 9.その他 東根市 神町北
ボウル モデルノ 9.その他 東根市 蟹沢



尾花沢市
店舗名 業種 所在 完売

ぼでごん亭 1.飲食店 尾花沢市 新町
胡桃の木 1.飲食店 尾花沢市 梺町
お食事処磯 1.飲食店 尾花沢市 梺町
ファッションストリートまるしめ 2.身回品小売 尾花沢市 中町
株式会社うろこや総本店 3.飲食料品小売 尾花沢市 尾花沢
有限会社　酒房やさく 3.飲食料品小売 尾花沢市 六沢
酒の館　大類＆杵屋　尾花沢店 3.飲食料品小売 尾花沢市 上町
大正ろまん館 3.飲食料品小売 尾花沢市 上柳渡戸
鈴乃園 3.飲食料品小売 尾花沢市 上町
農事組合法人　ドメーヌ楽酒楽粋 3.飲食料品小売 尾花沢市 横町
TENPRESS 3.飲食料品小売 尾花沢市 横町
有限会社　尾崎 3.飲食料品小売 尾花沢市 鶴巻田
有限会社　寒月堂 3.飲食料品小売 尾花沢市 中町
すし海道　尾花沢店 3.飲食料品小売 尾花沢市 上町
有限会社　ぱんどら 3.飲食料品小売 尾花沢市 新町
マズルカ 5.医薬品・化粧品小売 尾花沢市 中町
株式会社　富士スポーツ 6.その他小売 尾花沢市 新町
株式会社  文長 6.その他小売 尾花沢市 若葉町
尾花沢生花店 6.その他小売 尾花沢市 梺町
太田燃料店 6.その他小売 尾花沢市 上町
エンゼル美容室 7.理容・美容 尾花沢市 新町
ルージュ美容室 7.理容・美容 尾花沢市 新町
かず美容室 7.理容・美容 尾花沢市 名木沢
(有)斉藤自動車整備工場 8.その他サービス業 尾花沢市 新町
ほぐし屋　楽園 8.その他サービス業 尾花沢市 上町
（株）尾花沢タクシー 9.その他 尾花沢市 上町



大石田町
店舗名 業種 所在 完売

創作DININGがぁでん 1.飲食店 大石田町 大石田甲
遠藤衣料店 2.身回品小売 大石田町 大石田甲
たかはし酒店 3.飲食料品小売 大石田町 横山
あおいそら 3.飲食料品小売 大石田町 横山
カクイチ商店 3.飲食料品小売 大石田町 大石田丁
あったまりランド深堀　温泉館売店 3.飲食料品小売 大石田町 豊田
有限会社　ぱんどら 3.飲食料品小売 大石田町 駅前通り
エステクリニック  エミ 5.医薬品・化粧品小売 大石田町 大石田甲
有限会社　ふとんのニトベ 6.その他小売 大石田町 大石田乙
美容室Bean´s 7.理容・美容 大石田町 大石田丁
hair studio HEART 7.理容・美容 大石田町 横山
㈱東雲観光グループ 8.その他サービス業 大石田町 大石田乙



新庄市
店舗名 業種 所在 完売

モスバーガー　新庄店 1.飲食店 新庄市 五日町
とん八 新庄駅東口店 1.飲食店 新庄市 金沢
ＪｕＪｕ・マルシェ 1.飲食店 新庄市 本町
バルDE酒場MARU 1.飲食店 新庄市 沖の町
りんご苑　新庄店 1.飲食店 新庄市 金沢
手打ちそば和食樵 1.飲食店 新庄市 鳥越
Drinks Jockey 1.飲食店 新庄市 若葉町
新国亭 1.飲食店 新庄市 沼田町
焼肉ホルモン喜て家 1.飲食店 新庄市 鉄砲町
トラットリア　ノンノ 1.飲食店 新庄市 本合海
ダイニングバー　Hidamari 1.飲食店 新庄市 若葉町
キーポイント 1.飲食店 新庄市 沖の町
新旬屋本店 1.飲食店 新庄市 沖の町
BAR 634 1.飲食店 新庄市 若葉町
旬菜　ひむ河 1.飲食店 新庄市 若葉町
個室ダイニングカラオケ　ザ☆ルームス 1.飲食店 新庄市 沖の町
喰い処　たかしお 1.飲食店 新庄市 小田島町
てぃるーむピノキオ 1.飲食店 新庄市 沖の町
旬彩ダイニング喰う太 1.飲食店 新庄市 若葉町
おやさいcafe AOMUSHI 1.飲食店 新庄市 十日町
Bar 13bit 1.飲食店 新庄市 若葉町
カスターニャ 1.飲食店 新庄市 沖の町
からあげやカリッジュ新庄駅前店 1.飲食店 新庄市 若葉町
CREA/Comete 2.身回品小売 新庄市 本町
株式会社大黒屋 2.身回品小売 新庄市 大町
（株）三吉屋本店（モードサロンミヨシヤ） 2.身回品小売 新庄市 沖の町
ベルヨーク新庄店 2.身回品小売 新庄市 五日町
高橋履物店　ハッシュパピーＳＳ新庄店 2.身回品小売 新庄市 沖の町
有限会社レデイスハウス　ラブ 2.身回品小売 新庄市 宮内町
アヴァンギャルドリバーブ 2.身回品小売 新庄市 本町
こらっせ新庄サービスカウンター 3.飲食料品小売 新庄市 本町
渡部たばこ店 3.飲食料品小売 新庄市 沖の町
おくやまストアー 3.飲食料品小売 新庄市 升形
Curio 3.飲食料品小売 新庄市 金沢
佐々木酒店 3.飲食料品小売 新庄市 小田島町
奥山商店 3.飲食料品小売 新庄市 沖の町
八鍬酒店 3.飲食料品小売 新庄市 若葉町
有限会社　深田酒店 3.飲食料品小売 新庄市 末広町
小関酒店 3.飲食料品小売 新庄市 本町
富田酒店 3.飲食料品小売 新庄市 北町
すし海道　新庄店 3.飲食料品小売 新庄市 沖の町
有限会社大蔵自動車　新庄営業所 4.家電・家具・車両小売 新庄市 松本
ノエビア新庄中央 5.医薬品・化粧品小売 新庄市 沖の町
フラワーショプ花林 6.その他小売 新庄市 小田島町
丸井　八文字屋 6.その他小売 新庄市 沖の町
鍵屋商会ENEOS新庄南給油所 6.その他小売 新庄市 鳥越
もがみ物産館 6.その他小売 新庄市 多門町
合資会社アヂキ屋 6.その他小売 新庄市 沖の町
株式会社大泉書店 6.その他小売 新庄市 本町



ＢＯＯＫ・ＹＯＵ　ブックユー 6.その他小売 新庄市 鉄砲町
株式会社もがみJAサービス　萩野給油所 6.その他小売 新庄市 泉田
美容室のんのん　新庄店 7.理容・美容 新庄市 五日町
Hair　Salon　～なごみ～ 7.理容・美容 新庄市 金沢
ママ・クリーニング小野寺よ　新庄サービスコーナー 8.その他サービス業 新庄市 大町
株式会社ウェルネス新庄Weスポ－ツクラブ新庄 8.その他サービス業 新庄市 本町
クリーニング白新舎 8.その他サービス業 新庄市 大町
ブライダル　みずほ 8.その他サービス業 新庄市 堀端町
あざきクリーニング 8.その他サービス業 新庄市 下田町
株式会社　新庄タクシー 9.その他 新庄市 金沢



金山町
店舗名 業種 所在 完売

スナック　フレンド 1.飲食店 金山町 金山
割烹  栄家 1.飲食店 金山町 金山
リカーショップ　オノデラ 3.飲食料品小売 金山町 金山
川崎屋 3.飲食料品小売 金山町 金山
栗田米穀店 3.飲食料品小売 金山町 金山
やまろく伊東商店 3.飲食料品小売 金山町 金山
もつの柴田 3.飲食料品小売 金山町 金山
クメタロウ商店 5.医薬品・化粧品小売 金山町 金山
有限会社　小野寺安兵衛商店 6.その他小売 金山町 金山
株式会社カネカ 6.その他小売 金山町 金山
三之助金物店 6.その他小売 金山町 金山
金山町街角交流施設　マルコの蔵 6.その他小売 金山町 金山
星川理容所 7.理容・美容 金山町 安沢



最上町
店舗名 業種 所在 完売

佐藤酒造店 3.飲食料品小売 最上町 大堀
すし海道　最上町店 3.飲食料品小売 最上町 若宮
有限会社　キクチテレビ店 4.家電・家具・車両小売 最上町 向町
株式会社もがみJAサービス　ふれあいもがみ給油所 6.その他小売 最上町 向町 



舟形町
店舗名 業種 所在 完売

手打ちそば　重作 1.飲食店 舟形町 堀内
マルダイ　さいとう 2.身回品小売 舟形町 舟形
渡辺商店 3.飲食料品小売 舟形町 長者原
豊岡商店 3.飲食料品小売 舟形町 長者原
萬歳鯉屋 3.飲食料品小売 舟形町 舟形
沢内商店 3.飲食料品小売 舟形町 堀内
株式会社もがみJAサービス　若あゆ給油所 6.その他小売 舟形町 舟形
“ママ.クリーニング小野寺よ”　舟形サービスコーナー 8.その他サービス業 舟形町 舟形
株式会社　舟形町振興公社（舟形若あゆ温泉） 9.その他 舟形町 長沢



真室川町
店舗名 業種 所在 完売

鮨やの政紀 1.飲食店 真室川町 新町
梅の里ラーメン大吉 1.飲食店 真室川町 木ノ下
光ザ・ショージ 1.飲食店 真室川町 平岡
髙橋呉服店 2.身回品小売 真室川町 新町
丸直商店 3.飲食料品小売 真室川町 大沢
大友商店 3.飲食料品小売 真室川町 釜渕
株式会社　近岡商店 3.飲食料品小売 真室川町 新町
五十嵐商店 3.飲食料品小売 真室川町 新町
佐藤義昭商店 3.飲食料品小売 真室川町 釜渕
高橋なか商店 4.家電・家具・車両小売 真室川町 大沢
家具のおだ　織田建具店 4.家電・家具・車両小売 真室川町 新町
共栄商事株式会社 6.その他小売 真室川町 新町
美容室　ヘアーシュア 7.理容・美容 真室川町 平岡
農家民宿はちみつ屋 8.その他サービス業 真室川町 大沢



大蔵村
店舗名 業種 所在 完売

大蔵山蕎麦　ねぎぼうず 1.飲食店 大蔵村 合海
合同会社ふるさと工房味来館 1.飲食店 大蔵村 南山
大蔵食堂 1.飲食店 大蔵村 清水
（有）カネヤマ商店 3.飲食料品小売 大蔵村 南山
大平鮮魚店 3.飲食料品小売 大蔵村 南山
櫻井鮮魚店 3.飲食料品小売 大蔵村 合海
さばね屋商店 3.飲食料品小売 大蔵村 南山
林　商店 3.飲食料品小売 大蔵村 清水
有限会社　大蔵自動車 4.家電・家具・車両小売 大蔵村 清水
株式会社　佐々木商店 6.その他小売 大蔵村 南山
株式会社　押切 6.その他小売 大蔵村 合海
株式会社もがみJAサービス　大蔵給油所 6.その他小売 大蔵村 清水



鮭川村
店舗名 業種 所在 完売

味処　大将 1.飲食店 鮭川村 川口
早坂商店 3.飲食料品小売 鮭川村 中渡
鮭の子館農産物出荷組合 3.飲食料品小売 鮭川村 川口
山科　ストアー 3.飲食料品小売 鮭川村 佐渡
阿部精肉店 3.飲食料品小売 鮭川村 石名坂
魚や　えびす 3.飲食料品小売 鮭川村 川口
池田屋 3.飲食料品小売 鮭川村 佐渡
矢口電器商会 4.家電・家具・車両小売 鮭川村 石名坂
ひかりふぁーむ 6.その他小売 鮭川村 石名坂
株式会社もがみJAサービス　鮭川給油所 6.その他小売 鮭川村 川口
株式会社もがみJAサービス　大豊給油所 6.その他小売 鮭川村 石名坂



戸沢村
店舗名 業種 所在 完売

白糸の滝　ドライブイン 1.飲食店 戸沢村 古口
パーラー白糸の滝 1.飲食店 戸沢村 古口
レストラン  ファミリー 1.飲食店 戸沢村 古口
芭蕉ドライブイン 1.飲食店 戸沢村 蔵岡
有限会社　スーパーヤハギ 3.飲食料品小売 戸沢村 古口
(有)ナガサワ電機 4.家電・家具・車両小売 戸沢村 古口
DENDEN横山 4.家電・家具・車両小売 戸沢村 古口
株式会社もがみJAサービス　戸沢給油所 6.その他小売 戸沢村 名高
理容室カロン 7.理容・美容 戸沢村 古口



米沢市
店舗名 業種 所在 完売

とん八　米沢店 1.飲食店 米沢市 春日
すた丼屋 米沢春日店 1.飲食店 米沢市 春日
和庭　上杉観光開発(株) 1.飲食店 米沢市 丸の内
グルメ小僧　万吉　２F 1.飲食店 米沢市 中央
自家焙煎珈琲カフェグート 1.飲食店 米沢市 金池
川井食堂 1.飲食店 米沢市 川井
鉄板焼じゅう兵衛 1.飲食店 米沢市 金池
モスバーガー米沢金池店 1.飲食店 米沢市 中田町
Daizycafe 1.飲食店 米沢市 中央
深酒SAKA場HASEGAWA 1.飲食店 米沢市 駅前
居酒屋くわ家 1.飲食店 米沢市 門東町
柳ビアテラス 1.飲食店 米沢市 中央
海の幸　まぐろや 1.飲食店 米沢市 中央
お食事処　牛の恩返し　鷹山公 1.飲食店 米沢市 東
可祝屋　支店 1.飲食店 米沢市 城西
パブレストラン　ポピンズ 1.飲食店 米沢市 丸の内
割烹　志ん柳 1.飲食店 米沢市 中央
居酒屋　えん 1.飲食店 米沢市 中央
欧風酒場　Dining　えん 1.飲食店 米沢市 門東町
レストラン　ビッキ石 1.飲食店 米沢市 万世町桑山
カフェ　コリンズ 1.飲食店 米沢市 東
炙り家 1.飲食店 米沢市 中央
ちょい呑み鳥笑 1.飲食店 米沢市 門東町
Joie　Bu-Bu 1.飲食店 米沢市 中央
東京第一ホテル米沢　鉄板ダイニングおわい菜え 1.飲食店 米沢市 中央
和風レストランまるまつ米沢店 1.飲食店 米沢市 徳町
株式会社米沢牛黄木　牛鍋おおき 1.飲食店 米沢市 駅前
味どころ　ふる山 1.飲食店 米沢市 金池
タントグラッツェ 1.飲食店 米沢市 窪田町藤泉
味処　京佳 1.飲食店 米沢市 万世町金谷
晩酌亭 1.飲食店 米沢市 中央
スナック優 1.飲食店 米沢市 中央
りんご苑 米沢店 1.飲食店 米沢市 御廟
中国料理ジャスミン亭 1.飲食店 米沢市 成島町
飲み喰い処　あやめ 1.飲食店 米沢市 通町
自家製麺　風心 1.飲食店 米沢市 金池
KOMFORTA 1.飲食店 米沢市 城南
イタリアンレストラン　リーガル 1.飲食店 米沢市 門東町
ラウンジキャロット 1.飲食店 米沢市 中央
excellent 1.飲食店 米沢市 中央
麺屋　大心 1.飲食店 米沢市 門東町
つけ麺心心 1.飲食店 米沢市 徳町
そば処　弥平 1.飲食店 米沢市 中央
cafe mamenoki 1.飲食店 米沢市 福田町
和食処　花園 1.飲食店 米沢市 金池
うどん匠　元 1.飲食店 米沢市 門東町
ライブバーヤスクニ 1.飲食店 米沢市 中央
こだわり自家製麺　心心 1.飲食店 米沢市 花沢
旬彩はなみずき 1.飲食店 米沢市 金池



寿ゞ喜家 1.飲食店 米沢市 大町
磯源寿し 1.飲食店 米沢市 駅前
カラパラ米沢金池店 1.飲食店 米沢市 金池
カラパラ米沢中央店 1.飲食店 米沢市 門東町
おうちごはんUn庵 1.飲食店 米沢市 中央
ザ.スウィング 1.飲食店 米沢市 中央
隠れ里 玉 1.飲食店 米沢市 中央
居酒屋　ゆあーず 1.飲食店 米沢市 駅前
一麺亭 1.飲食店 米沢市 中田町
炭火焼肉　てんま米沢駅前本店 1.飲食店 米沢市 駅前
串焼き　成ル 1.飲食店 米沢市 駅前
炭火居酒屋　暖だん 1.飲食店 米沢市 門東町
うお酒場　響 1.飲食店 米沢市 中央
ダイニング　壱番や 1.飲食店 米沢市 中央
ソーインググッズ　福屋 2.身回品小売 米沢市 中央
ファッションワールドニシムラ米沢店 2.身回品小売 米沢市 金池
有限会社よしざわ 2.身回品小売 米沢市 福田町
ランニングシューズショップ　Plus　One 2.身回品小売 米沢市 御廟
神林ふとん店 2.身回品小売 米沢市 東
誠屋　(有)原菊造商店 2.身回品小売 米沢市 金池
株式会社杵屋本店 林泉寺店 3.飲食料品小売 米沢市 城南
PIZZA　Ktarou　大町店 3.飲食料品小売 米沢市 大町
米澤佐藤畜産　総本店 3.飲食料品小売 米沢市 竹井
米澤佐藤畜産　駅前店 3.飲食料品小売 米沢市 東
サーティワンアイス　イオン米沢店 3.飲食料品小売 米沢市 春日
菓匠庵錦屋　金池店 3.飲食料品小売 米沢市 春日
茶蔵　イオン米沢店 3.飲食料品小売 米沢市 春日
登起波牛肉店 3.飲食料品小売 米沢市 中央
ゐのや五興製菓（有） 3.飲食料品小売 米沢市 中央
永井屋菓子店 3.飲食料品小売 米沢市 中央
魚と手作りお惣菜の店  えだまつ 3.飲食料品小売 米沢市 中央
角屋菓子店 3.飲食料品小売 米沢市 城南
おにぎり処　富士屋 3.飲食料品小売 米沢市 春日
有)肉の加藤 3.飲食料品小売 米沢市 川井
ひでちゃんすし 3.飲食料品小売 米沢市 窪田町窪田
佐藤牛肉店 3.飲食料品小売 米沢市 川井
すし海道　米沢店 3.飲食料品小売 米沢市 塩野
上杉城史苑 3.飲食料品小売 米沢市 丸の内
白布温泉かもしかや 3.飲食料品小売 米沢市 関
山川屋商店 3.飲食料品小売 米沢市 小野川町
(有)市川商店 3.飲食料品小売 米沢市 六郷町
いちや酒店 3.飲食料品小売 米沢市 花沢町
松島屋菓子店 3.飲食料品小売 米沢市 松が岬
平野屋商店 3.飲食料品小売 米沢市 本町
五百川屋酒店 3.飲食料品小売 米沢市 中央
GOODY　SHOP　KANEKO 3.飲食料品小売 米沢市 城西
富士屋商店 3.飲食料品小売 米沢市 春日
(有)手塚屋商店 3.飲食料品小売 米沢市 上新田
有限会社小嶋卯之助商店 3.飲食料品小売 米沢市 大町
お買い物の店さくらい 3.飲食料品小売 米沢市 御廟
株式会社米澤紀伊国屋 3.飲食料品小売 米沢市 丸の内
有限会社　金内酒店 3.飲食料品小売 米沢市 駅前



アールおがた 4.家電・家具・車両小売 米沢市 通町
サイクルプラザセイリン 4.家電・家具・車両小売 米沢市 中央
（有）ほそやでんき　米沢店 4.家電・家具・車両小売 米沢市 徳町
アイビー化粧品加藤営業所 5.医薬品・化粧品小売 米沢市 本町
株式会社キョウリツ米沢店 6.その他小売 米沢市 中田町
100円ショップシルク通町店 6.その他小売 米沢市 通町
イエローハット米沢北店 6.その他小売 米沢市 中田町
弐萬圓堂米沢店 6.その他小売 米沢市 徳町
有限会社　丸忠太田商店　セルフユニコーン　米沢バイパス　給油所 6.その他小売 米沢市 花沢町
昭和シェル　永井屋石油店 6.その他小売 米沢市 中央
エムツーホールディングス（株）セルフステーション通町 6.その他小売 米沢市 通町
（株）大丸石油店　米沢中央給油所 6.その他小売 米沢市 中央
(株)大丸石油店　コスモ成島給油所 6.その他小売 米沢市 成島町
青木堂 6.その他小売 米沢市 中央
株式会社　近野 6.その他小売 米沢市 本町
ガレージTSR 6.その他小売 米沢市 花沢新屋敷
米沢日石 株式会社　米沢北給油所 6.その他小売 米沢市 窪田町窪田
米沢日石 株式会社　米沢丸の内給油所 6.その他小売 米沢市 丸の内
candypop 6.その他小売 米沢市 栄町
タネのモリタ 6.その他小売 米沢市 春日
株式会社和学美 6.その他小売 米沢市 福田町
ＺＩＥＡＬ 6.その他小売 米沢市 花沢
美容室　アンブラッセ 7.理容・美容 米沢市 金池
Atelier　Belltree 7.理容・美容 米沢市 中田町
美容室　La　DoLce 7.理容・美容 米沢市 中田町
パーソナルスタイリングnaare 7.理容・美容 米沢市 窪田町窪田
美容室のんのん　春日店 7.理容・美容 米沢市 春日
ヘアークリエーションバンプ 7.理容・美容 米沢市 丸の内
美容室のんのん　城南店 7.理容・美容 米沢市 城南
hairsalon　Takeko　and 7.理容・美容 米沢市 大町
ぷらいべいとるーむ美庵華 8.その他サービス業 米沢市 中央
東洋医学総合整体ヒカリ院 8.その他サービス業 米沢市 大町
ボディキュア工房 8.その他サービス業 米沢市 大町
たるみ改善小顔サロン花笑み 8.その他サービス業 米沢市 東
美顔整体　ほっこり 8.その他サービス業 米沢市 花沢町
有限会社今村タクシ－ 8.その他サービス業 米沢市 中央
ひだまり整体院 8.その他サービス業 米沢市 御廟
オフィスモイン 8.その他サービス業 米沢市 門東町
キューピットクリーニングヨークベニマル米沢店 8.その他サービス業 米沢市 駅前
キューピットクリーニングヨークベニマル成島店 8.その他サービス業 米沢市 塩野
キューピットクリーニングヨークベニマル門東町店 8.その他サービス業 米沢市 門東町
キューピットクリーニングヨークベニマル春日春日店 8.その他サービス業 米沢市 春日
ツバメタクシー 9.その他 米沢市 大町
米沢タクシー株式会社 9.その他 米沢市 万世町片子



南陽市
店舗名 業種 所在 完売

Steak　Bar　－０２９－ 1.飲食店 南陽市 赤湯
サウンド・ムーヴィング・ブルー 1.飲食店 南陽市 赤湯
有限会社　マルタ 1.飲食店 南陽市 竹原
山川屋 1.飲食店 南陽市 赤湯
スナック　スーパーポテト 1.飲食店 南陽市 赤湯
丸三 1.飲食店 南陽市 宮内
スナック　フィール 1.飲食店 南陽市 赤湯
楼蘭 1.飲食店 南陽市 宮内
中華美食　聚福園 1.飲食店 南陽市 赤湯
ととや三代目 1.飲食店 南陽市 赤湯
中華居酒屋　レッドドラゴン 1.飲食店 南陽市 赤湯
からあげ小屋hide 1.飲食店 南陽市 中ノ目
お料理　金田屋 1.飲食店 南陽市 赤湯
カラパラ南陽宮内店 1.飲食店 南陽市 宮内
カラパラ赤湯店 1.飲食店 南陽市 赤湯
La La Cafe 1.飲食店 南陽市 宮内
喫茶・美容　あまんど 1.飲食店 南陽市 鍋田
いもせ食堂 1.飲食店 南陽市 椚塚
有限会社　四釜商店 2.身回品小売 南陽市 宮内
有限会社マルト 2.身回品小売 南陽市 郡山
安達屋有限会社 3.飲食料品小売 南陽市 郡山
(有)渡部嘉久商店 3.飲食料品小売 南陽市 宮内
かあちゃんの店　森谷酒や 3.飲食料品小売 南陽市 宮内
菓子処　六味庵 3.飲食料品小売 南陽市 椚塚
ほっともっと南陽赤湯店 3.飲食料品小売 南陽市 椚塚
酒井屋　茂出木商店 3.飲食料品小売 南陽市 竹原
桝屋商店 3.飲食料品小売 南陽市 赤湯
紫金園　須藤ぶどう酒 3.飲食料品小売 南陽市 赤湯
あおき商店 3.飲食料品小売 南陽市 宮内
東の麓酒造有限会社 3.飲食料品小売 南陽市 宮内
結城酒店　地酒蔵ゆうき 3.飲食料品小売 南陽市 椚塚
結城酒店　赤湯温泉店 3.飲食料品小売 南陽市 赤湯
皆川酒店 3.飲食料品小売 南陽市 赤湯
大竹園茶舗 3.飲食料品小売 南陽市 宮内
茂出木商店 3.飲食料品小売 南陽市　竹原
株式会社ヤマラクフーズ 3.飲食料品小売 南陽市 宮内
ピザカルボ南陽郡山店 3.飲食料品小売 南陽市 郡山
有限会社　細谷自動車 4.家電・家具・車両小売 南陽市 中ノ目
アイビー化粧品 伊藤営業所 5.医薬品・化粧品小売 南陽市 赤湯
弐萬圓堂　南陽店 6.その他小売 南陽市 郡山
小林時計店 6.その他小売 南陽市 宮内
くわばら花店 6.その他小売 南陽市 池黒
ソアリングシステム 6.その他小売 南陽市 椚塚
はまだ屋 6.その他小売 南陽市 二色根
花の店文化園 南陽店 6.その他小売 南陽市 宮内
有限会社　大江商事 6.その他小売 南陽市 宮内
美容室SEASON 7.理容・美容 南陽市 三間通
ビューティハウス　エミ 7.理容・美容 南陽市 赤湯
uberボディメンテナンス 8.その他サービス業 南陽市 郡山



カイロプラクティック施術院　グッドネス 8.その他サービス業 南陽市 二色根
キューピットクリーニングヤマザワ南陽店 8.その他サービス業 南陽市 郡山
高岡染店 9.その他 南陽市 宮内



高畠町
店舗名 業種 所在 完売

レストラン　トムトム 1.飲食店 高畠町 高畠
亀岡文殊　いとう商店 1.飲食店 高畠町 亀岡文殊前
駅のやきにく屋さくらんぼ 1.飲食店 高畠町 山崎
やきとり大吉　高畠店 1.飲食店 高畠町 高畠
ゆうみい食堂 1.飲食店 高畠町 高畠
菅野魚店 1.飲食店 高畠町 根岸
（有）伊澤商店 1.飲食店 高畠町 高畠
フルール・ドゥ・ソレイユ（にんまる） 1.飲食店 高畠町 時沢
和田屋酒販 3.飲食料品小売 高畠町 高畠
よねおりかんこうセンター 3.飲食料品小売 高畠町 福沢
(株)魚竹商店 3.飲食料品小売 高畠町 高畠
四季菜館 3.飲食料品小売 高畠町 高畠
米鶴酒造株式会社 3.飲食料品小売 高畠町 二井宿
フレッシュマート　たねや 3.飲食料品小売 高畠町 上和田
高畠ワイナリーショップ 3.飲食料品小売 高畠町 糠野目
シマクラ 3.飲食料品小売 高畠町 根岸
山中本店 3.飲食料品小売 高畠町 福沢
村上茶舗 3.飲食料品小売 高畠町 高畠
魚敬我妻商店 3.飲食料品小売 高畠町 上和田
アダチヤ酒店 3.飲食料品小売 高畠町 高畠
大河原酒店 3.飲食料品小売 高畠町 安久津
道の駅たかはた　縄文売店 3.飲食料品小売 高畠町 安久津
有限会社入間モータース 4.家電・家具・車両小売 高畠町 高畠
木村燃料電器店 4.家電・家具・車両小売 高畠町 安久津
アイビー化粧品本田春美営業所 5.医薬品・化粧品小売 高畠町 福沢
アイビー化粧品 5.医薬品・化粧品小売 高畠町 元和田
稲田茶舗 6.その他小売 高畠町 高畠
(有)　ちょうさん 6.その他小売 高畠町 高畠
玩具・ホビー　たけだ 6.その他小売 高畠町 高畠
株式会社ヤブンジ石油 6.その他小売 高畠町 高畠
フロリスタ　ジェルソミーナ 6.その他小売 高畠町 福沢
フランスベッド販売株式会社　山形南出張所 6.その他小売 高畠町 糠野目
Cut in KYOKO 7.理容・美容 高畠町 糠野目
カットスタジオブラッシュ 7.理容・美容 高畠町 二井宿
ビューティー　モア 7.理容・美容 高畠町 高畠
さん髪やさん 7.理容・美容 高畠町 福沢
東洋医学整体　健生館 8.その他サービス業 高畠町 高畠
La.Rose Fleur 8.その他サービス業 高畠町 糠野目
キューピットクリーニングヨークベニマル高畠店 8.その他サービス業 高畠町 高畠
キューピットクリーニング高畠工場前店 8.その他サービス業 高畠町 根岸



川西町
店舗名 業種 所在 完売

カフェ&レストラン　アリス 1.飲食店 川西町 西大塚
喜楽 1.飲食店 川西町 上小松
割烹　三桝屋・四季の味　山里菜 1.飲食店 川西町 上小松
麺屋へえべ 1.飲食店 川西町 尾長島
鳥よし 1.飲食店 川西町 上小松
株式会社　東やまこ商店 2.身回品小売 川西町 上小松
大島屋商店 3.飲食料品小売 川西町 吉田
羽根田酒店 3.飲食料品小売 川西町 上小松
ぷちショップさがえ 3.飲食料品小売 川西町 洲島
コトブキヤ食品店 3.飲食料品小売 川西町 上小松
菓子処　神戸屋 3.飲食料品小売 川西町 吉田
三和屋　加藤酒店 3.飲食料品小売 川西町 大塚
（有）亥子屋商店 3.飲食料品小売 川西町 中小松
すし海道　川西店 3.飲食料品小売 川西町 上小松
（株）かわにし森のマルシェ 6.その他小売 川西町 中小松
島貫魚店 6.その他小売 川西町 吉田
有限会社ヤマショウ井上商店 6.その他小売 川西町 中小松
ギンビ美容室 7.理容・美容 川西町 堀金
髪切処　みど利 7.理容・美容 川西町 小松
ローズ美容室 7.理容・美容 川西町 上小松
介護タクシー　つばさ 8.その他サービス業 川西町 西大塚
コインランドリージャルダン川西店 8.その他サービス業 川西町 中小松
ボディケアサロン　Irie 8.その他サービス業 川西町 堀金
キューピットクリーニングヤマザワ川西店 8.その他サービス業 川西町 上小松
有限会社大京タクシー 9.その他 川西町 上小松



長井市
店舗名 業種 所在 完売

喜美乃家 1.飲食店 長井市 本町
頓珍館 1.飲食店 長井市 館町南
レストラン　ジュアン 1.飲食店 長井市 館町南
鈴音 1.飲食店 長井市 本町
スナックＭ 1.飲食店 長井市 本町
ハイらーめんデス長井駅前店 1.飲食店 長井市 栄町
赤頭巾 1.飲食店 長井市 本町
あやめそば舟越 1.飲食店 長井市 舟場
じゅえる 1.飲食店 長井市 本町
居酒屋ダイニング　奏宴 1.飲食店 長井市 本町
割烹寿し　紀もと 1.飲食店 長井市 高野町
有限会社すしてつ 1.飲食店 長井市 高野町
池田家本店 1.飲食店 長井市 高野町
カラパラ長井店 1.飲食店 長井市 本町
ＬＥＧＡＣＹ 1.飲食店 長井市 あら町
ROGER 1.飲食店 長井市 本町
多夢炉 1.飲食店 長井市 成田
らーめん一番 1.飲食店 長井市 新町
置賜総合支庁西庁舎食堂 1.飲食店 長井市 高野町
スナック　メロディ 1.飲食店 長井市 本町
居酒屋　大龍 1.飲食店 長井市 ままの上
ファッションハウス　すみや　長井店 2.身回品小売 長井市 館町南
メガネ　補聴器　さとう屋 2.身回品小売 長井市 館町北
創菓処有限会社日進堂 3.飲食料品小売 長井市 成田
合資会社志村商店 3.飲食料品小売 長井市 新町
白山堂　芳賀 3.飲食料品小売 長井市 館町南
結城酒店　長井店 3.飲食料品小売 長井市 十日町
まるはち酒店 3.飲食料品小売 長井市 横町
すし海道　長井店 3.飲食料品小売 長井市 館町北
長井ブルワリークラフトマン 3.飲食料品小売 長井市 泉 
株式会社　朝日自動車工業 4.家電・家具・車両小売 長井市 寺泉
家電館長井店 4.家電・家具・車両小売 長井市 東町
丸一 鈴木薬局 5.医薬品・化粧品小売 長井市 本町
道の駅　川のみなと長井 6.その他小売 長井市 東町
ムスメヤ花店 6.その他小売 長井市 栄町
白井時計眼鏡店 6.その他小売 長井市 十日町
ソック株式会社 6.その他小売 長井市 栄町
八文字屋　長井店 6.その他小売 長井市 小出館西
美容室のんのん　長井店 7.理容・美容 長井市 東町
理容スズキ 7.理容・美容 長井市 大町
ヘア&リラクゼーションKoMaTsu 7.理容・美容 長井市 四ツ谷
Hair  dresser  心 7.理容・美容 長井市 四ツ谷
株式会社長井観光はぎ苑 8.その他サービス業 長井市 成田
新生代行社 8.その他サービス業 長井市 ままの上
アロマテラピ－キフィ 8.その他サービス業 長井市 あら町
卯の花温泉　はぎ乃湯 8.その他サービス業 長井市 成田
長井交通(株) 8.その他サービス業 長井市 高野町



小国町
店舗名 業種 所在 完売

味処　藤よし 1.飲食店 小国町 小国小坂町
旬彩　うを徳 1.飲食店 小国町 岩井沢
金ちゃんラーメン小国店 1.飲食店 小国町 兵庫舘
みよしや 1.飲食店 小国町 小国町
藤田商店 3.飲食料品小売 小国町 小玉川
渡部肉店 3.飲食料品小売 小国町 緑町
角松屋菓子店 3.飲食料品小売 小国町 小国小坂町
有限会社　三栄自動車工業 4.家電・家具・車両小売 小国町 小国小坂町
大津電機店 4.家電・家具・車両小売 小国町 小国町
ヘルス＆ビューティー　まるいち 5.医薬品・化粧品小売 小国町 小国小坂町
有限会社　白い森よこね物産品直売所 6.その他小売 小国町 小国小坂町
CUT HOUSE NAO 7.理容・美容 小国町 あけぼの
エステ　みか 7.理容・美容 小国町 小国小坂町
Pet salon トリム 8.その他サービス業 小国町 小国小坂町



白鷹町
店舗名 業種 所在 完売

そばきり八寸 1.飲食店 白鷹町 浅立
中華料理　喜多楼 1.飲食店 白鷹町 山口
ハイら～めんデス広野店 1.飲食店 白鷹町 広野
takadama izakaya あん 1.飲食店 白鷹町 高玉
寿し和 1.飲食店 白鷹町 荒砥甲
イタリア料理SIATTACA 1.飲食店 白鷹町　荒砥乙
東やまこ白鷹店 2.身回品小売 白鷹町 荒砥乙
ファッションハウスすみや 2.身回品小売 白鷹町 荒砥甲
原田ふとん店 2.身回品小売 白鷹町 鮎貝
白鷹　肉の丸川 3.飲食料品小売 白鷹町 横田尻
YSKえんどう商店 3.飲食料品小売 白鷹町 横田尻
鮮魚　仕出し　たろべえ 3.飲食料品小売 白鷹町 荒砥甲
すし海道　白鷹店 3.飲食料品小売 白鷹町 荒砥甲
えちごや 5.医薬品・化粧品小売 白鷹町 荒砥乙
白鷹町観光協会荒砥駅売店 6.その他小売 白鷹町 荒砥甲
松木理容所 7.理容・美容 白鷹町 荒砥乙
こぶし運転代行社 8.その他サービス業 白鷹町 畔藤
めぐ里庵 8.その他サービス業 白鷹町 中山
株式会社　朝日観光タクシー 9.その他 白鷹町 荒砥甲
鷹野湯温泉　パレス松風 9.その他 白鷹町 十王
吉田屋 9.その他 白鷹町 畔藤



飯豊町
店舗名 業種 所在 完売

さかい食堂 1.飲食店 飯豊町 萩生
いわはなや食堂 1.飲食店 飯豊町 手ノ子
四季彩 魚豊味 1.飲食店 飯豊町 萩生
草刈商店 3.飲食料品小売 飯豊町 添川
（有）肉のすがい 3.飲食料品小売 飯豊町 添川
新マルシチ商店 3.飲食料品小売 飯豊町 萩生
有限会社松乃枝商店 3.飲食料品小売 飯豊町 萩生
マルシチ米穀株式会社 3.飲食料品小売 飯豊町　萩生
菓子の丸屋 3.飲食料品小売 飯豊町 萩生
島貫販売店 6.その他小売 飯豊町 萩生
clue　Aki　Minakawa 6.その他小売 飯豊町 中
つばき美容室 7.理容・美容 飯豊町 椿
ヘアーサロン　ナス 7.理容・美容 飯豊町 中
いいで添川温泉しらさぎ荘 9.その他 飯豊町 添川



鶴岡市
店舗名 業種 所在 完売

平田牧場　鶴岡庄内観光物産館店 1.飲食店 鶴岡市 布目
琴音 1.飲食店 鶴岡市 伊勢原町
大衆居酒屋くじらや 1.飲食店 鶴岡市 文園町
なんばんいざかや月の王様 1.飲食店 鶴岡市 末広町
喰処　鶴水 1.飲食店 鶴岡市 鳥居町
とがし肉家鶴岡店 1.飲食店 鶴岡市 美咲町
すし屋ろ久 1.飲食店 鶴岡市 道形町
丸武鮮魚店 1.飲食店 鶴岡市 鼠ケ関
松竹庵 1.飲食店 鶴岡市 若葉町
ピノ・コッリーナ・ファームガーデン＆ワイナリー松ケ岡 1.飲食店 鶴岡市 羽黒町松ケ岡
本町バル　ハレトケ 1.飲食店 鶴岡市 本町
コーヒー屋パラディーゾ 1.飲食店 鶴岡市 山王町
食彩居酒屋 あかのれん 1.飲食店 鶴岡市 東原町
有限会社 扇寿し 1.飲食店 鶴岡市 本町
ガールズバー　ラプト 1.飲食店 鶴岡市 末広町
和定食　居酒家　翠 1.飲食店 鶴岡市 道田町
スナック　洋洋 1.飲食店 鶴岡市 末広町
寿しの長三郎 1.飲食店 鶴岡市 泉町
福鮨 1.飲食店 鶴岡市 昭和町
麺工房　太麺屋 1.飲食店 鶴岡市 末広町
ラーメンのもり 1.飲食店 鶴岡市 西荒屋
CAFE & DINING EAST 1.飲食店 鶴岡市 東原町
蔵屋敷　LUNA 1.飲食店 鶴岡市 昭和町
らーめん　つばめ 1.飲食店 鶴岡市 大塚町
寿司処　三幸 1.飲食店 鶴岡市 本町
すしの玉川 1.飲食店 鶴岡市 昭和町
イタリアンフレンチ　レコルト 1.飲食店 鶴岡市 大塚町
パブ　メイプル 1.飲食店 鶴岡市 本町
大八食堂 1.飲食店 鶴岡市 末広町
日本料理いづみ 1.飲食店 鶴岡市 泉町
幸亭 1.飲食店 鶴岡市 東原町
やきとり八重 1.飲食店 鶴岡市 本町
くしふらい串邑 1.飲食店 鶴岡市 末広町
弁天茶屋（鼠ヶ関港鮮魚仲買人協同組合） 1.飲食店 鶴岡市 鼠ケ関 乙
池田食堂 1.飲食店 鶴岡市 本町
やきとり三四郎 1.飲食店 鶴岡市 末広町
函太郎 鶴岡店 1.飲食店 鶴岡市 美咲町
らーめんしょっぷ 久ちゃん 1.飲食店 鶴岡市 末広町
麺絆英 1.飲食店 鶴岡市 文下
Cafe Arx 1.飲食店 鶴岡市 茅原
DONBURI（どんぶり専門店） 1.飲食店 鶴岡市 末広町
スナックMERMAID 1.飲食店 鶴岡市 本町
カフェスタジオ　サンク 1.飲食店 鶴岡市 馬場町
すたんど割烹みなぐち 1.飲食店 鶴岡市 山王町
居酒屋　夜の靴 1.飲食店 鶴岡市 みずほ
肉彩工房　とりすず 1.飲食店 鶴岡市 羽黒町後田
new LOUNG JUNE 1.飲食店 鶴岡市 錦町
庄内観光物産館　味街道　エスモール店 1.飲食店 鶴岡市 錦町
焼き鳥倉沢屋 1.飲食店 鶴岡市 馬場町



やきいも処 DoCo? 弐番館 1.飲食店 鶴岡市 本町
薪窯ピッツァ　ベルポスト 1.飲食店 鶴岡市 堅苔沢
らーめん　るうすと 1.飲食店 鶴岡市 末広町
割烹やまと 1.飲食店 鶴岡市 本町
ＣＬＵＢ　ＺＥＵＳ 1.飲食店 鶴岡市 昭和町
らーめん蔵花 1.飲食店 鶴岡市 東原町
SNACK　cuore 1.飲食店 鶴岡市 本町
パスタ＆ドリア　モナミミーナ店 1.飲食店 鶴岡市 千石町
刺身処　土竜 1.飲食店 鶴岡市 末広町
スナックPEAK 1.飲食店 鶴岡市 末広町
スナックRough 1.飲食店 鶴岡市 末広町
天金 1.飲食店 鶴岡市 本町
お食事処　ゆう和 1.飲食店 鶴岡市 美咲町
旬魚旬菜　初よし 1.飲食店 鶴岡市 東原町
よこはま軒ミーナ本店 1.飲食店 鶴岡市 千石町
結心 1.飲食店 鶴岡市 末広町 
珈琲工房　TACK 1.飲食店 鶴岡市 日出
ますもと食堂 1.飲食店 鶴岡市 湯温海 甲
NEW CLUB JULIET 1.飲食店 鶴岡市 末広町
ファッションワールドニシムラ鶴岡店 2.身回品小売 鶴岡市 茅原
寝装・寝具　有限会社だいこく綿屋 2.身回品小売 鶴岡市 山王町
BITTOKOエスモール鶴岡店 2.身回品小売 鶴岡市 錦町
（株）宝石の柿崎　鶴岡店 2.身回品小売 鶴岡市 末広町
藤左ェ門商店 2.身回品小売 鶴岡市 温海
宮川衣料 2.身回品小売 鶴岡市 藤島
ふとんの池田　鶴岡店 2.身回品小売 鶴岡市 みどり町
Tsuruya本店 2.身回品小売 鶴岡市 末広町
ボンサンパ鶴岡店 2.身回品小売 鶴岡市 覚岸寺水上
松浦衣料店 2.身回品小売 鶴岡市 中田
ZEST＆FORGE 2.身回品小売 鶴岡市 東原町
Jecita by ST 2.身回品小売 鶴岡市 錦町
おしゃれの店　こすもす 2.身回品小売 鶴岡市 伊勢横内
「Kibisoショップ」in 松ヶ岡　鶴岡シルク(株) 2.身回品小売 鶴岡市 羽黒町松ケ岡
hotー酒ーya 3.飲食料品小売 鶴岡市 切添町
ブーランジュリーダイゴ 3.飲食料品小売 鶴岡市 山王町
道の駅あつみ「しゃりん」 3.飲食料品小売 鶴岡市 早田
五十嵐蔵治商店 3.飲食料品小売 鶴岡市 みずほ
金山商店 3.飲食料品小売 鶴岡市 野田目
産直あぐり 3.飲食料品小売 鶴岡市 西荒屋
あつみ温泉　日々喜酒店 3.飲食料品小売 鶴岡市 湯温海
佐藤鮮魚店 3.飲食料品小売 鶴岡市 下名川
信屋酒店 3.飲食料品小売 鶴岡市 大山
百瀬商店 3.飲食料品小売 鶴岡市 みどり町
やきとりきよみ移動販売 3.飲食料品小売 鶴岡市 白山
萬来屋酒店 3.飲食料品小売 鶴岡市 湯温海甲
Patisserie Yoshi 3.飲食料品小売 鶴岡市 羽黒町荒川
山形ピクルス　beni. 3.飲食料品小売 鶴岡市 文園町
株式会社渡會本店 3.飲食料品小売 鶴岡市 大山
有限会社本間べんとう店 3.飲食料品小売 鶴岡市 宝田
京田屋酒店 3.飲食料品小売 鶴岡市 宝町
清川屋　鶴岡本店 3.飲食料品小売 鶴岡市 末広町
合資会社　早坂食品 3.飲食料品小売 鶴岡市 昭和町



株式会社長南牛肉店 3.飲食料品小売 鶴岡市 日吉町
有限会社庄内田川 3.飲食料品小売 鶴岡市 荒井京田
清川屋　鶴岡インター店 3.飲食料品小売 鶴岡市 美咲町
ＨＯＵＳＥ　清川屋 3.飲食料品小売 鶴岡市 馬場町
サーティワンアイス鶴岡エスモール店 3.飲食料品小売 鶴岡市 錦町
有限会社五十嵐米造商店 3.飲食料品小売 鶴岡市 藤島
ビアード・ハパスイーツ鶴岡エスモール店 3.飲食料品小売 鶴岡市 錦町
（株）佐徳（北家） 3.飲食料品小売 鶴岡市 宝田
川口商店 3.飲食料品小売 鶴岡市 由良
木村屋　鶴岡駅店 3.飲食料品小売 鶴岡市 末広町
木村屋　鶴岡こぴあ店 3.飲食料品小売 鶴岡市 余慶町
木村屋　千石生協店 3.飲食料品小売 鶴岡市 長者町
木村屋　あおやぎ生協店 3.飲食料品小売 鶴岡市 青柳町
木村屋　大山生協店 3.飲食料品小売 鶴岡市 大山
（有）地主商店 3.飲食料品小売 鶴岡市 宝田
本格炭火やきとり米吉 3.飲食料品小売 鶴岡市 美原町
ファーマーズ・マルシェ 3.飲食料品小売 鶴岡市 湯野浜
佐久間利兵衛観光農園 3.飲食料品小売 鶴岡市 西荒屋
小松精肉店 3.飲食料品小売 鶴岡市 湯野浜
酒蔵・竹の露酒造場 3.飲食料品小売 鶴岡市 羽黒町猪俣新田
梅津鮮魚店 3.飲食料品小売 鶴岡市 本町
(有)仕出し料理の千葉 3.飲食料品小売 鶴岡市 山王町
すし海道　鶴岡店 3.飲食料品小売 鶴岡市 美咲町
すし海道　櫛引店 3.飲食料品小売 鶴岡市 下山添
菓子舗　門七 3.飲食料品小売 鶴岡市 白山丁
新月菓子店 3.飲食料品小売 鶴岡市 本町
ホームデコマシマ鶴岡店 4.家電・家具・車両小売 鶴岡市 覚岸寺水上
YOUショップいがらし 4.家電・家具・車両小売 鶴岡市 新形町
（有）ゴトウ商会　ミシンクラフト　雛家 4.家電・家具・車両小売 鶴岡市 東原町
平和堂電気部 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 湯温海
ポーラ鶴岡南店 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 美原町
(有)斎藤薬局　いきいき・キレイ彩 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 大東町
かとう化粧品店 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 日吉町
Salon　ワーク２４ 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 高田
薬粧NEXTサイヤス 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 余慶町
株式会社ツルオカ薬局病院前店 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 泉町
株式会社ツルオカ薬局元気元気店 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 睦町
株式会社ツルオカ薬局ゆあつみ店 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 湯温海甲
ポーラ　ショップ　Heart　Dew 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市美原町
(有)地主薬品 5.医薬品・化粧品小売 鶴岡市 末広町
株式会社伊藤時計店ヴェルレーヌイトウ 6.その他小売 鶴岡市 ほなみ町
ふみや文具・雑貨・釣り具店 6.その他小売 鶴岡市 山王町
イエローハット　鶴岡店 6.その他小売 鶴岡市 道形町
新潟サンリン㈱　庄内支店 6.その他小売 鶴岡市 文下
新潟サンリン㈱ライフエイド宝田SS 6.その他小売 鶴岡市 宝田
エンドー産業 6.その他小売 鶴岡市 道田町
株式会社丸東 6.その他小売 鶴岡市 本町
（株）小いけ 6.その他小売 鶴岡市 本町
（有）阿部久書店 6.その他小売 鶴岡市 山王町
株式会社トップ印平方 6.その他小売 鶴岡市 本町
シュガービーンズ 6.その他小売 鶴岡市 錦町
スキー・フィッシングストア　カトウ 6.その他小売 鶴岡市 文園町



有限会社大川火薬銃砲店 6.その他小売 鶴岡市 本町
安藤畳店 6.その他小売 鶴岡市 新海町
金野畳店 6.その他小売 鶴岡市 羽黒町黒瀬
太田輪業 6.その他小売 鶴岡市 みどり町
バイクルハウスたかはし 6.その他小売 鶴岡市 本町
有限会社阿部園芸COOPこぴあ店 6.その他小売 鶴岡市 余慶町
みうら生花店 6.その他小売 鶴岡市 本町
花蔵 6.その他小売 鶴岡市 東原町
7-Colors鶴岡ガラスアート工房 6.その他小売 鶴岡市 小淀川
レディースサロンSERE 7.理容・美容 鶴岡市 友江町
カットイン上林 7.理容・美容 鶴岡市 友江町
美容室Parto 7.理容・美容 鶴岡市 荒井京田
美容室アーク 7.理容・美容 鶴岡市 下山添
エステティックPearl 7.理容・美容 鶴岡市 道形町
ささ美容室　こぴあ店 7.理容・美容 鶴岡市 余慶町
(有)ささ美容室　東京第一ホテル店 7.理容・美容 鶴岡市 錦町
やなぎ美容室 Zip＆Zip南銀座店 7.理容・美容 鶴岡市 本町
es hair work 7.理容・美容 鶴岡市 日枝
hair ＆ nail　miura 7.理容・美容 鶴岡市 上畑町
美容室のんのん　山大農学部前店 7.理容・美容 鶴岡市 新形町
Lavia-ラヴィア- 7.理容・美容 鶴岡市 城南町
Ｇａｒｄｅｎｉａ 7.理容・美容 鶴岡市 のぞみ町
理容ヒデ 7.理容・美容 鶴岡市 下川
nailsalon.aya 7.理容・美容 鶴岡市 西新斎町
お顔そりルーム美Silk 7.理容・美容 鶴岡市 水沢
ヘアメイク　カシス 7.理容・美容 鶴岡市 大岩川甲
curro 7.理容・美容 鶴岡市 新海町
ヘアーサロンキラク 7.理容・美容 鶴岡市 温海丁
三浦床屋 7.理容・美容 鶴岡市 上畑町
Tinker Bell.ito 7.理容・美容 鶴岡市 茅原
ヘアルームバニラビーンズ 7.理容・美容 鶴岡市 温海釜屋坂
HAIR MAKE  Dew 7.理容・美容 鶴岡市 藤の花
Tinker Bell.murakami 7.理容・美容 鶴岡市 茅原
あとりえCasa 7.理容・美容 鶴岡市 本町
美原健康整体院 8.その他サービス業 鶴岡市 美原町
ママ・クリーニング小野寺よ　朝暘町サービスコーナー 8.その他サービス業 鶴岡市 朝暘町
ママクリーニング小野寺よ　西工サービスコーナー 8.その他サービス業 鶴岡市 平京田
ママクリーニング小野寺よ　みどり町サービスコーナー 8.その他サービス業 鶴岡市 みどり町
ととのえ本舗　igunal 8.その他サービス業 鶴岡市 新海町
温海温泉観光自動車株式会社 8.その他サービス業 鶴岡市 湯温海
Bambina NAIL factor 8.その他サービス業 鶴岡市 日吉町
有限会社木村写真館 8.その他サービス業 鶴岡市 馬場町
治療マッサージ 夢ごこち 8.その他サービス業 鶴岡市 小真木原町
クリーニングほんま 8.その他サービス業 鶴岡市 日吉町
ベルナール鶴岡 8.その他サービス業 鶴岡市 美咲町
アロマセラピーサロン Aromadrops 8.その他サービス業 鶴岡市 末広町
CEサロンmine 8.その他サービス業 鶴岡市 西新斎町
ハズキ運転代行 8.その他サービス業 鶴岡市 淀川町
手もみ処  おつかれさま 鶴岡店 8.その他サービス業 鶴岡市 日出
佐藤紋書所 8.その他サービス業 鶴岡市 泉町
オーセンネット 8.その他サービス業 鶴岡市 大塚町
佐藤スタジオ 8.その他サービス業 鶴岡市 湯温海



セイワ　クリーニング 8.その他サービス業 鶴岡市 黒川
児玉クリーニング 8.その他サービス業 鶴岡市 三瀬丙
BLESS 8.その他サービス業 鶴岡市 上畑町
(有)カネコグライデング 8.その他サービス業 鶴岡市 山王町
れいわ代行社 8.その他サービス業 鶴岡市 神明町
羽黒射撃場 9.その他 鶴岡市 羽黒町手向
TMKプロモーション株式会社 9.その他 鶴岡市 みどり町
牧整体院 9.その他 鶴岡市 寺田
株式会社　庄交コーポレーション　庄交サービス事業部　鶴岡工場 9.その他 鶴岡市 錦町
株式会社庄交コーポレーション庄交サービス事業部小型車総合センター 9.その他 鶴岡市 宝田



酒田市
店舗名 業種 所在 完売

モスバーガー　酒田南店 1.飲食店 酒田市 両羽町
庄内ホルモン酒田店 1.飲食店 酒田市 本町
手打そば出羽 1.飲食店 酒田市 両羽町
平田牧場　庄内空港店 1.飲食店 酒田市 浜中
モンマルトル 1.飲食店 酒田市 飯森山
株式会社ホテルリッチ酒田　レストランふきのとう 1.飲食店 酒田市 若竹町
農家そば屋　ごすけ 1.飲食店 酒田市 田沢
プルメリア 1.飲食店 酒田市 中町
夢静Ⅱ 1.飲食店 酒田市 中町
キッチン　味富 1.飲食店 酒田市 大宮町
とがし肉家酒田店 1.飲食店 酒田市 泉町
大和寿司 1.飲食店 酒田市 中町
白ばら 1.飲食店 酒田市 南新町
寿し　魚勢 1.飲食店 酒田市 みずほ
焼とり　孫ちゃん 1.飲食店 酒田市 市条
コーヒー＆スナックカノン 1.飲食店 酒田市 観音寺
浪漫亭 1.飲食店 酒田市 中町
うなぎ割烹　治郎兵衛 1.飲食店 酒田市 日吉町
株式会社　善べえ 1.飲食店 酒田市 曙町
寿司割烹　こい勢 1.飲食店 酒田市 相生町
寿し処　喰道楽 1.飲食店 酒田市 本町
楽食家　たちかわ 1.飲食店 酒田市 日吉町
のみくい圓福 1.飲食店 酒田市 みずほ
有限会社カネヤス　海鮮どんやとびしま 1.飲食店 酒田市 船場町
川柳 1.飲食店 酒田市 中町
株式会社菅原鮮魚　喰居来居や　和ん 1.飲食店 酒田市 船場町
味工房　八月 1.飲食店 酒田市 本町
串カツ　乙杯 1.飲食店 酒田市 中町
cafe  ENBLISS 1.飲食店 酒田市 中町
ごっつおや　まる膳 1.飲食店 酒田市 中町
FOOD&DRINK　HACHI 1.飲食店 酒田市 中町
酒茶房　如意 1.飲食店 酒田市 大宮町
焼肉　食道園 1.飲食店 酒田市 中町
有限会社富重 1.飲食店 酒田市 本町
旬味　井筒 1.飲食店 酒田市 中町
喫茶　檸檬 1.飲食店 酒田市 日吉町
割烹食堂　花の家 1.飲食店 酒田市 観音寺
割烹食堂  伊豆菊　すし処  武蔵 1.飲食店 酒田市 中町
焼鳥　しんち 1.飲食店 酒田市 北新橋
花鳥風月　酒田本店 1.飲食店 酒田市 東町
酒田ラーメン　照月 1.飲食店 酒田市 本町
Sushi  力 1.飲食店 酒田市 中町
ちゃんこ　横綱　北の富士 1.飲食店 酒田市 亀ケ崎
Bacchanalia 1.飲食店 酒田市 中町
Chez　Pierre 1.飲食店 酒田市 二番町
やきとり順 1.飲食店 酒田市 観音寺
meat dish　はずき 1.飲食店 酒田市 飛鳥
やきとり　ブーちゃん 1.飲食店 酒田市 砂越緑町
らーめん　哲 1.飲食店 酒田市 北新橋



Kanon39 1.飲食店 酒田市 中町
グリル＆コーヒー　ロビン 1.飲食店 酒田市 こあら
居酒屋しえん 1.飲食店 酒田市 本町
スナックゆーみん 1.飲食店 酒田市 中町
久村の酒場 1.飲食店 酒田市 寿町
焼肉専門店　翠苑本店 1.飲食店 酒田市 下安町
よこはま軒　酒田店 1.飲食店 酒田市 大町
よこはま軒　イオン酒田南店 1.飲食店 酒田市 あきほ町
函太郎 酒田店 1.飲食店 酒田市 新橋
小鍋家　おざき 1.飲食店 酒田市 日吉町
お食事処　新芽 1.飲食店 酒田市 本町
とんかつ　わたり 1.飲食店 酒田市 相生町　
夜来香 1.飲食店 酒田市 中町
ホルモン・やきとり　ゆうちゃん 1.飲食店 酒田市 中町
ランチショップ　あんざい 1.飲食店 酒田市 東両羽町
ラ・カーサ酒田店 2.身回品小売 酒田市 ゆたか
ファッションワールドニシムラ酒田店 2.身回品小売 酒田市 こがね町
メガネ・時計・宝飾品  蜂屋 2.身回品小売 酒田市 中町
木いちご 2.身回品小売 酒田市 中町
モラビト＆オースチンリード 2.身回品小売 酒田市 幸町
メンズショップ　マルハチ 2.身回品小売 酒田市 一番町
ふとんの池田　酒田店 2.身回品小売 酒田市 一番町
ルミエール(イオン酒田南店) 2.身回品小売 酒田市 あきほ町
山内呉服店 2.身回品小売 酒田市 砂越
フミヤ 2.身回品小売 酒田市 相生町
睡眠屋 2.身回品小売 酒田市 飯森山
ボンサンパ酒田店 2.身回品小売 酒田市 京田
リサイクルショップポケット酒田店 2.身回品小売 酒田市 京田
池田屋酒店 3.飲食料品小売 酒田市 北今町
株式会社大黒屋 3.飲食料品小売 酒田市 観音寺
有限会社　木村屋　亀ヶ崎店 3.飲食料品小売 酒田市 亀ケ崎
ふらっと 3.飲食料品小売 酒田市 幸町
松本酒店 3.飲食料品小売 酒田市 本楯
茶舗　藤長 3.飲食料品小売 酒田市 日吉町
産直たわわ鳥海高原ヨーグルト直売店 3.飲食料品小売 酒田市 法連寺
大沼酒店 3.飲食料品小売 酒田市 本町
尾川園　中町店 3.飲食料品小売 酒田市 中町
有限会社　大橋屋酒店 3.飲食料品小売 酒田市 千石町
株式会社　さいとう精肉店 3.飲食料品小売 酒田市 中町
株式会社菅原鮮魚 3.飲食料品小売 酒田市 船場町
大泉みなと市場店 3.飲食料品小売 酒田市 船場町
かとう酒店 3.飲食料品小売 酒田市 若竹町
酒・人形・ギフトの大泉 3.飲食料品小売 酒田市 中町
満洲屋酒店 3.飲食料品小売 酒田市 亀ケ崎
今井漬物店 3.飲食料品小売 酒田市 中町
オランダせんべいFACTORY 3.飲食料品小売 酒田市 両羽町
肉　惣菜　小の木 3.飲食料品小売 酒田市 一番町
ブーランジェリーキムラヤ 3.飲食料品小売 酒田市 こあら
瑞穂野木村屋 3.飲食料品小売 酒田市 みずほ
栗原甘泉堂 3.飲食料品小売 酒田市 一番町
髙橋商店 3.飲食料品小売 酒田市 升田東向
安倍鮮魚店 3.飲食料品小売 酒田市 観音寺



フレッシュフルーツ伊藤 3.飲食料品小売 酒田市 中町
よしまつ 3.飲食料品小売 酒田市 麓
清川屋　庄内空港店 3.飲食料品小売 酒田市 浜中
浜のかあちゃんの店 3.飲食料品小売 酒田市 船場町
(有)地主園茶店　酒田店 3.飲食料品小売 酒田市 相生町
佐々木富造酒店 3.飲食料品小売 酒田市 一番町
尾川園  酒田南店 3.飲食料品小売 酒田市 あきほ町
山居倉庫「酒田夢の倶楽」 3.飲食料品小売 酒田市 山居町
木村屋　酒田こぴあ店 3.飲食料品小売 酒田市 泉町
木村屋　なかのくち店 3.飲食料品小売 酒田市 東栄町
メーテール 3.飲食料品小売 酒田市 光ケ丘
はやみ商店 3.飲食料品小売 酒田市 船場町
すし海道　酒田店 3.飲食料品小売 酒田市 松原南
ホンダドリーム　酒田 4.家電・家具・車両小売 酒田市 広野
杉山屋　自転車店 4.家電・家具・車両小売 酒田市 二番町
サイクルぽーと 4.家電・家具・車両小売 酒田市 飛鳥
サクラダホンダ 4.家電・家具・車両小売 酒田市 観音寺
イサムデンキ 4.家電・家具・車両小売 酒田市 東中の口町
ホームデコマシマ酒田店 4.家電・家具・車両小売 酒田市 京田
小島薬局 5.医薬品・化粧品小売 酒田市 亀ケ崎
エビスヤ薬局　瑞穂 5.医薬品・化粧品小売 酒田市 大町
ベルズショップ　なかにし 5.医薬品・化粧品小売 酒田市 末広町
ミキモト化粧品　る・くーる　ビューティーステーション 5.医薬品・化粧品小売 酒田市 中町
CP華　本店サロン　（シンエイ工業株式会社） 5.医薬品・化粧品小売 酒田市 こあら
サロン ストーリー 5.医薬品・化粧品小売 酒田市 ゆたか
株式会社　茜谷商店石油部 6.その他小売 酒田市 船場町
ラケットショップ　ストラット 6.その他小売 酒田市 二番町
みずほ　八文字屋 6.その他小売 酒田市 みずほ
まる五 6.その他小売 酒田市 中町
港屋時計店 6.その他小売 酒田市 中町
有限会社阿部弥太郎商店 6.その他小売 酒田市 一番町
カメラの七桜 6.その他小売 酒田市 中町
メガネ・時計の越之屋 6.その他小売 酒田市 中町
有限会社　宮海日石 6.その他小売 酒田市 宮海
洋服のマスターズ　有限会社 6.その他小売 酒田市 亀ケ崎 
有限会社松山ガス 6.その他小売 酒田市 山田
ミュージアム　アイワークス　ファクトリー 6.その他小売 酒田市 相生町
株式会社小いけ　酒田店 6.その他小売 酒田市 中町
佐々木商会 6.その他小売 酒田市 宮野浦
カットランド　アラキ 7.理容・美容 酒田市 東大町
るっく 7.理容・美容 酒田市 新橋
カットインクールさとう 7.理容・美容 酒田市 大町
lobby hair design 7.理容・美容 酒田市 みずほ
美容室 eぽけっと 7.理容・美容 酒田市 幸町
カットハウス　ごろべえ 7.理容・美容 酒田市 下安町
ヘアーラウンジ　FRESH 7.理容・美容 酒田市 北新町
utatanesalon 7.理容・美容 酒田市 飯森山
ローランサン 7.理容・美容 酒田市 新橋
ロダン 7.理容・美容 酒田市 千石町
アトリエ　ピカソ　こあら店 7.理容・美容 酒田市 こあら
picasso forti 7.理容・美容 酒田市 亀ケ崎
ヘアーサロンシブヤおかおそりすぺーす 7.理容・美容 酒田市 砂越緑町



フェィス 7.理容・美容 酒田市 東泉町
美容室のんのん　亀ヶ崎店 7.理容・美容 酒田市 亀ケ崎
HOWL 7.理容・美容 酒田市 高見台
Felicita 7.理容・美容 酒田市 こがね町
サロンドローズマリー  酒田店 7.理容・美容 酒田市 松原南
HAIR MAKE green 7.理容・美容 酒田市 東泉町
酒田合同自動車株式会社 8.その他サービス業 酒田市 山居町
ママ・クリーニング小野寺よ　酒田東町サービスコーナー 8.その他サービス業 酒田市 東町
もみの木整体院 8.その他サービス業 酒田市 二番町
CP華　サロンRest 8.その他サービス業 酒田市 旭新町
(株)保科自動車 8.その他サービス業 酒田市 東町
ｍａｎａｃｏ 8.その他サービス業 酒田市 ゆたか
イエローハット　酒田北店 8.その他サービス業 酒田市 豊里
リンパマッサージのお店　ちいさな森 8.その他サービス業 酒田市 末広町
CS60施術店パーリジャータの木 8.その他サービス業 酒田市 緑ケ丘
ヨーガサンガ 8.その他サービス業 酒田市　大宮町
もみほぐしのお店Lacuunaラクーナ 8.その他サービス業 酒田市 東大町
サンテ ルミエール   8.その他サービス業 酒田市 松原南
酒田第一タクシー株式会社 9.その他 酒田市 あきほ町
湯の台温泉鳥海山荘 9.その他 酒田市 草津
株式会社　観光タクシー 9.その他 酒田市 泉町
八森温泉　ゆりんこ 9.その他 酒田市 麓
株式会社　庄交コーポレーション　庄交サービス事業部　酒田工場 9.その他 酒田市 北浜町



三川町
店舗名 業種 所在 完売

三川寿し　福仙 1.飲食店 三川町 横山
サーティワンアイス　イオン三川店 3.飲食料品小売 三川町 猪子
バラエティショップ　ベル 6.その他小売 三川町 猪子
アトリエ　ピカソ　三川店 7.理容・美容 三川町 猪子
イエローハット三川店 8.その他サービス業 三川町 成田新田
カーチェック庄内店 8.その他サービス業 三川町 押切新田



庄内町
店舗名 業種 所在 完売

K-Dining 1.飲食店 庄内町 余目
居酒屋　ひげ坊主 1.飲食店 庄内町 余目
居酒屋　しょうじ 1.飲食店 庄内町 余目
爽味旬風　和心 1.飲食店 庄内町 余目
稲村 1.飲食店 庄内町 余目
ＮＩＫＵ　ＴＨＡ　ＫＵＲＡ 1.飲食店 庄内町 余目
和牛料理はんだ 1.飲食店 庄内町 余目
株式会社クレア【FELICITA＋】 1.飲食店 庄内町 余目沢田
ウエストパーク 1.飲食店 庄内町 余目
だいこくや 2.身回品小売 庄内町 余目
お茶のさる田 3.飲食料品小売 庄内町 余目
あづま屋菓子舗 3.飲食料品小売 庄内町 清川
和洋酒　うめかわ 3.飲食料品小売 庄内町 余目
有限会社佐藤畜産食品 3.飲食料品小売 庄内町 狩川
酒一番　有限会社カナウチ酒類サービス 3.飲食料品小売 庄内町 三ケ沢
後藤初太郎商店　本店　和心店 3.飲食料品小売 庄内町　千河原
合同会社　五十嵐ファーム 3.飲食料品小売 庄内町 島田
兼古商店 3.飲食料品小売 庄内町 余目
すし海道　余目店 3.飲食料品小売 庄内町 余目
カフェ余目製パン 3.飲食料品小売 庄内町 余目
有限会社　清野電器 4.家電・家具・車両小売 庄内町 余目
佐藤薬店 5.医薬品・化粧品小売 庄内町 狩川
三丁目種苗・生花店 6.その他小売 庄内町 余目
株式会社　寿商会　余目北SS 6.その他小売 庄内町 余目
(有)フラワー佐々木 6.その他小売 庄内町 余目
(有)リヒトカメラ 6.その他小売 庄内町 余目
(有)柿崎建具店 6.その他小売 庄内町 余目
ぱーまハウスくれよん 7.理容・美容 庄内町 余目
佐々木理容所 7.理容・美容 庄内町 余目新田
fix. HairStudio 7.理容・美容 庄内町 狩川
nino美容室 7.理容・美容 庄内町 余目四ツ興野
ＣＰ華　サロンＬＵＡＮＡ 8.その他サービス業 庄内町 余目
バリニーズマッサージSpaTirta 8.その他サービス業 庄内町 余目
みしまフォトスタジオ 8.その他サービス業 庄内町 余目
(有)　大豊環境開発　　ハーティ代行 8.その他サービス業 庄内町 余目
有限会社　立川タクシー 9.その他 庄内町 狩川



遊佐町
店舗名 業種 所在 完売

サンセット十六羅漢 1.飲食店 遊佐町 福来西楯
居酒屋ふくろう 1.飲食店 遊佐町 遊佐
ぶんぶん 1.飲食店 遊佐町 小原田
中華そば七郎 1.飲食店 遊佐町 北目
清水森食堂 1.飲食店 遊佐町 直世
華み寿喜 1.飲食店 遊佐町 遊佐
株式会社地酒庄内館 3.飲食料品小売 遊佐町 小原田
土門　酒店 3.飲食料品小売 遊佐町 江地
すし海道　遊佐店 3.飲食料品小売 遊佐町 小原田
ぽっぽや 3.飲食料品小売 遊佐町 遊佐
すがの　筒井商店 3.飲食料品小売 遊佐町 菅里
堀　酒店 3.飲食料品小売 遊佐町 遊佐
ヤマサ鮮魚 3.飲食料品小売 遊佐町 菅里
あい電　こんの店 4.家電・家具・車両小売 遊佐町 江地
株式会社岐阜陶園 6.その他小売 遊佐町 遊佐
Booksほんま 6.その他小売 遊佐町 小原田
ファミリーファッションB-ハウス 6.その他小売 遊佐町 小原田
道の駅鳥海ふらっと 6.その他小売 遊佐町 菅里
髪美館　TAKAHASHI 7.理容・美容 遊佐町 遊佐
ヘアサロンEVIS 7.理容・美容 遊佐町 北目
ひまわり旅行 8.その他サービス業 遊佐町 江地田地下
ボディケアサロンCanana 8.その他サービス業 遊佐町 遊佐
酒田第一タクシー株式会社　遊佐営業所 9.その他 遊佐町 遊佐


