
「食の都庄内」協力店
登 録 名

郵 便
番 号

住 所 業 種 名 連 絡 先 ホームページアドレス
市 町
村 等

1 株式会社 元⻘果 997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地50 その他（卸売業） 0235-66-5901 三川町

2 つけもの処 本⻑ 997-1124 山形県鶴岡市大山１丁目７-７ 加工・製造業 0235-33-2023 www.k-honcho.co.jp 鶴岡市

3 魚匠ダイニング沖海月 997-1206 山形県鶴岡市今泉字大久保657-１ 飲食業 0235-33-3036 鶴岡市

4 株式会社庄果 997-1321 山形県三川町大字押切新田字茨谷地50 その他 0235-66-4133 三川町

5 庄内観光物産館 997-0851 山形県鶴岡市布目字中通80-1
飲食業
小売業

0235-25-5111 www.shoko-co.jp/bussn/ 鶴岡市

6 株式会社大商金山牧場 999-7762 山形県東田川郡庄内町家根合字中荒田21-2 加工・製造業 0234-43-8629 www.taisho-meat.co.jp 庄内町

7 ガーデンカフェ 999-7601 山形県鶴岡市藤島字笹花109 飲食業 0235-64-3435 鶴岡市

8 鯉川酒造株式会社 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字興野42 加工・製造業 0234-43-2005 庄内町

9 あつみホテル温海荘 999-7204 山形県鶴岡市湯温海甲188 旅館等 0235-43-2888 http://atsumiso.com/ 鶴岡市

10 株式会社清川屋 997-0011 山形県鶴岡市宝田１丁目４-25 小売業 0235-23-2111 http://www.kiyokawaya.com 鶴岡市

11 ハナブサ醤油株式会社 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町161 加工・製造業 0234-43-3012 www.hanabusa1823.com 庄内町

12 株式会社出羽 998-0832 山形県酒田市両羽町５-４
飲食業
加工・製造業

0234-25-4580 www.dewa-lasante.com 酒田市

13 月山軒 997-0404 山形県鶴岡市下名川字村⻄246 飲食業 0235-53-2559 鶴岡市

14 寝覚屋 半兵衛 997-1125 山形県鶴岡市馬町字枇杷川原74 飲食業 0235-33-2257 鶴岡市

15 ＪＡ櫛引農工連 997-0341 山形県鶴岡市下山添字庄南１の２ 加工・製造業 0235-57-2214 鶴岡市

16 ファーマーズマルシェ（窪畑ファーム） 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜字浜泉444-38 加工・製造業 0235-68-5806 鶴岡市

17 カフェスタジオサンク 997-0035 山形県鶴岡市馬場町８-13 商工会議所会館１階 飲食業 0235-64-1182 鶴岡市

18 ⻄洋割烹 花月 998-0852 山形県酒田市こがね町２丁目25-10 飲食業 0234-25-3966 酒田市

19 レストラン ロアジス 998-0044 山形県酒田市中町２丁目５-１ マリーン５清水屋５階 飲食業 0234-24-0112 酒田市

20 パリサンク 997-0032 山形県鶴岡市上畑町２-18 飲食業 0235-25-0205 鶴岡市

21 CAFÉ&DINING EAST 997-0801 山形県鶴岡市東原町17-７ 飲食業 0235-24-4639 http://cafe-east.net/ 鶴岡市

22 Restaurant Nico 998-0842 山形県酒田市⻲ヶ崎３-７-２ 飲食業 0234-28-9777 www.nico-sakata.com 酒田市

23 ル・ポットフー 998-0023 山形県酒田市幸町１-10-20 飲食業 0234-26-2218 酒田市

24 ガーデンナチュレふきのとう 998-0834 
山形県酒田市若竹町１丁目１-１ ホテルリッチ&
ガーデン酒田２階

飲食業 0234-26-1117 酒田市

25 ラ・ルーチェ 998-0828 山形県酒田市あきほ町659-10 飲食業 0234-23-1210 酒田市

26 イタリアンレストラン アンジェロ 998-0023 山形県酒田市幸町１-10-20 日新開発ビル１階 飲食業 0234-28-9115 酒田市

27 エンメエッセ 998-0012 山形県酒田市下安町２-８ 飲食業 0234-43-8792 酒田市

28 アル・ケッチァーノ 997-0341 山形県鶴岡市下山添一里塚83 飲食業 0235-78-7230 鶴岡市

29 カトちゃん畑 998-0103 山形県酒田市錦町３-７-５ 加工・製造業 0234-22-2023 酒田市

30 回転寿司トポス 998-0044 山形県酒田市中町2-5-1 飲食業 0234-24-1115 酒田市

31 うなぎ若林 997-0015 山形県鶴岡市末広町11-９ 飲食業 0235-24-3701 鶴岡市

32 若葉旅館 998-0043 山形県酒田市本町２丁目３-９ 旅館等 0234-24-8111 酒田市

33 山菜屋．Com 997-0015 山形県鶴岡市末広町 20-20 小売業 0235-26-7333 http://www.sansaiya.com/ 鶴岡市

34 やさいろ 997-0013 山形県鶴岡市道形町24-16
小売業
加工・製造業

090-6940-0647 http://yasairo.net 鶴岡市

35 株式会社藤の里農場 999-7683 山形県鶴岡市渡前字中屋敷109
小売業
加工・製造業

0235-64-2793 鶴岡市
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36
ＪＡ鶴岡ファーマーズマーケット
もんとあーる白山店

997-0841 山形県鶴岡市白山字⻄野191-２
小売業
その他

0235-25-6665 www.ja-tsuruoka.or.jp.sanchoku 鶴岡市

37 産直あさひ・グー 997-0404 山形県鶴岡市下名川字落合183 小売業 0235-58-1455 鶴岡市

38 株式会社産直あぐり 997-0332 山形県鶴岡市⻄荒屋字杉下106-３
小売業
加工・製造業

0235-57-3300 www.santyokuagri.jp/ 鶴岡市

39 農家レストラン知憩軒 997-0000 山形県鶴岡市⻄荒屋字宮の根91 飲食業 0235-57-2130 鶴岡市

40 菜ぁ 997-0006 山形県鶴岡市福田甲41 飲食業 0235-25-8694 鶴岡市

41 ミートデリカ クドー 997-0034 山形県鶴岡市本町一丁目７-13
飲食業
加工・製造業

0235-22-1297 http://www.meatdelica-kudo.com/ 鶴岡市

42 株式会社 手塚商店 997-0035 山形県鶴岡市馬場町７番８号鶴岡水産物地方卸売市場
小売業
その他（卸売

0235-24-3335 http://www.tezukashoten.com/ 鶴岡市

43 農業仁助屋 999-8161 山形県酒田市吉田字伊勢塚112 加工・製造業 0234-25-2152 http://www15.plala.or.jp/nisukeya/ 酒田市

44 坂農園 999-7621 山形県鶴岡市⻑沼字中組７ その他 鶴岡市

45 ホテル海山 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜１-14-38 旅館業 0235-75-2221 h-kaizan.com 鶴岡市

46 共立社 大山センター 997-1124 山形県鶴岡市大山２-２-10 小売業 鶴岡市

47 共立社 千石センター 997-0812 山形県鶴岡市⻑者町８-25 小売業 鶴岡市

48 共立社 切添センター 997-0022 山形県鶴岡市切添町17-15 小売業 鶴岡市

49 共立社 あおやぎセンター 997-0832 山形県鶴岡市⻘柳町37-６ 小売業 鶴岡市

50 共立社 鶴岡協同の家こぴあ 997-0010 山形県鶴岡市余慶町１-２ 小売業 鶴岡市

51 共立社 こぴあコープ酒田 998-0018 山形県酒田市泉町１-15 小売業 酒田市

52 共立社 コープなかのくち 998-0856 山形県酒田市東栄町10-5 小売業 酒田市

53 株式会社ト一屋 緑町店 998-0875 山形県酒田市緑町１９−２８ 小売業 酒田市

54 株式会社ト一屋 住吉町店 998-0858 山形県酒田市東町２−２−１ 小売業 酒田市

55 株式会社ト一屋 みずほ通り店 998-0841 山形県酒田市松原南４−１ 小売業 酒田市

56 株式会社ト一屋 駅東店 998-0022 山形県酒田市駅東２−５−１３ 小売業 酒田市

57 株式会社ト一屋 新町店 999-6837 山形県酒田市北新町２−９−９ 小売業 酒田市

58 株式会社ト一屋 千石町店 998-0843 山形県酒田市千石町２−１１−１ 小売業 酒田市

59 株式会社ト一屋 中町店 998-0044 山形県酒田市中町２−４−１８ 小売業 酒田市

60 株式会社ト一屋 新橋店 998-0864 山形県酒田市新橋５−１３−６ 小売業 酒田市

61 株式会社ト一屋 高見台店 998-0051 山形県酒田市高見台１−１３−１０ 小売業 酒田市

62 あつみ温泉たちばなや 999-7204 山形県鶴岡市湯温海丁３ 旅館業 0235-43-2211 鶴岡市

63 蒲徳商店 998-0044 山形県酒田市中町３-７-32 加工・製造業 0234-22-0668 酒田市

64 筋子屋あびこ 997-1156 山形県鶴岡市平成町６-21 小売業 0235-33-2476 鶴岡市

65 今井鮮魚店 997-1131 山形県鶴岡市菱津は112-６ 小売業 鶴岡市

66 金子精肉店 999-8234 山形県酒田市小泉字上川原61-１ 小売業 酒田市

67
株式会社白糸の滝
米の粉の滝ドライブイン

997-0405 山形県鶴岡市上名川字東山11−１
飲食業
小売業

0235-54-6311 http://www.komenokonotaki.com/ 鶴岡市

68 夢の倶楽 998-0838 山形県酒田市山居町１-１-20 小売業 0234-24-2233 酒田市

69 おやつ工房みるくぱん 997-0404 山形県鶴岡市下名川字村下19-18 加工・製造業 080-5572-3698 鶴岡市

70 飲み食い処 神田川 997-0015 山形県鶴岡市末広町１-１ 飲食業 0235-41-0335 鶴岡市

71 梅津鮮魚店 997-0034 山形県鶴岡市本町３丁目14-31 小売業 鶴岡市
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72 地酒・旬菜 味鈴 997-0015 山形県鶴岡市末広町15-３RYUビル 飲食業 0235-64-0168 鶴岡市

73 庄内だいどころ酒場 ⾜⻑伯⽗さん 997-0015 山形県鶴岡市末広町２-１山王プラザアネックス１階 飲食業 0235-23-1471 鶴岡市

74 串邑 997-0015 山形県鶴岡市末広町８-14 飲食業 0235-64-1119 鶴岡市

75 カムコミュニケーションズ株式会社 998-0013 山形県酒田市東泉町４-11-６ 加工・製造業 0234-28-8333 comeru.jp 酒田市

76 井上農場 999-7683 山形県鶴岡市渡前字白山前14 加工・製造業 0235-64-2805 inoue.farm 鶴岡市

77 山王夢食堂 997-0028 山形県鶴岡市山王町３-14 飲食業 0235-33-8447 www.yumesyoku.com 鶴岡市

78 大衆居酒屋 くじらや 997-0816 山形県鶴岡市文園町１-16 RYUビル アネックス１階 飲食業 0235-64-1937 鶴岡市

79 夕日家やきとり 997-0015 山形県鶴岡市末広町16-30 飲食業 0235-64-1750 鶴岡市

80 月の王様 997-0015 山形県鶴岡市末広町15-３ RYUビル２階 飲食業 0235-64-0158 鶴岡市

81 酒と仕出し かねこ 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字沢田123-１ 小売業 0234-42-2149 庄内町

82 ひらた農産物直売所 めんたま畑 999-6711 山形県酒田市飛鳥字堂之後83-8 小売業 0234-61-7200 酒田市

83 物産館マイデル 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字横山103 小売業 0235-68-2500 三川町

84 道の駅「あつみ」しゃりん 997-7121 山形県鶴岡市早田字⼾ノ浦606 小売業 0235-44-3211 鶴岡市

85 みどりの里 山居館 998-0838 山形県酒田市山居町１-３-１ 小売業 0234-26-6222 酒田市

86 産直たわわ 999-8233 山形県酒田市法連寺字茅針谷地130-３ 小売業 0234-61-1601 酒田市

87 大泉だだちゃ豆直売所 997-0841 山形県鶴岡市白山字⻄野191 その他 0235-22-2460 www.tsuruokakanko.com/ca05/dadacha.html 鶴岡市

88 ぽっぽの湯 農産物直売所 999-7621 山形県鶴岡市⻑沼字宮前266-１ 小売業 0235-64-4126 www11.ocn.ne.jp/~poppo-yu 鶴岡市

89 百万石の里しゃきっと 997-0052 山形県鶴岡市覚岸寺字水上196-１ 小売業 0235-29-9963 www.shakit.jp/ 鶴岡市

90 羽⿊あねちゃの店 997-0163 山形県鶴岡市羽⿊町狩谷野目字宮ノ下149 小売業 0235-62-3895 鶴岡市

91 農事組合法人スリーＡファーム 997-1156 山形県鶴岡市平成町17-７ その他 0235-33-4255 鶴岡市

92 産直みかわ 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端314-３
飲食業
小売業

0235-66-5750 三川町

93 丸果庄内⻘果株式会社 997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地50 その他 0235-66-4122 www.marukajiri.co.jp/ 三川町

94 食彩工房いちご畑 998-0101 山形県酒田市坂野辺新田字古川19-１
小売業
加工・製造業

0234-41-0283 酒田市

95 農家のよろずや 998-0112 山形県酒田市浜中字細縄166-３
小売業
加工・製造業

0234-92-3699 酒田市

96 焼そば専門店テンテン 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字猿田1-2 飲食業 0234-42-0884 庄内町

97 鮨処 朝日屋 999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関丙151 飲食業 0235-44-2855 鶴岡市

98 うしお荘 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜１丁目11-23 旅館業 0235-75-2715 http://ushiosou.net 鶴岡市

99 あつみ温泉 かしわや旅館 999-7204 山形県鶴岡市湯温海甲191 旅館業 0235-43-2011 http://atsumi-kashiwaya.com/ 鶴岡市

100 ㈱丸甚商事 山形特産販売 997-0015 山形県鶴岡市末広町５-24マリカ⻄館２階滝水亭内
小売業
加工・製造業

0235-25-6311 http://koderainetei.com 鶴岡市

101 ㈱丸甚商事 白糸の滝ドライブイン 999-6401 山形県最上郡⼾沢村大字古⼝字⼟湯1496-１
飲食業
小売業

0234-57-2011 ｈttp://www.shiraitonotaki.com
県内（庄
内地域除

102 呑んで食べて 笑快晴 998-0044 山形県酒田市中町１-７-１ 飲食業 0234-26-0170 酒田市

103
道の駅鳥海ふらっと
ひまわりの会

999-8531 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野308-１ 小売業 0234-71-7222 遊佐町

104 主婦の店 銀座店 997-0034 山形県鶴岡市本町１-６-２ 小売業 鶴岡市

105 主婦の店 イーネ駅前店 997-0031 山形県鶴岡市錦町14-３ 小売業 鶴岡市

106 主婦の店 ｍｉｎａ店 997-0813 山形県鶴岡市千石町７-81 小売業 鶴岡市

107 主婦の店 大⻄店 997-0831 山形県鶴岡市大⻄町27-27 小売業 鶴岡市
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108 主婦の店 美原店 997-0826 山形県鶴岡市美原町24-40 小売業 鶴岡市

109 主婦の店 大山店 997-1123 山形県鶴岡市友江町18-20 小売業 鶴岡市

110 主婦の店 パル店 997-0857 山形県鶴岡市美咲町３-13 小売業 鶴岡市

111 有限会社料理の千葉 998-0824 山形県酒田市大宮町２丁目１-18 小売業 0234-26-2905 酒田市

112 大井餅や 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山220 加工・製造業 0235-66-2050 三川町

113 新茶屋 997-0034 山形県鶴岡市本町３-11-39 飲食業 0235-22-0521 鶴岡市

114 喜多八 997-0034 山形県鶴岡市本町２-３-22 飲食業 0235-22-1790 鶴岡市

115 クックミート マルヤマ 997-0046 山形県鶴岡市みどり町20-35 小売業 0235-23-5246 鶴岡市

116 滝川かまぼこ ⻯泉・滝川 997-0034 山形県鶴岡市本町１-８-27 加工・製造業 0235-22-0281 鶴岡市

117 有限会社鮮魚まるもん 997-0825 山形県鶴岡市小真木原町17-20
小売
加工・製造業

0235-23-7720 鶴岡市

118 菓子の梅安 997-0831 山形県鶴岡市大⻄町19-４ 加工・製造業 0235-22-2147 鶴岡市

119 住吉屋 997-0032 山形県鶴岡市上畑町10-１ 加工・製造業 0235-22-5227 鶴岡市

120 久栄堂 997-0034 山形県鶴岡市本町３-14-22 加工・製造業 0235-22-2034 鶴岡市

121 遠州屋 997-0034 山形県鶴岡市本町３-22 加工・製造業 0235-22-1414 鶴岡市

122 ベーカリー地ぱんgood 997-0028
山形県鶴岡市山王町13-36 鶴岡まちなかキネマ隣
り

飲食業
加工・製造業

0235-64-8630 http://jipan-good.com/ 鶴岡市

123 合資会社 早坂食品 997-0027 山形県鶴岡市昭和町10-７ 小売業 0235-22-1128 http://hayasakashokuhin.com/ 鶴岡市

124 遊佐カレー 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字石田19-18 飲食業 090-6683-8530 遊佐町

125 街かどサロン 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字南田筋51-7７ 飲食業 0234-72-5720 遊佐町

126 株式会社イグゼあまるめ 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字⼟堤下36-１ 小売業 0234-42-3040 庄内町

127 ㈱ゆざ食彩工房 999-8438 山形県飽海郡遊佐町比子字白木23-367 加工・製造業 0234-75-3766 http://yuzashokusai.com 遊佐町

128 はやみ商店 998-0036 
山形県酒田市船場町２-５-56(酒田市みなと市場
内）

小売業 0234-22-3456 酒田市

129 宮野浦浜直売 998-0036 
山形県酒田市船場町２-５-56(酒田市みなと市場
内）

小売業 0234-26-0335 酒田市

130 廣盛堂 997-0025 山形県鶴岡市千石町７-37 加工・製造業 0235-22-0850 鶴岡市

131 株式会社フーデライト庄内 997-0841 山形県鶴岡市白山字興野146番地９ 加工・製造業 0235-35-0638 鶴岡市

132 新栄水産有限会社 998-0838 山形県酒田市山居町２丁目14-22 加工・製造業 0234-21-2755 酒田市

133 九兵衛旅館 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙19 旅館等 0235-35-2777 http://www.kuheryokan.com 鶴岡市

134 甚内旅館 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙16 旅館等 0235-35-2151 鶴岡市

135 仙荘湯田川 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙13 旅館等 0235‐35‐3773 鶴岡市

136 珠玉や 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙39 旅館等 0235-35-3535 http://www.kuheryokan.com/tamaya 鶴岡市

137 つかさや旅館 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙52 旅館等 0235-35-2301 鶴岡市

138 隼人旅館 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙56 旅館等 0235-35-3355 鶴岡市

139 ますや旅館 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙63 旅館等 0235-35-3211 鶴岡市

140 湯どの庵 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙38  旅館等 0235-35-2200 鶴岡市

141 理太夫旅館 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙51 旅館等 0235-35-2888 http://ridayu.jp 鶴岡市

142 鈴木屋本店 997-0009 山形県鶴岡市中京田乙75 その他 080-1804-2146 鶴岡市

143 産直さくら 999-6851 山形県酒田市中牧田字前田102-３
小売業
加工・製造業

0234-62-2099 酒田市
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144 寿司・天婦羅 芝楽 997-0034 山形県鶴岡市本町2丁目２-12 飲食業 0235-22-1521 鶴岡市

145 株式会社仕出し料理 あらかわ 997-0141 山形県鶴岡市羽⿊町字前田元131-４
飲食業
加工・製造業

0235-64-1922 鶴岡市

146 有限会社奥山商店 998-0037 山形県酒田市日吉町２丁目５-13 小売業 0234-22-4333 酒田市

147 さくらん坊やの鈴木さくらんぼ園 997-0323 山形県鶴岡市⻄⽚屋字⽚⾙112-１ その他 0235-57-4061 http://www.sakuranbouya.com 鶴岡市

148 道の駅しょうない 風車市場 999-6607 山形県東田川郡庄内町狩川字北外割97-１
飲食業
小売業

0234-56-3039 http://www.town.shonai.lg.jp/fushaichiba/ 庄内町

149 安野りんご園 997-0342 山形県鶴岡市三千刈字藤掛195 小売業 0235-57-2965 鶴岡市

150 佐久間利兵エ観光農園 997-0332 山形県鶴岡市⻄荒屋字杉下63 その他 090-5182-5817 鶴岡市

151 農々家 999-7707 山形県東田川郡庄内町廿六木下台38-２ 飲食業 090-7665-4701 庄内町

152 オランダせんべいファクトリー 998-0832 山形県酒田市両羽町２-24 小売業 0234-25-0017 http://www.sakatabeika.co.jp 酒田市

153 楯村さくらんぼ園 997-0323 山形県鶴岡市⻄⽚屋字楯村41 その他 0235-57-2752 鶴岡市

154 水の食卓 百けん濠 997-0035 山形県鶴岡市馬場町14-２ 飲食業 0235-29-0888 http://www.hyaku-hori.com 鶴岡市

155 蔵屋敷ルナ 997-0027 山形県鶴岡市昭和町12-23 飲食業 0235-22-1223 http://www.web-luna.com 鶴岡市

156 グランド エル・サン 997-0801 山形県鶴岡市東原町17−７ 飲食業 0235-24-4633 http://www.el-sun.com 鶴岡市

157 スタジオセディック庄内オープンセット 997-0131 山形県鶴岡市羽⿊町川代字東増川山102 その他 0235-62-4299 http://openset.s-sedic.jp/ 鶴岡市

158 鍋屋庄座衛門 997-0811 山形県鶴岡市神明町１-44 飲食業 0235-24-0638 http://nabeya.info/index.html 鶴岡市

159 ホテル満光園 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜２丁目22-８ 旅館等 0235-75-2226 http://www.mankoen.com 鶴岡市

160 有限会社井筒 998-0044 山形県酒田市中町２丁目３-27 飲食業 0234-24-1422 thhp://izutsu01.com 酒田市

161 炭火ダイニング味らく 997-0031 山形県鶴岡市錦町12-30 飲食業 0235-24-8484 鶴岡市

162 ホテルイン酒田 998-0828 山形県酒田市あきほ町650-４ 旅館等 0234-22-5000 http://www.hotelinn.jp 酒田市

163 ホテルイン鶴岡 997-0857 山形県鶴岡市美咲町33-27 旅館等 0235-29-5000 http://www.hotelinn.jp 鶴岡市

164 有限会社南禅寺屋 998-0037 山形県酒田市日吉町２-１-12 加工・製造業 0234-22-0581 http://www.nanzenjiya.com 酒田市

165 伊豆菊・武蔵寿司 998-0044 山形県酒田市中町２-２-20 飲食業 0234-22-3216 http://izugiku.wix.com/izugiku 酒田市

166 株式会社 菅原鮮魚 998-0036 山形県酒田市船場町２-５-10 小売業 0234-23-5522 http://kaisen-ichiba.net 酒田市

167 有限会社富重 998-0043 山形県酒田市本町３-５-16
飲食業
加工・製造業

0234-26-8044 酒田市

168 焼とり 孫ちゃん 999-8232 山形県酒田市市条字荒瀬96 飲食業 0234-64-4371 酒田市

169 くつろぎ割烹 志幡 998-0838 山形県酒田市山居町１-２-５ 飲食業 0234-23-1655 酒田市

170 龍の湯 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜２-４-47 旅館等 0235-75-2241 http://tatsunoyu.jp 鶴岡市

171 酒田天然ガス株式会社 998-0831 山形県酒田市東両羽町４-５ その他 0234-24-4111 http://www.sakata-n-gas.co.jp 酒田市

172 農家レストラン キラリ 999-7312 山形県鶴岡市温海川字前田74-１
飲食業
小売業

0235-47-2588 鶴岡市

173 株式会社大泉みなと市場店 998-0036 山形県酒田市船場町２-５-56
小売業
飲食業

0234-22-3503 http://www.sakata-ooizumi.com/ 酒田市

174
ダイニング花（有限会社 花フー
ズ）

997-0047 山形県鶴岡市大塚町７-８ 飲食業 0235-22-9339 鶴岡市

175 太田産商株式会社 997-0017 山形県鶴岡市大宝寺字立野503-１ 加工・製造業 0235-24-7465 http://www.otasansho.co.jp鶴岡市

176 ビストロ・デ・ポン 997-1321 山形県東田川郡三川町押切新田字桜木23-９ 飲食業 0235-66-3523 三川町

177 欧風酒場バルデ 997-0015 山形県鶴岡市末広町16-２ 飲食業 鶴岡市

178 株式会社菅原鮮魚 マリーン５店 998-0044 山形県酒田市中町２丁目５-１マリーン５清水屋店1階 小売業 0234-23-5525 http://kaisen-ichiba.net 酒田市

179 株式会社菅原鮮魚 庄内観光物産館店 997-0851 山形県鶴岡市布目字中通80-１ 小売業 0235-25-3715 http://kaisen-ichiba.net 鶴岡市
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180
三代目兵六玉（株式会社ライフ・コ
ア・シラサキ）

998-0034 山形県酒田市中央⻄町３-17 飲食業 0234-23-5668 http://hyourokudama.co.jp 酒田市

181 髙橋商店 998-0103 山形県酒田市錦町５丁目32-61 飲食業 0234-31-3312 酒田市

182 有限会社本間べんとう店 997-0011 山形県鶴岡市宝田１丁目６-26 飲食業 0235-22-3173 鶴岡市

183 東北日本ハム株式会社 998-0104 山形県酒田市広栄町３−１ 加工・製造業 0234-31-3111 http://tohoku-nh.co.jp 酒田市

184 古⺠家カフェ 藤の家 998-7601 山形県鶴岡市藤島字古楯跡28 飲食業 0235-64-5758 http://fujinoyacafe.com 鶴岡市

185 株式会社御園 998-0031 山形県酒田市浜田１丁目８-25 飲食業 0120-37-2267 http://www.misono-ryouri.com 酒田市

186 大山食品株式会社 997-0011 山形県鶴岡市宝田２丁目９-77 加工・製造業 0235-22-1122 鶴岡市

187 お弁当のトマトクラブ 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東４-３
小売業
加工・製造業

0235-66-3985 http://www.tomatoclub.co.jp 三川町

188 株式会社佐徳 997-0011 山形県鶴岡市宝田2丁目９-79 加工・製造業 0235-24-1180 http://www.satoku.co.jp 鶴岡市

189 大多喜亭 997-0821 山形県鶴岡市三光町２-36 飲食業 0235-22-0637 http://www.otakitei.com 鶴岡市

190
羽⿊のうきょう食品加工有限会社
漬け物の里

997-0131 山形県鶴岡市羽⿊町川代字川代山406
飲食業
小売業
加工・製造業

0235-62-2200 http://www.896215.com 鶴岡市

191 福湊庵 997-0131 山形県鶴岡市羽⿊町川代字川代山406 飲食業 0235-62-4192 鶴岡市

192 爽味旬風 和心 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目⼟堤下38-１ 飲食業 0234-42-1189 庄内町

193 幸亭 997-0801 山形県鶴岡市東原町12-５ 飲食業 0235-25-8241 鶴岡市

194 有限会社イマノ 997-0023 山形県鶴岡市鳥居町28-20 その他（食品卸） 鶴岡市

195 丸善食品工業株式会社 997-0011 山形県鶴岡市宝田３丁目６-31 加工・製造業 0235-25-1191 http://www.maruzenfood.co.jp/index.html 鶴岡市

196 ベルナール鶴岡 997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-１ 飲食業 0235-26-2020 鶴岡市

197 中町木村屋 998-0044 山形県酒田市中町３-５-29 小売業 0234-23-1515 酒田市

198 そば処なかむら 998-8221 山形県酒田市寺田字道ノ上138 飲食業 0234-64-2171 酒田市

199 フルーツデリにしむら 998-0044 山形県酒田市中町３丁目４-15 飲食業 0234-24-0470 酒田市

200 ⻄洋料理しもん 997-0834 山形県鶴岡市稲生町１丁目22-12 飲食業 0235-22-1216 鶴岡市

201 瑞穂野木村屋 998-0863 山形県酒田市みずほ２-20-８ 小売業 0234-26-6262 酒田市

202 ⻲屋菓子舗 999-6835 山形県酒田市本町３-１-１ 加工・製造業 0234-22-1992 酒田市

203 カフェｅジェラートモアレ 998-0044 山形県酒田市中町１丁目７-18
飲食業
加工・製造業

0234-22-5280 酒田市

204 割烹・食堂 花の家 999-8235 山形県酒田市観音寺町後62 飲食業 0234-64-2019 酒田市

205 寿司・割烹 鈴政 998-0037 山形県酒田市日吉町１丁目６-18 飲食業 0234-22-2872 http://www.suzumasa.com 酒田市

206 だるま寿司 998-0044 山形県酒田市中町３-１-12 飲食業 0234-24-0008 https://sakatadaruma.bizmw.com/ 酒田市

207 料亭 香梅咲 998-0037 山形県酒田市日吉町１-３-16 飲食業 0234-23-3366 http://www.sakata-kamezaki.jp 酒田市

208 北家 997-0011 山形県鶴岡市宝田２丁目９-79 小売業 0235-23-3120 http://www.satoku.co.jp 鶴岡市

209 田沢の水茶屋ごすけ 999-6131 山形県酒田市田沢字寺の下37 飲食業 0234-54-2766 http://gosuke25531.n-da.jp/ 酒田市

210 山友直売 999-6734 山形県酒田市山元字上千刈田25-３
飲食業
小売業

0234-54-2885 酒田市

211 阿蘇食品株式会社 999-6732 山形県酒田市楯山字村前171 加工・製造業 0234-54-2686 https://www.asoshokuhin.co.jp/ 酒田市

212 割烹 治郎兵衛 998-0037 山形県酒田市日吉町２-１-32 飲食業 0234-24-0248 http://jirobe-sakata.com 酒田市

213 清川屋 鶴岡インター店 997-0857 山形県鶴岡市美咲町33-21 小売業 0235-28-3111 http://www.kiyokawaya.com 鶴岡市

214 清川屋 ＨＯＵＳＥ清川屋 997-0035 山形県鶴岡市馬場町８-13 鶴岡商工会議所１階 小売業 0235-29-3111 http://www.kiyokawaya.com 鶴岡市

215 清川屋 庄内空港店 998-0112
山形県酒田市大字浜中字村東30-３庄内空港ター
ミナルビル2階

小売業 0234-92-3888 http://www.kiyokawaya.com 酒田市
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216 清川屋 イオン酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町120-１イオン酒田南店1階 小売業 0234-26-5211 http://www.kiyokawaya.com 酒田市

217 清川屋 酒田駅店 998-0032 山形県酒田市幸町１丁目１-１酒田駅構内1階 小売業 0234-23-9111 http://www.kiyokawaya.com 酒田市

218 割烹 綾 998-0044 山形県酒田市中町２-１-16 飲食業 0234-28-8602 http://kappou-ryo.com/ 酒田市

219 障がい福祉サービス事業所たぶの木 998-0054 山形県酒田市宮野浦３丁目21-24 その他 0234-31-2828 http://www.koufukai.or.jp 酒田市

220 酒菜うさぎ屋 998-0045 山形県酒田市二番町１-３ 飲食業 0234-24-5130 酒田市

221 出羽商工会 997-1121 山形県鶴岡市大山字中道74-１ その他 0235-33-2117 http://www.dewa-shokokai.com/ 鶴岡市

222 かなや 999-8234 山形県酒田市小泉字前田109-４ 飲食業 0234-64-2029 酒田市

223 ゆらまちっく海鮮レディース 999-7464 山形県鶴岡市由良２丁目12-16 加工・製造業 http://www.yura-yamagata.jp 鶴岡市

224 みずほ 999-7707 山形県東田川郡庄内町廿六木字三ツ車15 飲食業 0234-43-2407 庄内町

225 手打ちそばしげ庵 997-0151 山形県鶴岡市羽⿊町⿊瀬字⿊瀬263 飲食業 0235-62-3313 鶴岡市

226 Ａコープぼんてん店 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字⼟堤下36-1 小売業 0234-43-4646 http://www.acoop-shonai.co.jp/ 庄内町

227 Ａコープさんぜ店 999-7463 山形県鶴岡市三瀬戊304 小売業 0235-73-2335  〃 鶴岡市

228 Ａコープあつみ店 999-7204 山形県鶴岡市湯温海字湯乃里181 小売業 0235-43-3671  〃 鶴岡市

229 Ａコープふじしま店 999-7601 山形県鶴岡市藤島字矢立57-２ 小売業 0235-64-2342  〃 鶴岡市

230 Ａコープはぐろ店 997-0141 山形県鶴岡市羽⿊町野荒町字北田19 小売業 0235-62-4335  〃 鶴岡市

231 Ａコープあさひ店 997-0404 山形県鶴岡市下名川字落合７ 小売業 0235-53-2515  〃 鶴岡市

232 Ａコープたちかわ店 999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字楯下98-１ 小売業 0234-56-2029  〃 庄内町

233 Ａコープみどり店 998-0862 山形県酒田市曙町１-１ 小売業 0234-26-5620  〃 酒田市

234 Ａコープゆざ店 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字広表６-１ 小売業 0234-72-3001  〃 遊佐町

235 Ａコープふくら店 999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字苗代37 小売業 0234-77-2438  〃 遊佐町

236 Ａコープやわた店 999-8235 山形県酒田市観音寺字町後22 小売業 0234-64-2517  〃 酒田市

237 Ａコープにしき町店 998-0103 山形県酒田市坂野辺新田字古川18-１ 小売業 0234-31-1212  〃 酒田市

238 株式会社サカタフーズ 999-6701 山形県酒田市砂越字上川原507 加工・製造業 0234-61-7900 酒田市

239 まつのや 998-0067 山形県酒田市光が丘１-９-21 飲食業 0234-33-8503 酒田市

240 御食事処 金山 998-0051 山形県酒田市高見台１-13-11 飲食業 0234-31-1700 酒田市

241 四十番 999-6837 山形県酒田市字新町19-２ 飲食業 0234-62-2040 酒田市

242 株式会社辰ヶ湯旅館 999-6839 山形県酒田市⼟渕字湯之沢56 旅館業 0234-62-2147 酒田市

243 松山酒造株式会社 999-6834 山形県酒田市字荒町17 加工・製造業 0234-62-2003 酒田市

244 御菓子司 酒田屋 999-6836 山形県酒田市字肴町30
小売業
加工・製造業

0234-62-2063 酒田市

245 佐藤製麸所 999-6837 山形県酒田市新町44 加工・製造業 0234-62-2162 酒田市

246 レストラン香林塔 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字上朝丸78-２ 飲食業 0234-42-2253 庄内町

247 食事、ご宴会どうむ 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字上朝丸78-２ 飲食業 0234-42-2253 庄内町

248 野房そばの木（旅館山王荘内） 997-0028 山形県鶴岡市山王町４-６
飲食業
旅館等

0235-22-2824 鶴岡市

249 売⻁庵 999-7207 山形県鶴岡市五十川字真砂沢47-１ 飲食業 0235-45-2545 鶴岡市

250 ホテルサンリゾート庄内 999-7464 山形県鶴岡市由良３丁目17-21 旅館等 0235-38-8088 http://sunrezort-shonai.net 鶴岡市

251 大松庵 999-7542 山形県鶴岡市水沢字行司免43-13 飲食業 0235-35-4041 鶴岡市
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252 食事処 萬菜家 999-7715 山形県東田川郡庄内町廻館字上川前43-1 飲食業 0234-43-8287 庄内町

253 ⻲や 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜１-５-50 旅館等 0235-75-2301 https://www.kameya-net.com/ 鶴岡市

254 ほり旅館 999-7464 山形県鶴岡市由良2丁目3-33
飲食業
旅館等

0235-73-3158 http://horiryokan.com 鶴岡市

255 魚亭いいざか 998-0828 山形県酒田市あきほ町663-６ 飲食業 0234-24-5123 酒田市

256 割烹はらだ 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東16-17 飲食業 0235-66-3185 三川町

257 ら〜めんはらだ 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東16-17 飲食業 0235-66-3185 三川町

258 お食事 みその 997-0046 山形県鶴岡市みどり町20-35 飲食業 0235-23-3071 鶴岡市

259 庄内豆腐株式会社 997-0011 山形県鶴岡市宝田１丁目9-73
小売業
加工・製造業

0235-24-8331 鶴岡市

260 カフェスペースしまかへ 998-0281 山形県酒田市飛島字勝浦乙132-19
飲食業
加工・製造業

0234-96-3800 http://llc.tobi-shima.com 酒田市

261 島の駅とびしま 998-0281 山形県酒田市飛島字勝浦乙132-19
飲食業
加工・製造業

0234-96-3800 http://llc.tobi-shima.com 酒田市

262 島の炭火焼きカフェ＆バル炭かへ 998-0044 山形県酒田市中町２丁目６-１ 飲食業 090-7070-1075 http://llc.tobi-shima.com 酒田市

263 佐藤鮮魚店 997-0404 山形県鶴岡市下名川字落合203 小売業 0235-53-2348 鶴岡市

264 居酒屋 六歌仙 998-0023 山形県酒田市幸町２丁目３-２ 飲食業 0234-26-4953 酒田市

265 手打ちそば ななかまど亭 997-0532 山形県鶴岡市田⻨俣字清水尻12-６ 飲食業 0235-54-6328 http://www.tamugisou.com/ 鶴岡市

266 ⺠宿 田⻨荘 997-0532 山形県鶴岡市田⻨俣字清水尻12-６ 旅館等 0235-54-6328 鶴岡市

267 料理宿 坂本屋 999-7463 山形県鶴岡市三瀬己91 旅館等 0235-73-2003 http://yado-sakamotoya.sakura.ne.jp/ 鶴岡市

268 旬魚旬菜 初よし 997-0801 山形県鶴岡市東原町９-36 飲食業 0235-29-9851 鶴岡市

269 幸栄堂製菓舗 997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字街道表187 小売業 0235-66-3841 三川町

270 菅原精肉店 997-0404 山形県鶴岡市下名川字落合168 小売業 0235-53-2364 鶴岡市

271 うらやま農園 997-0404 山形県鶴岡市下名川村⻄205 加工・製造業 0235-53-3025 http://www15.plala.or.jp/urayama/ 鶴岡市

272 湯殿山直売所 997-0532 山形県鶴岡市田⻨俣六十里山100-１
飲食業
小売業

0235-54-6533 鶴岡市

273 Ｕｍｕネット月山 997-0531 山形県鶴岡市大網字興屋10
飲食業
加工・製造業

0235-54-6015 鶴岡市

274 そば処 大梵字 997-0403 山形県鶴岡市越中山字名平３-１ 飲食業 0235-53-3411 http://www.gassanasahi-hakubutsumura.co.jp/ 鶴岡市

275 喫茶ハミングバード 997-0403 山形県鶴岡市越中山字名平３-１ 飲食業 0235-53-3411 http://www.gassanasahi-hakubutsumura.co.jp/ 鶴岡市

276 三日月軒 東中の⼝店 998-0855 山形県酒田市東中の⼝町８-１ 飲食業 0234-22-7616 酒田市

277 麺工房 さらしな 998-0842 山形県酒田市⻲ヶ崎５-４-40 飲食業 0234-24-2258 酒田市

278 有限会社 新月 998-0878 山形県酒田市こあら２丁目６-３ 飲食業 0234-26-0141 酒田市

279 加工蔵まや 997-0624 山形県鶴岡市倉沢字上ノ山⼝６ 飲食業 0235-55-2215 鶴岡市

280 有限会社 満月 本店 998-0855 山形県酒田市東中の⼝町２-１ 飲食業 0234-22-0166 http://www.sakata-mangetsu.com 酒田市

281 有限会社 満月 酒田のラーメン月 998-0036 山形県酒田市船場町２-５-56 飲食業 0234-43-1145 酒田市

282 中国料理 菜花 998-0865 山形県酒田市北新橋１-１-３ 飲食業 0234-26-7020 酒田市

283 味好 本店 998-0875 山形県酒田市東町１-17-３ 飲食業 0234-24-7911 酒田市

284 フロール 998-0865 山形県酒田市北新橋１-９-13 加工・製造業 0234-24-8040 酒田市

285 局堂今茂屋 999-7771 山形県酒田市局字局59 加工・製造業 0234-93-2048 酒田市

286 魚御殿やまもと 998-0063 山形県酒田市南新町２-１-２ 飲食業 0234-22-0238 酒田市

287 久村の酒場 998-0035 山形県酒田市寿町１-41 飲食業 0234-24-1935 酒田市
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288 麺処あべ 998-0834 山形県酒田市若竹町１-13-20 飲食業 0234-22-2600 酒田市

289 味の店 柚子庵 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東１-11 飲食業 0235-33-8825 三川町

290 萬国屋 999-7204 山形県鶴岡市湯温海丁１ 旅館等 0235-43-3333 鶴岡市

291 食事処地産地消の店スカーゼ 997-0035 山形県鶴岡市馬場町５-38 飲食業 0235-24-8904 鶴岡市

292 めん処 久太 999-7204 山形県鶴岡市湯温海湯の尻518 飲食業 0235-43-3315 鶴岡市

293 中華そば七郎 999-8522 山形県飽海郡遊佐町北国字蟻塚80 飲食業 0234-77-2247 遊佐町

294 穂波街道 緑のイスキア 997-0161 山形県鶴岡市羽⿊町押⼝川端37-７ 飲食業 0235-23-0303 http://honamikaido.com 鶴岡市

295 ばそき屋 997-1117 山形県鶴岡市下川字窪畑135-３ 飲食業 0235-76-1170 鶴岡市

296 ありらん亭 997-0015 山形県鶴岡市末広町29-23 飲食業 0235-23-1637 鶴岡市

297 チャイナハウス 997-0013 山形県鶴岡市道形町47-４ 飲食業 0235-23-4831 鶴岡市

298 鮨家ろ久 997-0013 山形県鶴岡市道形町６-19 飲食業 0235-64-0449 鶴岡市

299 味楽 櫂 997-0824 山形県鶴岡市日枝鳥居上40-１ 飲食業 0235-24-8199 鶴岡市

300 味の大八 997-0015 山形県鶴岡市末広町18-28 飲食業 0235-23-2687 鶴岡市

301 燦有大⿊屋 997-0752 山形県鶴岡市湯田川乙27-１ 飲食業 0235-35-2638 鶴岡市

302 東京庵 997-0034 山形県鶴岡市本町二丁目12-15 飲食業 0235-22-4641 鶴岡市

303 定食屋 997-0013 山形県鶴岡市道形町16-５ 飲食業 0235-23-4358 鶴岡市

304 壽楽 997-0841 山形県鶴岡市白山⻄野199 飲食業 0235-25-2750 鶴岡市

305 佐藤⻘果物店 997-0027 山形県鶴岡市昭和町８-48 小売業 0235-22-1737 鶴岡市

306 三日月軒 中町店 998-0043 山形県酒田市中町２丁目４-７ 飲食業 0234-22-2162 酒田市

307 居酒屋しえん 999-6835 山形県酒田市本町３丁目３-３ 飲食業 0234-92-3607 酒田市

308 そば処 三浦屋 998-0044 山形県酒田市中町２-４-31 飲食業 0234-22-0041 酒田市

309 まる膳 998-0044 山形県酒田市中町２-３-23 飲食業 0234-24-2811 酒田市

310 居酒屋 八瀬河 998-0044 山形県酒田市中町３丁目１-10 飲食業 0234-22-3443 酒田市

311 居酒屋 しら浜 998-0044 山形県酒田市中町２-１-５ 飲食業 0234-26-3947 酒田市

312 よこはま軒（本店） 997-0031 山形県鶴岡市錦町２-10 エスモール２階 飲食業 0235-25-5353 鶴岡市

313 よこはま軒（酒田店） 998-0859 山形県酒田市大町６-13 飲食業 0234-24-0157 酒田市

314 よこはま軒（イオン酒田南店） 998-0828 山形県酒田市あきほ町120-１ イオン酒田南店1階 飲食業 0234-21-1400 酒田市

315 月猫Ｃａｆｅｔｅｒｉａべにばなや 998-0043 山形県酒田市本町一丁目２-22 飲食業 酒田市

316 やくけっちゃーの 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字沢田108-１ 飲食業 0234-42-1666 http://yakuke.exeamarume.co.jp/ 庄内町

317 千石や 999-0017 山形県鶴岡市大宝寺日本国378-10 飲食業 0235-25-7242 鶴岡市

318
Ra-MenDining 晴天の風（株式会社
DFS）

997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町２-24 飲食業 0235-23-8508 http://st-kaze.com/ 鶴岡市

319 有限会社 仁三郎 999-7463 山形県鶴岡市三瀬⺒308 旅館等 0235-73-2109 http://www.nisaburo.co.jp/ 鶴岡市

320 華夕美 日本海 997-1117 山形県鶴岡市下川字窪畑１-523 旅館等 0235-75-2021 http://ohshokaido.co.jp/ 鶴岡市

321 赤寶亭 150-0001 東京都渋谷区神宮前３-１-14 飲食業 03-5474-6889 http://sekihoutei.jp 県外

322 和洋食割烹 紅屋 997-0033 山形県鶴岡市泉町７-35 飲食業 0235-24-8222 http://www3.ic-net.or.jp 鶴岡市

323 すたんど割烹みなぐち 997-0028 山形県鶴岡市山王町８-10 飲食業 0235-23-3791 鶴岡市
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324 東京第一ホテル鶴岡 997-0031 山形県鶴岡市錦町２-10
飲食業
旅館等

0235-24-7611 http://tdh-tsuruoka.co.jp 鶴岡市

325 生石 大松家 998-0802 山形県酒田市生石字上坂125 飲食業 0234-94-2617 http://ohmastuya.jp 酒田市

326 庄内おばこの里こまぎ 997-0825 山形県鶴岡市日枝字小真木原88-１
飲食業
小売業

0235-35-0234 http://www.komagi.info 鶴岡市

327 和洋創作料理べんけい 997-0031 山形県鶴岡市錦町12-16 飲食業 0235-23-4575 鶴岡市

328 三川寿し 福仙 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字不動野６-３ 飲食業 0235-66-4190 三川町

329 お食事処 新芽 998-0043 山形県酒田市本町２-３-９ 飲食業 0234-24-8111 http://wakabaryokan.jp 酒田市

330 キッチンｆｕｔａｂａ 997-0826 山形県鶴岡市美原町９-26 飲食業 0235-24-1141 http://ameblo.jp/kitchen-futaba/ 鶴岡市

331 寿司処 喰道楽 998-0043 山形県酒田市本町３丁目５-14 飲食業 0234-24-6001 酒田市

332 寿司割烹 こい勢 998-0032 山形県酒田市相生町１丁目３-25 飲食業 0234-24-1741 酒田市

333 出羽三山神社 羽⿊山斎館 997-0211 山形県鶴岡市羽⿊町手向字羽⿊山33 飲食業 0235-62-2357 http://dewasanzan.jp 鶴岡市

334 八乙女 999-7464 山形県鶴岡市由良３丁目16-31 旅館等 0235-73-3811 http://www.yaotome.in.net 鶴岡市

335 温もり中華そば 銀河 997-0341 山形県鶴岡市下山添一里塚152 飲食業 0235-57-2185 鶴岡市

336 居酒屋ＧＩＮＺＡ実國 997-0117 山形県鶴岡市大宝寺３-48 飲食業 0235-25-0602 鶴岡市

337 居酒屋楽笑 997-0838 山形県鶴岡市淀川町22-22 飲食業 0235-64-0840 鶴岡市

338 庄内の山海炭焼屋 炙茶屋 997-0031 山形県鶴岡市錦町13-７ 飲食業 0235-24-0191 鶴岡市

339 いづみや 999-7644 山形県鶴岡市川尻上の前56-２ 小売業 0235-64-2535 鶴岡市

340 和定食 滝太郎（有限会社アサカツ）  997-0031 山形県鶴岡市錦町8-30 飲食業 0235-24-8780 http://takitaro.co.jp 鶴岡市

341 味工房 八月 998-0043 山形県酒田市本町３丁目９-１ 飲食業 0234-22-1721 酒田市

342 そばきり風⼟ 997-0807 山形県鶴岡市八ツ興屋字⼟谷俣55-４ 飲食業 鶴岡市

343 旨酒旨味 寄り処 心粋 997-0034 山形県鶴岡市本町１丁目６-41 飲食業 0235-64-1556 http://r.goope.jp/sinsui/top 鶴岡市

344 マーヤ 997-0034 山形県鶴岡市本町１丁目９-20 飲食業 0235-29-2988 http://www.snack-maya.com 鶴岡市

345 ふるさとむら宝谷そば屋 997-0321 山形県鶴岡市宝谷字舞台170 飲食業 0235-57-4415 鶴岡市

346 鮮魚料理 浜っ娘 997-0033 山形県鶴岡市泉町６-１ 飲食業 http://www10.plala.or.jp/hamakko 鶴岡市

347 坂の下農園 998-0101 山形県酒田市坂野辺新田甲98 その他 0234-31-1928 酒田市

348 やすらぎ丸水産 998-0005 山形県酒田市宮海村東14-２（高橋建築株式会社内） 加工・製造業 酒田市

349 酒田の塩 998-0005 山形県酒田市宮海村東14-２（高橋建築株式会社内）
小売業
加工・製造業
その他

http://www.sakatanoshio.com 酒田市

350 鳥海総研 ＭＯＳＨＥＲＯ ｄｕ ＹＵＺＡ 999-8438 山形県飽海郡遊佐町比子字白木23-65 加工・製造業 遊佐町

351 加茂港光水産 997-1206 山形県鶴岡市今泉字大久保653 小売業 0235-64-1893 鶴岡市

352
山形いきいきプロジェクト（東京店
舗：蛸井商店）

997-0344
山形県鶴岡市東荒屋押切50
（店舗：東京都大田区⻄六郷１-48-14）

小売業 0235-57-2283 http://yamagata-pro.com 鶴岡市

353 ８０８ｍｏｕｎｔａｉｎ 997-0056 山形県鶴岡市中野京田大坪24-８ 飲食業 0235-64-8860 http://8o8mountain.com 鶴岡市

354 株式会社⻑南⽜肉店 997-0029 山形県鶴岡市日吉町９-27 小売業 0235-22-0143 鶴岡市

355 ⻑南⽜肉店 南工場 997-0029 山形県鶴岡市日吉町９-29 小売業 鶴岡市

356 ｊｏｕｒ ｆａｓｔｅ 997-0031 山形県鶴岡市錦町13-９ 飲食業 0235-22-5623 鶴岡市

357 割烹 出島 998-0044 山形県酒田市中町２丁目１-12 飲食業 0234-22-2449 酒田市

358 なんでもバザールあっでば 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字沢田108-１ 小売業 0234-42-1777 http://www.exeamarume.co.jp/ 庄内町

359 ｍａｍｍａ ｃａｆé  Ｂｒｅｍｅｎ 998-0851 山形県酒田市東大町２-５-５ 飲食業 0234-28-8678 http://www.bremen-mammacafe.com 酒田市
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360 道の駅鳥海ふらっと 999-8531 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野308-１ 飲食業 0234-71-7222 www.chokai-flat.com/ 遊佐町

361 株式会社ベスト 997-0851 山形県鶴岡市布目字宮田163-１ 加工・製造業 0235-25-2002 http://best-ryousyoku.jp 鶴岡市

362 鳥海高原家族旅行村 999-8207 山形県酒田市草津字湯ノ台149 旅館等 0234-64-4111 www.choukai.jp 酒田市

363 鳥海山荘 999-8207 山形県酒田市草津字湯ノ台66-１ 旅館等 0234-61-1727 〃 酒田市

364 ヨーグルト工房鳥海 999-8232 山形県酒田市市条字横枕23-１ 加工・製造業 0234-64-2411 〃 酒田市

365 産直たわわ鳥海高原ヨーグルト直売店 999-8233 山形県酒田市法連寺字茅針谷地130-３ 飲食業 0234-61-1877 〃 酒田市

366 八森高原ゆりんこ 999-8231 山形県酒田市麓字緑沢29-８ 飲食業 0234-64-2001 〃 酒田市

367 山形県水 株式会社 990-2225 山形県山形市花岡130番地 その他 023-686-5155 http://www.y-kensui.co.jp
県内（庄
内地域除

368 べジタイムレストラン⼟遊農 997-0123 山形県鶴岡市羽⿊町市野山字山王林121−１ 飲食業 0235-33-8310 鶴岡市

369 御食事処いしい 997-0211 山形県鶴岡市羽⿊手向字聖山212-１ 飲食業 0235-62-2461 鶴岡市

370 株式会社出羽庄内 997-0861 山形県鶴岡市桜新町８-33
小売業
その他

0235-33-8301 鶴岡市

371 ダイニングたっち 997-0046 山形県鶴岡市みどり町７-21 飲食業 0235-29-2323 鶴岡市

372 焼肉にくがとう 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１-６-７ 飲食業 03-3668-2910 www.nikugatou.com 県外

373 荘内銀行 吉祥寺支店 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町１-11-５コピス吉祥寺
Ａ館１階

その他 0422-22-3001 http://www.shonai.co.jp 県外

374 くにちゃん農園 997-0131 山形県鶴岡市羽⿊町川代字川代山72 その他 0235-62-4480 鶴岡市

375 あつみ温泉さくらんぼ園 999-7312 山形県鶴岡市温海側甲37 その他 080-1840-2848 鶴岡市

376 鶴岡自然薯等研究会 997-0756 山形県鶴岡市東目丙163-２ その他 0235-35-3384 鶴岡市

377 あずき色のマーカス 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋４-12-11 飲食業 県外

378 ＢＩＳＴＲＯ＆ＢＡＲ ＶＩＳＣＯ 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１-４-23 飲食業 06-6253-6777 http://visco.com 県外

379 酒菜屋なないろ 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内１丁目14-15天野ビル１階 飲食業 06-6120-7716 県外

380 旬菜酒房 遊や 544-0002 大阪府大阪市東成区深江南１-５-13 飲食業 06-6977-5667 県外

381 鼠ヶ関水産加工生産組合 999-7146 山形県鶴岡市鼠ケ関乙41-６
小売業
加工・製造業

0235-44-3451 鶴岡市

382 そば処まやのやかた 999-3714 山形県鶴岡市越沢字蛇喰111-１ 飲食業 0235-47-2430 鶴岡市

383 サンセット十六羅漢 999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字⻄楯７-30 飲食業 0234-77-3330 遊佐町

384 鳥海自然文化館 遊楽里 999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字⻄浜２-76 旅館等 0234-77-3711 http://www.yamagata-yurari.com 遊佐町

385 お食事処とりみ亭 999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字⻄浜２−69 飲食業 0234-77-3334 http://chokai-yuza.com/ 遊佐町

386 合資会社 鷲田⺠蔵商店 997-0034 山形県鶴岡市本町３-８-21 加工・製造業 0235-22-0209 http://washitami-co.jp 鶴岡市

387 イタリアンフレンチ レコルト 997-0047 山形県鶴岡市大塚町21-２ 飲食業 0235-28-2771 鶴岡市

388 和洋酒うめかわ 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地４ 小売業 0234-42-2466 http://www.umaisake.ne.jp 庄内町

389 家庭料理 笑美 999-6741 山形県酒田市北俣字円道159-３ 飲食業 0234-43-6634 酒田市

390 farinamore 997-0015 山形県鶴岡市末広町３-１ マリカ東館１階 飲食業 0235-64-0520 http://www.alchecciano.com 鶴岡市

391 楽食家たちかわ 998-0037 山形県酒田市日吉町２-１-30 飲食業 0234-24-5455 酒田市

392 喰居来居や 和ん 998-0036
山形県酒田市船場町２-５-10さかた海鮮市場１階
菅原鮮魚内

飲食業 0120-18-5526 http://kaisen-ichiba.net 酒田市

393 レストラン ドスガトス 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２-34-10 飲食業 0422-22-9830 http://www.dos-gatos.com/ 県外

394 アンテナショップ・⻨わら帽子 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目33番１号 小売業 0422-29-0331 http://mugiwaraboushi.main.jp 県外

395 主婦レストラン食事処やまぶどう 999-6609
山形県東田川郡庄内町立谷沢字⻄山１-67月の沢
温泉

飲食業 0234-59-2137 http://kitagassan.navishonai.jp/ 庄内町
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396 コマツ・コーポレーション 998-0102 山形県酒田市京田２-59-３ その他 0234-41-0011 http://www.komatsu-corp.co.jp 酒田市

397 道の駅鳥海ふらっと元気な浜店 999-8531 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野308-１ 小売業 0234-77-3422 遊佐町

398 喜久寿司 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町２-５-８ 飲食業 0422-43-0131 県外

399 がらちゃんの田舎 998-0828 山形県酒田市あきほ町650-４ ホテルイン酒田 飲食業 0234-24-7860 酒田市

400 食房 一洋 998-0111 山形県酒田市⿊森字鏥48-２ 飲食業 0234-92-3582 酒田市

401 本格炭火やきとり米吉 997-0826 山形県鶴岡市美原町５-58 飲食業 0235-24-4447 鶴岡市

402 Ｐｏｍｍｅ ｄｅ Ｔｅｒｒｅ 997-0027 山形県鶴岡市昭和町12-61 昭和ビル１階 飲食業 0235-29-2533 鶴岡市

403 麺ʼｓ居酒屋どんどん亭 994-0025 山形県天童市鎌田本町１丁目５-16 飲食業 023-654-2232 https://tabelog.com/yamagata/A0605/A060501/6002657/
県内（庄
内地域除

404 ｍｏｄｅｒｎ和創 太陽と月 994-0013 山形県天童市老野森１丁目17-23 飲食業 023-687-1118 https://tabelog.com/yamagata/A0605/A060501/6006771/
県内（庄
内地域除

405 ＴＨＥまぐろ番⻑ 天童店 994-0014 山形県天童市糠塚１丁目６-26 飲食業 023-665-5664 https://tabelog.com/yamagata/A0605/A060501/6008588/
県内（庄
内地域除

406 ＴＨＥまぐろ番⻑ 山形店 990-0043 山形県山形市本町１丁目４-31今泉ビル１階 飲食業 023-666-6634 https://tabelog.com/yamagata/A0601/A060101/6008965/
県内（庄
内地域除

407 有限会社玉谷製麺所 999-0701 山形県⻄村山郡⻄川町大字睦合甲242 加工・製造業 0237-74-2817 http://www.tamayaseimen.co.jp
県内（庄
内地域除

408 ワッツ・ワッツ・ファーム 997-1111 山形県鶴岡市茨新田字千馬合50番地 その他（農業） 0235-76-3142 鶴岡市

409 田舎の餅屋 謹栄堂 997-0026 山形県鶴岡市大東町25-14 加工・製造業 0235-24-3366 鶴岡市

410 梅津菓子舗 997-0034 山形県鶴岡市本町２丁目８-６
小売業
加工・製造業

0235-22-7348 鶴岡市

411 新月菓子店 997-0034 山形県鶴岡市本町１丁目７-39
小売業
加工・製造業

0235-22-0256 鶴岡市

412 信濃屋菓子店 997-0029 山形県鶴岡市日吉町６-24 小売業 0235-23-2366 https://4708.net 鶴岡市

413 藤田菓子舗 997-0034 山形県鶴岡市本町３-９-24 小売業 0235-22-1749 鶴岡市

414 佐々木菓子店 997-0827 山形県鶴岡市陽光町16-61
小売業
加工・製造業

0235-22-2953 鶴岡市

415 豊海屋菓子店 997-0044 山形県鶴岡市新海町27-29 小売業 0235-22-2182 鶴岡市

416 旬果処 福田屋 997-1121 山形県鶴岡市大山字中道139-21
小売業
加工・製造業

0235-33-2229 鶴岡市

417 庄内美人研究所 999-7714 山形県東田川郡庄内町余目新田字東町59 加工・製造業 090-2363-3962 http://www.facebook.com/profile.php?id=100004129721740 庄内町

418 ザ・フレア 997-0834 山形県鶴岡市稲生１丁目17-８-２ 小売業 https://www.rakuten.co.jp/theflair 鶴岡市

419 ＳＡＫＥ ＢＡＲ 心 103-0022 東京都中央区日本橋室町１丁目12-13 飲食業 03-5542-1132 http://r.goope.jp/sakebar-cocoro 県外

420 Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ Ｃａｆé 997-0034 山形県鶴岡市本町１丁目７-50 飲食業 0235-25-1901 http://gouze.jimdo.com/ 鶴岡市

421 Ｃａｆé＆Ｄｉｎｉｎｇ Ｔｈｒｅｅ Ｂ 997-0034 山形県鶴岡市本町１-７-45 鶴岡Ｄａｄａ 飲食業 0235-64-8840 鶴岡市

422 ＫＡＭＯ ｄｅｓｉｇｎ 997-1204 山形県鶴岡市加茂字加茂73-３ 小売業 080-6541-0088 鶴岡市

423 野菜農場 叶野 999-7653 山形県鶴岡市東堀越字五輪沢田263番地 その他（農業） 0234-64-3578 鶴岡市

424 肉バル YAKU禄 997-0015 山形県鶴岡市末広町３-１ マリカ東館1階 飲食業 090-6629-0896 鶴岡市

425 すくすくあぐりネット 998-0112 山形県酒田市浜中乙280 その他（農業） 0234-92-3028 酒田市

426 ごちそうカイトン 997-0818 山形県鶴岡市三和町９-６ 小売業 0235-25-7228 鶴岡市

427 マルショウ⻘果有限会社 997-1321 山形県東田川三川町大字押切新田字茨谷地50番 小売業・卸 0235-66-4747 三川町

428 株式会社まいすたあ 997-1311 山形県東田川三川町⻘山字外川原192-１ 加工・製造業 0235-66-5138 http://www.mister.co.jp 三川町

429 藤久株式会社 997-1334 山形県東田川三川町大字竹原田字太刀内47 その他 0235-66-2272 三川町

430 産直「んめ農マルシェ」 997-0824 山形県鶴岡市日枝字小真木原88-１ 小売業 0235-25-6778 鶴岡市

431 ＪＡ庄内たがわ 999-7611 山形県鶴岡市上藤島字備中下３-１ その他 0235-64-4972 http://www.ja-shonai.or.jp 鶴岡市
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432 米工房 源六 997-1320 山形県東田川三川町大字押切新田字対馬61 その他（農業） 0235-66-2742 http://genrokumai.sakura.ne.jp 三川町

433 株式会社 東洋食品 997-1321 山形県東田川三川町大字押切新田字前川原291 加工・製造業 0235-66-3852 http://toyoshokuhin-yamagata.com 三川町

434 はんどめいど 糸蔵楽 997-1301 山形県東田川三川町大字横山字大正１ その他 0235-66-3975 三川町

435 農事組合法人 ⻘山農場 997-1311 山形県東田川三川町大字⻘山字東沖155-１ その他（農業） 0235-66-2554 三川町

436 九代目 又七 997-1321 山形県東田川三川町大字押切新田字対馬79 小売業 0235-66-2263 三川町

437 横川枝豆組合 997-1338 山形県東田川三川町大字横川字家岸93-２ その他（農業） 0235-66-2951 三川町

438 小野寺農園 997-1321 山形県東田川三川町大字押切新田字豊秋38-１ その他（農業） 0235-66-3612 三川町

439 丸喜製麺所 997-1316 山形県東田川三川町猪子甲36 加工・製造業 0235-66-3039 http://wwｗ.marukiseimen.jp 三川町

440 ＢＡＲ紫蘭 997-0034 山形県鶴岡市本町２丁目３-32 飲食業 0235-64-1107 鶴岡市

441 山形ゆりあふぁーむ 997-1321 山形県東田川三川町大字押切新田字刈取72-１ その他(農業） 0235-66-2493 三川町

442 三浦八右エ門農園 999-8132 山形県酒田市刈屋字東村15 その他（農業） 0234-28-2162 http://8nashi.com/ 酒田市

443 株式会社農園貞太郎 999-6847 山形県酒田市引地字宅地85番地 その他（農業） 0234-62-3732 酒田市

444 華包 997-0801 山形県鶴岡市東原町24-２ 飲食業 鶴岡市

445 原田食品（割烹原田） 997-0332 山形県鶴岡市⻄荒屋字杉下58 飲食業 0235-57-2051 http://shokokai.or.jp/06/06203320119/index.htm 鶴岡市

446 酒＆ＷＩＮＥ ＢＡＲ 彩鶴 997-0015
山形県鶴岡市末広町３-１ マリカ東館１階 つる
おか食文化市場ＦＯＯＤＥＶＥＲ内

飲食業 080-4518−9277 鶴岡市

447 ゆう和 997-0857 山形県鶴岡市美咲町６−11 飲食業 0235−22−0557 鶴岡市

448 株式会社 鶴食 997-0019 山形県鶴岡市茅原字草見鶴18−21 飲食業 0235−29−4050 http://tsurushoku.com 鶴岡市

449 つるおか旬暦 彩鶴 997-0015 山形県鶴岡市末広町３-１ マリカ東館1階 飲食業 0235-64-1731 https://hitosara.com/0006089181 鶴岡市

450 天ぷら小料理 吉法 998-0035 山形県酒田市寿町６−43 飲食業 0234−78−4366 酒田市

451 株式会社 いで葉工望 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字上朝丸74-１ その他（農業） 0234-31-7701 庄内町

452 有限会社グローバルアイ 997-0837 山形県鶴岡市道田町19-35 加工・製造業 0235-25-4141 http://globaleye-yamagata.jp 鶴岡市

453 庄内百貨店 206-0812 東京都稲城市矢野⼝2869-９ 小売業 090-7073-3374 shonaihyakka.base.shop 県外

454 甚五郎 999-7677 山形県鶴岡市大半田字北田42 その他（農業） 0235-23-2582 鶴岡市

455 株式会社永成食品 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目大塚29-７ 加工・製造業 0234-25-0112 庄内町

456
オリックス・レンタカーカメイ株式
会社 鶴岡駅前バスターミナル店

997-0031 山形県鶴岡市錦町２-60 その他 0235-64-8302 鶴岡市

457 ファミリー農園 吉永 997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字豊秋字豊秋57 その他（農業） 0235-66-2369 三川町

458 庄司小衛門 997-1321 山形県三川町大字押切新田字三本木47 小売業 0235-66-3576 三川町

459 本町バル ハレトケ 997-0034 山形県鶴岡市本町2-2-17 飲食業 0235-29-0071 鶴岡市

460 南風酒場 Jahmin' 997-0034 山形県鶴岡市本町一丁目4-13板垣ビル２F 飲食業 090-6458-4173 http://facebook.com/nanpuusakaba.jahmin 鶴岡市

461 食道ささき 998-0043 山形県酒田市本町１丁目６−６川辺の館１F 飲食業 0234-26-8106 酒田市

462 MONTE GRANDE 998-0032 山形県酒田市相生町13-22 飲食業 0234-43-8166 酒田市

463 ラーメン万琉 997-0832 山形県鶴岡市⻘柳町36-35 飲食業 080-3142-2548 鶴岡市

464 焼きそば専門店 米沢屋 998-0044 山形県酒田市中町2-4-7 飲食業 0234-22-3105 酒田市

465 庄内魚河岸酒場 潮彩 997-0015 山形県鶴岡市末広町6-3TMKビル1F 飲食業 0235-26-8886 https://www.tsuruoka-shiosai.com/ 鶴岡市

466 魚亭 岡ざき 997-0857 山形県鶴岡市美咲町2-46 飲食業 0235-25-0086 http://www.sakanatei-okazaki.com 鶴岡市

467 安兵衛寿し 997-0034 山形県鶴岡市本町1-8-14 飲食業 0235-24-5806 http://yasube-sushi.jimdosite.com 鶴岡市
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468 庄内ざっこ 997-0034 山形県鶴岡市本町一丁目8-41 飲食業 0235-24-1613 http://s-zakko.com 鶴岡市

469 ovenKato 997-0125
山形県鶴岡市羽⿊町仙道字一本松5-175羽⿊芸術
の森内

飲食業 0235-64-8663 鶴岡市

470 cafe ENBLISS 998-0044 山形県酒田市中町１丁目7-5和島ビル1階 飲食業 0234-43-1106 https://foodplace.jp/cafe-enbliss/ 酒田市

471 中華料理 桃園 997-0034 山形県鶴岡市本町一丁目５−８ 飲食業 0235-25-3670 https://www.facebook.com/toen.jp 鶴岡市

472 お食事処 桂や 997-0036 山形県鶴岡市家中新町17-9 飲食業 0235-25-3387 鶴岡市

473 中華料理 歓館 998-0103 山形県酒田市錦町4-4-19 飲食業 0234-31-4481 酒田市

474 とがし肉家鶴岡店 997-0857 山形県鶴岡市美咲町23-8 飲食業 0235-22-0759 http://www.togashinikuya.com/ 鶴岡市

475 とがし肉家酒田店 998-0018 山形県酒田市泉町19-5 飲食業 0234-28-9233 http://www.togashinikuya.com/ 酒田市

476 千一珈琲 997-0028
山形県鶴岡市山王町１０−３７和装洋装ワタトミ
裏手

飲食業 050-7112-4687 http://1000-1coffee.jp/ 鶴岡市

477 みどり食堂 997-0046 山形県鶴岡市みどり町13-18 飲食業 0235-23-9222 https://m.facebook.com/midorishokudo/ 鶴岡市

478 安倍鮮魚店 999-8235 山形県酒田市観音寺字町後31−３ 飲食業・小売業 0234-64-2247 酒田市

479 焼肉いわじ 997-0015 山形県鶴岡市末広町15-20マリカ駐車場ビル1階 飲食業 0235-26-7386 https://yakiniku-iwaji.com/ 鶴岡市

480 食の元氣株式会社 998-0043 山形県酒田市本町３丁目６−40 飲食業 0234-23-2917 酒田市

481 居酒屋鶴べぇ 997-0015 山形県鶴岡市末広町6-47S-1ビル 飲食業 0235-26-1234 鶴岡市

■ 内訳（地域別）
鶴岡市 253
酒田市 147
三川町 27
庄内町 22
遊佐町 13

7
12

481

山形県庄内地域

山形県内（庄内地域除く）
県外

計


