
愛の商品券2022　取扱店舗一覧（R4.11.15　時点）

番号 業種 店　舗　名

1 飲・食料品 会津屋 米沢市 門東町2-1-8

2 飲・食料品 穴熊商店 米沢市 本町2-2-55

3 飲・食料品 油屋 米沢市 門東町2-8-28

4 飲・食料品 いけだや 米沢市 大町5-3-20

5 飲・食料品 市川商店 米沢市 六郷町一漆130

6 飲・食料品 いちや酒店 米沢市 花沢町1-5-24

7 飲・食料品 岩瀬商店 米沢市 小野川町2491

8 飲・食料品 扇屋牛肉店 米沢市 中央1-11-9

9 飲・食料品 太田酒店 米沢市 大字関1514-3

10 飲・食料品 お買物の店さくらい 米沢市 御廟2-3-43

11 飲・食料品 おきな園茶舗 米沢市 丸の内1-7-35

12 飲・食料品 おたまや 米沢市 城西4-7-33

13 飲・食料品 小野里鮮魚センター 米沢市 中央2-7-15

14 飲・食料品 お魚と手作りお惣菜の店　えだまつ 米沢市 中央7-6-13

15 飲・食料品 菓子処　なごみ庵 米沢市 門東町2-8-38

16 飲・食料品 菓匠庵錦屋　金池店 米沢市 春日1-2-9

17 飲・食料品 片野商店 米沢市 大字関根13723

18 飲・食料品 金内酒店 米沢市 駅前3-4-2

19 飲・食料品 杵屋本店金池店 米沢市 金池5-6-113

20 飲・食料品 杵屋本店林泉寺店 米沢市 城南3－4－71

21 飲・食料品 き代か酒店 米沢市 花沢町2790

22 飲・食料品 GOODY SHOP KANEKO 米沢市 城西3-9-54

23 飲・食料品 くるみのき 米沢市 大町3-5-6

24 飲・食料品 グルメ小僧太田食肉店 米沢市 中央1-14-6

25 飲・食料品 グルメ小僧万吉1F 米沢市 中央4-2-6

26 飲・食料品 鯉の六十里 米沢市 東1－8－18

27 飲・食料品 鯉の六十里　イオン米沢店 米沢市 春日2－13－4イオン米沢店1F

28 飲・食料品 鯉の六十里　マックスバリュ米沢駅前店 米沢市 下花沢2-5-60 1F

29 飲・食料品 小嶋卯之助商店 米沢市 大町2-3-4

30 飲・食料品 小林糀屋 米沢市 赤芝町1626-2

31 飲・食料品 今野肉店 米沢市 中田町889-1

32 飲・食料品 魚のさとう 米沢市 城西4-9-5

33 飲・食料品 佐野水産 米沢市 中田町4790-1

34 飲・食料品 寒河江製菓 米沢市 花沢町1-6-33

35 飲・食料品 茶蔵　イオン米沢店 米沢市 春日2-13-4

36 飲・食料品 ジェラ－ト工房　グレイス 米沢市 徳町2-67

37 飲・食料品 シャトレ―洋菓子店 米沢市 信夫町3-27

38 飲・食料品 新杵屋 米沢市 東3-1-1

39 飲・食料品 三友堂リハビリテーションセンター内売店 米沢市 成島町3-2-90

40 飲・食料品 角屋菓子店 米沢市 城南4-2-16

41 飲・食料品 西洋菓子プランタン 米沢市 徳町2-7

42 飲・食料品 タキコおやつ実験室 米沢市 金池7-3-45

所　在　地



43 飲・食料品 タスクフーズ 米沢市 相生町7-130

44 飲・食料品 手塚屋商店 米沢市 大字上新田1155-1

45 飲・食料品 登起波牛肉店 米沢市 中央7-2-3

46 飲・食料品 富田屋菓子店 米沢市 桜木町1-29

47 飲・食料品 鳥勝牛肉店 米沢市 城北1-1-8

48 飲・食料品 ナカヤママート 米沢市 西大通1-1-59

49 飲・食料品 永井屋菓子店 米沢市 中央4-1-16

50 飲・食料品 なみかた羊肉店 米沢市 東2-1-30

51 飲・食料品 肉の加藤 米沢市 大字川井3824-1

52 飲・食料品 肉のさかの 米沢市 中央3-4-21

53 飲・食料品 肉のふるかわ 米沢市 万世町桑山1490-8

54 飲・食料品 日進堂菓子舗 米沢市 駅前2-2-46

55 飲・食料品 梅花堂 米沢市 本町3-1-18

56 飲・食料品 花角味噌醸造 米沢市 大町1-2-23

57 飲・食料品 平野屋商店 米沢市 本町2-1-54

58 飲・食料品 平山孫兵衞商店 米沢市 大町2-2-22

59 飲・食料品 富士屋商店 米沢市 春日3-2-21

60 飲・食料品 不二家米沢金池店 米沢市 金池7-8-10

61 飲・食料品 フル－ツショップキヨカ 米沢市 金池2-7-2

62 飲・食料品 ホットピア　舟山病院内売店 米沢市 徳町6-16

63 飲・食料品 牧野洋酒店 米沢市 鍛冶町4545

64 飲・食料品 松川弁当店 米沢市 アルカディア1-808-20

65 飲・食料品 松川弁当店　駅前店 米沢市 駅前2-1-29

66 飲・食料品 松島屋菓子店 米沢市 松が岬2-3-48

67 飲・食料品 松島屋菓子店　下花沢店 米沢市 下花沢2-5-60　マックスバリュ店内

68 飲・食料品 丸十餅店 米沢市 松が岬2-1-77

69 飲・食料品 みかどや 米沢市 小野川町2490

70 飲・食料品 杜のショコラ 米沢市 御廟2-6-29

71 飲・食料品 八百勘本店 米沢市 大町3-5-41

72 飲・食料品 山川屋商店 米沢市 小野川町2433

73 飲・食料品 山大商店 米沢市 松が岬3-3-31

74 飲・食料品 米一牛肉店 米沢市 鍛治町4535-7

75 飲・食料品 米沢駅ASK 米沢市 駅前1-1-43　米沢駅2F

76 飲・食料品 米澤牛　べこや 米沢市 東3-2-34

77 飲・食料品 米沢牛黄木総本店 米沢市 桜木町3-41

78 飲・食料品 米沢牛卸　肉の上杉 米沢市 大字花沢882-1

79 飲・食料品 米澤佐藤畜産総本店 米沢市 大字竹井425

80 飲・食料品 米澤佐藤畜産　駅前店 米沢市 東3-1-50　1F

81 飲・食料品 米澤紀伊國屋 米沢市 丸の内1-6-2

82 飲・食料品 和菓子　ゐのや 米沢市 中央1-13-8

83 飲・食料品 鷲コーヒー 米沢市 本町2-5-21

84 飲・食料品 渡辺商店 米沢市 御廟3-4-17

85 飲・食料品 渡部米穀店 米沢市 城西1-6-16

86 スーパーマーケット キムラ中央店 米沢市 中央4-2-7

87 スーパーマーケット キムラ駅前店 米沢市 駅前2-1-35



88 スーパーマーケット キムラ御廟店 米沢市 御廟2-7-93

89 スーパーマーケット キムラ桑山店 米沢市 万世町桑山4469

90 スーパーマーケット キムラ通町店 米沢市 通町6-7-2

91 スーパーマーケット キムラ松が岬店 米沢市 松が岬3-5-20

92 スーパーマーケット マルホンカウボーイ米沢店 米沢市 林泉寺2-2-83

93 コンビニエンスストア セブンイレブン　米沢春日3丁目店 米沢市 春日3-3-18

94 コンビニエンスストア セブンイレブン　米沢工業高校前店 米沢市 大字川井219

95 コンビニエンスストア セブン-イレブン 米沢城北1丁目店 米沢市 城北1-3190-2

96 コンビニエンスストア セブンイレブン　米沢通町４丁目店 米沢市 通町4-9-15

97 コンビニエンスストア ファミリーマート米沢舘山バイパス店 米沢市 舘山276-1

98 コンビニエンスストア FamilyMart　米沢中央三丁目店 米沢市 中央3-3-8

99 コンビニエンスストア FamilyMart　米沢中央一丁目店 米沢市 中央1-14-12

100 コンビニエンスストア ファミリーマート米沢万世町片子店 米沢市 万世町片子322-3

101 クリーニング うさちゃんクリーニング　ヤマザワ米沢中田町店 米沢市 中田町990

102 クリーニング うさちゃんクリーニング　ヤマザワ相生店 米沢市 相生町1789-1

103 クリーニング うさちゃんクリーニング　ﾏﾙﾎﾝｶｳﾎﾞｰｲ米沢店 米沢市 林泉寺2-2-83

104 クリーニング うさちゃんクリーニング　ヤマザワ花沢店 米沢市 花沢町2710-1

105 クリーニング うさちゃんクリーニング　イオン米沢店 米沢市 春日2-13-4

106 クリーニング かつみクリ－ニング　金池店 米沢市 栄町4643

107 クリーニング かつみクリ－ニング　春日店 米沢市 春日2-3-58

108 クリーニング キュ－ピットクリ－ニング　ヨークベニマル米沢春日店 米沢市 春日5-2-30-5

109 クリーニング キュ－ピットクリ－ニング　ヨークベニマル門東町店 米沢市 門東町1-3-43

110 クリーニング キュ－ピットクリ－ニング　ヨークベニマル成島店 米沢市 大字塩野2440-1

111 クリーニング キュ－ピットクリ－ニング　ヨークベニマル米沢店 米沢市 駅前3-1-88

112 クリーニング クリーニングWAKOマックスバリュ米沢店 米沢市 下花沢2-5-41

113 クリーニング クリーニングWAKOヤマザワ堀川町店 米沢市 堀川町4-61

114 クリーニング タイムリー御廟店 米沢市 御廟2-3-43-1

115 クリーニング ニューかもめ 米沢市 大町4-1-63

116 クリーニング 渡部クリーニング店 米沢市 春日3-2-23

117 衣料品 粡町ハリマヤ 米沢市 中央4-1-84

118 衣料品 誠屋　原菊造商店 米沢市 金池7-2-5

119 衣料品 MASUGATAYA 米沢市 大町1-3-39

120 衣料品 ファッション　アトリエ 米沢市 金池6-2-5

121 衣料品 ファッションハウスたかぎ 米沢市 鍛治町4578

122 衣料品 ファッションワールドニシムラ米沢店 米沢市 金池5-10-12

123 衣料品 ブティックアルル 米沢市 金池6-4-10

124 衣料品 マルトク　米沢店 米沢市 徳町108-1

125 衣料品 米沢いびしや 米沢市 中央3-8-22

126 衣料品 ロンドンヤ 米沢市 門東町3-1-48

127 生活用品 相田仏光堂 米沢市 桜木町2-63

128 生活用品 足立金物店 米沢市 中央3-9-27

129 生活用品 井上ふとん店 米沢市 泉町2-2-1

130 生活用品 印章の安藤 米沢市 中央1-3-5

131 生活用品 大清　西店 米沢市 中央4-1-6

132 生活用品 大清　東店 米沢市 中央3-8-28



133 生活用品 小形畳店 米沢市 花沢町1-3-5

134 生活用品 カーテンホーム21　ふとんスタジオ 米沢市 中田町323-1

135 生活用品 神林ふとん店 米沢市 東2-4-24

136 生活用品 キョウリツ 米沢市 中田町1248-4

137 生活用品 こまつ書店堀川町店 米沢市 堀川町4-68

138 生活用品 源兵衛堂 米沢市 大町4-4-33

139 生活用品 近藤佛具店 米沢市 中央4-1-82

140 生活用品 紫雲堂米沢金池店 米沢市 金池2-1-17

141 生活用品 塩川印房 米沢市 中央4-1-2

142 生活用品 渋谷文具 米沢市 大町3-4-46

143 生活用品 田島たたみ 米沢市 本町2-7-35

144 生活用品 d garden米沢東パーク店 米沢市 大字花沢480-1

145 生活用品 ドコモショップ米沢春日店 米沢市 春日1-3-31

146 生活用品 （畳）中津川本店 米沢市 中央1-2-45

147 生活用品 新田家具店 米沢市 中央2-3-4

148 生活用品  ニュー東北 米沢市 中央6-1-219

149 生活用品 刃物の店　太兵衛のこぎり 米沢市 鍛冶町4573

150 生活用品 パッケージプラザ米沢店 米沢市 金池1-5-41

151 生活用品 バドミントン寝装プラザ麻屋 米沢市 門東町1-2-64

152 生活用品 100円ショップシルク通町店 米沢市 通町6-12-6

153 生活用品 ふなやま 米沢市 門東町2-3-14

154 医薬品・化粧品・健康 アイエフ　サロンドフルベール米沢 米沢市 駅前2-2-24

155 医薬品・化粧品・健康 アイビー化粧品　加藤営業所 米沢市 本町3-1-10

156 医薬品・化粧品・健康 アイビー化粧品　渡辺営業所 米沢市 本町3-1-10

157 医薬品・化粧品・健康 アリカベ薬局 米沢市 中央1-12-26

158 医薬品・化粧品・健康 おしゃれの店丸正 米沢市 中央1-14-17

159 医薬品・化粧品・健康 オッペン化粧品MAP営業所 米沢市 泉町2-2-35

160 医薬品・化粧品・健康 オッペン化粧品WAKAME 米沢市 鍛冶町4578 2F

161 医薬品・化粧品・健康 オッペン化粧品美々っ人 米沢市 成島町2-2-9

162 医薬品・化粧品・健康 くすりのコジマ 米沢市 大町1-4-20

163 医薬品・化粧品・健康 化粧品Pastel 米沢市 駅前3-1-88　ヨークベニマル米沢店内

164 医薬品・化粧品・健康 キネシオロジーサロン　Silky・８ 米沢市 御廟3-6-11

165 医薬品・化粧品・健康 コスメサロンかれん 米沢市 大字李山4370-6

166 医薬品・化粧品・健康 昌生堂薬局 米沢市 中央6-1-208

167 医薬品・化粧品・健康 ドラッグヤマザワ　花沢町店 米沢市 花沢町2709-2

168 医薬品・化粧品・健康 ドラッグヤマザワ　堀川町店 米沢市 堀川町4-57

169 医薬品・化粧品・健康 ドラッグヤマザワ　米沢中田町店 米沢市 中田町997-1

170 医薬品・化粧品・健康 ナカタ薬局 米沢市 中央5-3-16

171 医薬品・化粧品・健康 ハヤシ薬局 米沢市 駅前3-5-10

172 医薬品・化粧品・健康 美粧苑HANAYA 米沢市 中央3-10-18

173 医薬品・化粧品・健康 ビューティショップながい 米沢市 金池1-5-22

174 医薬品・化粧品・健康 平和通り　ハナヤ 米沢市 大町5-3-19

175 医薬品・化粧品・健康 癒しの治癒処　ひまわり整体院 米沢市 花沢町3250

176 医薬品・化粧品・健康 鍼灸Acumo 米沢市 福田町1-2-6

177 医薬品・化粧品・健康 指圧・マッサージ　サトウ治療院 米沢市 矢来3-1-32



178 医薬品・化粧品・健康 東洋医学総合整体　ヒカリ院 米沢市 大町4-5-38-3F

179 医薬品・化粧品・健康 とくまちはり灸整骨院 米沢市 徳町133-2

180 医薬品・化粧品・健康 ひだまり整体院 米沢市 御廟2-7-92

181 医薬品・化粧品・健康 ほぐし処　蓮櫻 米沢市 丸の内1-7-30

182 医薬品・化粧品・健康 A.hand　スポーツクラブジャンプ2F 米沢市 金池7-6-11 スポーツクラブジャンプ2F

183 医薬品・化粧品・健康 ホットヨガ＆メディカルフィットネス　Gill米沢 米沢市 駅前1-1-110

184 医薬品・化粧品・健康 ボディキュア工房 米沢市 大町2-1-38　塩川ビル

185 医薬品・化粧品・健康 マイティスイミング倶楽部米沢 米沢市 金池7-8-13

186 趣味・ギフト 和泉屋 米沢市 中央5-3-13

187 趣味・ギフト 音楽アズム館 米沢店 米沢市 金池7-8-35

188 趣味・ギフト きもの美翔 米沢市 相生町2-66

189 趣味・ギフト ギャラリーパセオ 米沢市 桜木町2-55

190 趣味・ギフト candypop　 米沢市 栄町1-6

191 趣味・ギフト kosepela (セレクト雑貨コセペラ) 米沢市 金池7丁目5-21

192 趣味・ギフト サラダ館成島町店（中山酒店） 米沢市 成島町1-7-67

193 趣味・ギフト ソーインググッズ福屋 米沢市 中央4-2-16

194 趣味・ギフト とんぼ玉と民芸和紙　大和屋 米沢市 松が岬2-1-82

195 趣味・ギフト フラワーサロン一花＊IKKA 米沢市 春日5-2-62-2

196 趣味・ギフト 佐々木写真館 米沢市 東3-2-5

197 趣味・ギフト 雑貨屋あきんど 米沢市 大町5-1-30

198 趣味・ギフト 染織工房わくわく舘 米沢市 御廟1-2-37

199 趣味・ギフト 鷹山堂Fabric＆Coffee 米沢市 赤芝町1754

200 趣味・ギフト 米沢織直売所おりじん 米沢市 門東町1-1-87

201 趣味・ギフト 米沢書道センター 米沢市 竹井411-5

202 花・園芸 Atelier Alexandria33 米沢市 福田町2丁目3-151

203 花・園芸 グリーンピア　わがつま 米沢市 城南5-2-5

204 花・園芸 タネのモリタ 米沢市 春日5-1-45

205 花・園芸 花の店　艶 米沢市 直江町11-13

206 花・園芸 フラワーコーディネート　フロリコル 米沢市 金池1-4-16

207 花・園芸 マルキン花店 米沢市 松が岬2-3-51

208 花・園芸 佐渡花屋 米沢市 東3-2-24

209 花・園芸 むすめや花店 米沢市 桜木町2-70

210 スポーツ・アウトドア用品 吾妻スポーツ徳町店スポーツバード 米沢市 徳町129

211 スポーツ・アウトドア用品 吾妻スポーツ本店 米沢市 丸の内1-1-90

212 スポーツ・アウトドア用品 ZIEAL 米沢市 花沢2927-1

213 スポーツ・アウトドア用品 脱彩堂 米沢市 大字関1514-5

214 スポーツ・アウトドア用品 ピンポンショップカネコ 米沢市 太田町3-1-32

215 スポーツ・アウトドア用品 ラン二ングシューズショップ　Plus　One 米沢市 門東町3-1-12

216 理容・美容 アトリエ　ベルツリ－ 米沢市 中田町12-4

217 理容・美容 アロマチュレ 米沢市 下花沢3-8-43-5

218 理容・美容 エステティックサロン　ｂ－クラッセ 米沢市 金池7-8-46

219 理容・美容 エステティックジュビラン木蓮 米沢市 大町2-1-54

220 理容・美容 エスポワール 米沢市 大字三沢26101-120

221 理容・美容 エスメイク 米沢市 春日4-2-101-1

222 理容・美容 エリカサロン 米沢市 東3-5-28　東横インホテル内



223 理容・美容 カットサロンスウィング 米沢市 中央1-14-17

224 理容・美容 グレース 米沢市 徳町124-11

225 理容・美容 Crescent Moon 米沢市 古志田町2375-3

226 理容・美容 サロンドチヨ 米沢市 川井小路4437-4

227 理容・美容 trans　for　hair　design 米沢市 堀川町4-77

228 理容・美容 たるみ改善小顔サロン　花笑み 米沢市 東3-9-24　ピュアイーストA205

229 理容・美容 ネイルサロン　Cure 米沢市 金池7-8-46

230 理容・美容 Nail．108 米沢市 中央4-1-13エミネンス宮田Ｔ

231 理容・美容 パーソナルスタイリングnaare 米沢市 窪田町窪田1774-3

232 理容・美容 バーバーかとう 米沢市 広幡町成島1398

233 理容・美容 BARBER　MIKI 米沢市 駅前3-4-4

234 理容・美容 ビューネサロン 米沢市 金池6-8-45

235 理容・美容 vivid大町店 米沢市 大町2-1-38

236 理容・美容 vivid東大通り店 米沢市 東大通1-1-122

237 理容・美容 美容かすみ 米沢市 丸の内2-4-8

238 理容・美容 美容室　アンブラッセ 米沢市 金池5-11-31

239 理容・美容 美容室　ジュエリー 米沢市 御廟1-7-36

240 理容・美容 美容室　匠 米沢市 松が岬2-6-1

241 理容・美容 美容室　ラドルチェ 米沢市 中田町243-5

242 理容・美容 ぷらいべいとるーむ美庵華 米沢市 中央1-2-28

243 理容・美容 ヘア－カット　ブロス 米沢市 徳町7-37-1

244 理容・美容 ヘアーマジック 米沢市 中央1-14-28 1F

245 理容・美容 ヘア－ル－ム　avenir 米沢市 御廟2-4-27

246 理容・美容 ヘア－ル－ム　髪夢髪夢 米沢市 鍛治町4544-5

247 理容・美容 ヘア－ワークス　リアン 米沢市 春日4-2-81

248 理容・美容 Hair-Make 　You-Ri 米沢市 相生町2-65　小島テナント1F内

249 理容・美容 みつわ美容室 米沢市 中央1-1-23

250 理容・美容 RADITE 米沢市 中田町568-6

251 理容・美容 リラクゼーションサロンponopono 米沢市 大字李山12125-9

252 家電販売 ア－ルおがた 米沢市 通町8-2-29

253 家電販売 elmABE(エルム・アベ） 米沢市 本町1-3-41

254 家電販売 ゴトー電化 米沢市 門東町2-5-25

255 家電販売 ソエカワ電器・名曲堂 米沢市 駅前2-2-50

256 家電販売 月岡でんき 米沢市 金池5-11-46

257 家電販売 日本美健 米沢市 大字下新田447-7

258 家電販売 パナックエヌエス 米沢市 門東町2-5-6

259 家電販売 長谷川電器 米沢市 木場町8-34

260 家電販売 徳重電器 米沢市 矢来2-4-11-1

261 家電販売 南部電気商会 米沢市 門東町2-3-17

262 貴金属・眼鏡・補聴器 青木堂 米沢市 中央7-3-16

263 貴金属・眼鏡・補聴器 ディスカウントショップ　エビスヤ 米沢市 中央3-8-35

264 貴金属・眼鏡・補聴器 宝石のきくち 米沢市 城西4-1-37

265 貴金属・眼鏡・補聴器 メガネのエース 米沢市 中央3-1-7

266 貴金属・眼鏡・補聴器 メガネのオプタ－ 米沢市 東3-3-48

267 貴金属・眼鏡・補聴器 三原堂 米沢市 大町4-5-48



268 貴金属・眼鏡・補聴器 米沢補聴器センターきこえの相談室 米沢市 大町4-6-10

269 飲食 味処　京佳 米沢市 万世町金谷464-7

270 飲食 味処　すゞき 米沢市 万世町桑山4327

271 飲食 味どころ　ふる山 米沢市 金池5-6-17

272 飲食 あたご食堂 米沢市 御廟1-2-7

273 飲食 粋の宿　招湯苑 米沢市 門東町1-4-5

274 飲食 居酒屋　えん 米沢市 中央1-14-1

275 飲食 居酒屋　くわ家 米沢市 門東町3-2-63　モント3ビル2F

276 飲食 居酒屋道場壱歩 米沢市 中央1-11-2

277 飲食 居酒屋　弁慶 米沢市 中央1-3-26

278 飲食 イタリアンレストラン　リーガル 米沢市 門東町3-1-47

279 飲食 一麺亭 米沢市 中田町12-5

280 飲食 一心太助 米沢市 本町1-1-7

281 飲食 インドカレーシバヤ 米沢市 門東町1-5-23

282 飲食 上杉城史苑レストラン「アビシス」 米沢市 丸の内1-1-22

283 飲食 上杉伯爵邸 米沢市 丸の内1-3-60

284 飲食 うお酒場　響 米沢市 中央1-7-18

285 飲食 牛の恩返し　鷹山公 米沢市 東3-1-50　2F

286 飲食 うどん市　米沢中央店 米沢市 中央1-14-15

287 飲食 うどん匠　元 米沢市 門東町3-2-37

288 飲食 excellent 米沢市 中央1-4-1中央ビル2Ｆ

289 飲食 おうちごはんＵｎ庵 米沢市 中央3-3-20

290 飲食 欧風酒場Diningえん 米沢市 門東町3-3-32　由井ビル２F

291 飲食 おおくぼ福餅 米沢市 塩井町塩野1721

292 飲食 OVER　TIME 米沢市 中央1-14-6 パルコビル2階

293 飲食 お食事処まるたけ 米沢市 通町8-2-87

294 飲食 お堀端さっぽろ 米沢市 丸の内1-7-9

295 飲食 会員制居酒屋　結 米沢市 中央1-11-16 ブルービル2F

296 飲食 隠れ里　玉 米沢市 中央1-13-27

297 飲食 カジュアル味処　どりーむ 米沢市 本町2-7-40

298 飲食 河岸や 米沢市 中央1-4-15

299 飲食 可祝屋 米沢市 大町1-3-46

300 飲食 可祝屋支店 米沢市 城西3-5-22

301 飲食 家庭料理居酒屋　よねざわ村 米沢市 中央1-14-8

302 飲食 カレーハウスCoCo壱番屋　米沢金池店 米沢市 金池5-13-3

303 飲食 韓国料理　清香苑 米沢市 下花沢3-7-9

304 飲食 カフェ＆レストラン　まれっと 米沢市 東3-1-1

305 飲食 CAFE SORA。 米沢市 大町1-1-29

306 飲食 cafe　towa 米沢市 御廟2-3-47 2F

307 飲食 Café　mamenoki 米沢市 福田町2-3-171

308 飲食 café　蓮櫻 米沢市 丸の内1-7-30

309 飲食 カフェレストラン　プチプリ 米沢市 金池1-2-2

310 飲食 川井食堂 米沢市 大字川井18

311 飲食 キッチンバン 米沢市 門東町1-4-32

312 飲食 牛角ヨネザワ金池店 米沢市 金池7-8-13



313 飲食 牛鍋おおき 米沢市 駅前3-2-18

314 飲食 クヴェーラ 米沢市 春日1-4-30

315 飲食 串焼き　成ル 米沢市 駅前2-2-8

316 飲食 喰処　上花輪 米沢市 門東町1-5-25

317 飲食 Good Old Days 米沢市 大町5-1-30

318 飲食 グランドホクヨウ 米沢市 金池2-3-7

319 飲食 グリーンローズ 米沢市 中央1-3-4

320 飲食 グルメ小僧万吉２F 米沢市 中央4-2-6

321 飲食 幸来軒 米沢市 大字川井2349-2

322 飲食 極楽麦酒本舗 米沢市 中央2-3-18

323 飲食 こだわり自家製麺　心心 米沢市 大字花沢237-1

324 飲食 粉名屋小太郎 米沢市 中央5-3-19

325 飲食 コメダ珈琲店　米沢徳町店 米沢市 徳町2-69-1

326 飲食 小料理花藤 米沢市 金池5-6-29

327 飲食 金剛閣 米沢市 桜木町3-41

328 飲食 COLLABO CAFE ARB 米沢市 門東町3-3-1

329 飲食 KOMFORTA 米沢市 城南3-3-24

330 飲食 THE COSA 米沢市 下花沢1-3-38

331 飲食 ザ・スウィング 米沢市 中央1-14-28 2F

332 飲食 茶蔵　米沢店 米沢市 金池5-6－33

333 飲食 サブウェイ　ヨークベニマル成島店 米沢市 大字塩野2440-1

334 飲食 自家焙煎珈琲カフェグート 米沢市 金池5-13-1

335 飲食 蛇の目寿司 米沢市 中央1-5-6

336 飲食 酒肴　にし川 米沢市 城北1-2-8

337 飲食 酒菜庵　藤右衛門 米沢市 中央1-11-20

338 飲食 酒楽屋ひょうたん 米沢市 門東町3-3-35 ファーストビル1F

339 飲食 ジュンヴィーノ 米沢市 中央1-3-10 ハートランドビル１F

340 飲食 松月 米沢市 駅前2-1-13

341 飲食 志ん柳 米沢市 中央1-14-4

342 飲食 旬彩はなみずき 米沢市 金池7-7-21

343 飲食 新富 米沢市 城北1-8-20

344 飲食 寿司・居酒屋　あぶりや 米沢市 中央1-14-23

345 飲食 寿し・仕出し・宴会　磯源 米沢市 駅前4-4-48

346 飲食 寿司割烹　東家 米沢市 門東町2-4-22

347 飲食 寿々喜家 米沢市 大町1-4-5

348 飲食 ZOO 米沢市 門東町3-2-63

349 飲食 すた丼屋　米沢春日店 米沢市 春日4-2-98

350 飲食 スナックRay 米沢市 中央1-3-25丸二ビル1Ｆ

351 飲食 Snack Vision 米沢市 中央1-3-4赤坂ビル2F

352 飲食 St,Christopher 米沢市 中央1-3-10

353 飲食 ス－プカレ－らあじゃ 米沢市 中央5-3-17

354 飲食 炭火焼肉　てんま米沢駅前本店 米沢市 駅前2-2-8

355 飲食 ゼン 米沢市 中央1-4-9

356 飲食 ソウルの味 米沢市 中央1-3-10

357 飲食 そば工房　蓼 米沢市 大町3-6-43



358 飲食 そば処　久寿屋 米沢市 塩井町塩野1492-21

359 飲食 そば処　吾妻軒 米沢市 大字関1522-5

360 飲食 そば処弥平 米沢市 中央1-2-47

361 飲食 ダイニング海豚 米沢市 中央1-8-15　瀧口ビル１F

362 飲食 ダイニング居酒屋すみちゃん 米沢市 門東町3-3-18-1

363 飲食 太洋館 米沢市 中央2-7-29

364 飲食 大門寿司 米沢市 大字関根14095

365 飲食 台湾料理　天香一 米沢市 花沢3168-12

366 飲食 タマゲリータ 米沢市 金池6-4-46

367 飲食 たまごやのスイ－ツ＆カフェufuuhugarden 米沢市 赤芝町1627-1

368 飲食 廟(たまや)の隠れ家 米沢市 御廟1-5-88

369 飲食 タントグラッツェ 米沢市 窪田町藤泉275-1

370 飲食 中華料理美喜 米沢市 駅前3-4-4

371 飲食 中国料理ジャスミン亭 米沢市 成島町2-1-35-2

372 飲食 つけ麺　心心 米沢市 徳町170-2

373 飲食 Daizycafe 米沢市 中央2-8-36

374 飲食 鉄板焼じゅう兵衛 米沢市 金池6-6-8

375 飲食 登起波分店登 米沢市 金池5-10-21

376 飲食 Tori's Bar OLD-TYPE 米沢市 門東町3-2-63モント３ビルB1F

377 飲食 とんとんラーメン　HONTEN 米沢市 大字花沢674-12

378 飲食 とん八　米沢店 米沢市 春日4-4-3

379 飲食 肉のグッド 米沢市 下花沢1-3-4

380 飲食 馬かもん　米沢店 米沢市 中央1-8-15　瀧口ビル２F

381 飲食 発酵酒場こぶた 米沢市 駅前3-2-25

382 飲食 パブレストラン　ポピンズ 米沢市 丸の内2-4-2

383 飲食 はるカフェ 米沢市 直江町3-12

384 飲食 晩酌亭 米沢市 中央1-13-24

385 飲食 半熟スナイパー 米沢市 中央1-3-2

386 飲食 Bway 米沢市 中央1-3-12

387 飲食 ピザカルボ　米沢中田町店 米沢市 中田町568-6

388 飲食 PIZZA　Ktarou 米沢市 大町4-6-18

389 飲食 ひつじ家　NEO 米沢市 金池7-2-47

390 飲食 ひよこ食堂 米沢市 万世町桑山4095

391 飲食 Blunch 米沢市 赤芝町1441

392 飲食 孫六 米沢市 中央1-7-10

393 飲食 道の駅米沢　米沢牛ステーキレストラン牛毘亭 米沢市 大字川井1039-1

394 飲食 ミュージックパブ音魂 米沢市 中央1-4-8 グリーンビル2F

395 飲食 飯麺　富心 米沢市 中央1-3-12

396 飲食 麺屋　大心 米沢市 門東町3-3-32

397 飲食 ももたや 米沢市 城南2-3-24

398 飲食 やまがた辛味噌らーめん三男坊 米沢市 金池5-8-84

399 飲食 焼肉　喜喜 米沢市 中央5-2-60

400 飲食 焼肉　明月 米沢市 中央2-7-28

401 飲食 山口屋食堂 米沢市 中央1-1-26

402 飲食 ゆあーず 米沢市 駅前1-1-63



403 飲食 米沢牛懐石　すみれ庵　（時の宿すみれ内） 米沢市 大字関根12703-4

404 飲食 米澤牛DININGべこや 米沢市 東3-2-34

405 飲食 米沢牛割烹住の江 米沢市 駅前2-2-65

406 飲食 米沢牛の味処ミートピア 米沢市 中央1-11-9

407 飲食 米沢牛焼肉さかの 米沢市 中央3-4-21

408 飲食 米沢牛・山懐料理　吉亭 米沢市 門東町1-3-46

409 飲食 米沢牛　ステーキハウス　オルガン 米沢市 大町4-1-26

410 飲食 米沢牛登起波 米沢市 中央7-2-3

411 飲食 米澤Steak&Bistro　飛行船 米沢市 城西1-5-56

412 飲食 米澤玉寿司 米沢市 相生町2-71-5

413 飲食 ライブバ－ヤスクニ 米沢市 中央1-11-16 ブル－ビル２F

414 飲食 La Scarpetta 米沢市 東3-1-8

415 飲食 ラグパティ 米沢市 桜木町2-76

416 飲食 リカープレイス　リトルキス 米沢市 中央1-11-23フェリスビル1F

417 飲食 リストランテ　喜右ェ門 米沢市 大字長手1668

418 飲食 リトルコテージガーデンカフェ 米沢市 春日3-1-7

419 飲食 龍華食堂 米沢市 小野川町2788

420 飲食 レスト・パーラー・マナ 米沢市 大町1-2-30

421 飲食 レストラン杏 米沢市 中央6-1-219

422 飲食 レストラン　ヴェルデ 米沢市 大字花沢883-11

423 飲食 レストラン　カッペリーニ 米沢市 城西2-4-61

424 飲食 レストランビッキ石 米沢市 万世町桑山1490-8

425 飲食 ローズガーデン 米沢市 金池8-4-10

426 飲食 ローズレイ 米沢市 中央1-13-23グリーンプラザ1F

427 飲食 ログレストラン童夢 米沢市 金池7-8-6

428 飲食 Rock'n Rouge 米沢市 中央1-14-1 柳ビル4階

429 飲食 和食処花園 米沢市 金池5-11-37

430 観光・宿泊 姥湯温泉　枡形屋 米沢市 大字大沢姥湯1

431 観光・宿泊 扇屋旅館（現在取扱していません） 米沢市 小野川町2432

432 観光・宿泊 小野川温泉　やな川屋旅館 米沢市 小野川町2486

433 観光・宿泊 登府屋旅館 米沢市 小野川町2493

434 観光・宿泊 福島屋 米沢市 大字大沢字滑川15

435 観光・宿泊 ペンションPAL 米沢市 大字李山大字大笠12118-20

436 観光・宿泊 宝寿の湯 米沢市 小野川町2584

437 観光・宿泊 ホテルおとわ 米沢市 駅前2-1-40

438 観光・宿泊 名湯の宿　吾妻荘 米沢市 小野川町2471

439 観光・宿泊 湯滝の宿　西屋 米沢市 大字関1527

440 観光・宿泊 湯の沢温泉　時の宿すみれ 米沢市 大字関根12703-4

441 観光・宿泊 上杉城史苑 米沢市 丸の内1-1-22

442 観光・宿泊 大平温泉 滝見屋 案内所 米沢市 大字李山4266-7

443 観光・宿泊 酒造資料館　東光の酒蔵 米沢市 大町2-3-22

444 観光・宿泊 道の駅　田沢 米沢市 大字入田沢573-19

445 観光・宿泊 道の駅　米沢 米沢市 大字川井1039-1

446 観光・宿泊 山交観光　米沢営業所 米沢市 駅前2-2-58

447 観光・宿泊 米沢ツーリストサービス 米沢市 中央3-10-17



448 交通・自動車・二輪 吾妻観光タクシー 米沢市 城南2-1-7

449 交通・自動車・二輪 今村タクシ－ 米沢市 中央4-1-9

450 交通・自動車・二輪 辻自動車 米沢市 大町4-1-67

451 交通・自動車・二輪 ツバメタクシー 米沢市 大町5-4-39

452 交通・自動車・二輪 福祉タクシーひまわり 米沢市 万世町牛森4359-8

453 交通・自動車・二輪 米沢タクシ－ 米沢市 万世町4382-13

454 交通・自動車・二輪 花沢運転代行社 米沢市 東大通3-12-17

455 交通・自動車・二輪 ムーン運転代行 米沢市 通町4-10-18

456 交通・自動車・二輪 アイシンオート 米沢市 万世町片子5157-1

457 交通・自動車・二輪 安部モータ－ス 米沢市 塩井町塩野2018

458 交通・自動車・二輪 イエローハット米沢北店 米沢市 中田町548-2

459 交通・自動車・二輪 イエローハット米沢店 米沢市 金池5-7-4

460 交通・自動車・二輪 Car　Rise　毘龍 米沢市 矢来2-1-30

461 交通・自動車・二輪 ガレージTSR 米沢市 花沢新屋敷2-700-5

462 交通・自動車・二輪 ケイワンステーション 米沢市 広幡町上小菅1408

463 交通・自動車・二輪 後藤ボデー 米沢市 花沢3102-11

464 交通・自動車・二輪 サイクルハウス前山 米沢市 門東町3-1-18

465 交通・自動車・二輪 サイクルプラザセイリン 米沢市 中央4-1-14

466 交通・自動車・二輪 サイクル店　さとう 米沢市 窪田町窪田1410

467 交通・自動車・二輪 サワネ自動車 米沢市 万世町桑山3146

468 交通・自動車・二輪 瀬野輪店 米沢市 城西3-6-18

469 交通・自動車・二輪 塚本サイクル 米沢市 門東町1-4-45

470 交通・自動車・二輪 野村モータース 米沢市 丸の内2-3-27

471 交通・自動車・二輪 ミスタータイヤマン米沢北インター店 米沢市 窪田町窪田1477-1

472 交通・自動車・二輪 やまと商事 米沢市 中央2-8-21

473 交通・自動車・二輪 ヤリミズ自動車 米沢市 万世町片子4372

474 交通・自動車・二輪 八巻輪店 米沢市 窪田町窪田1435-1

475 交通・自動車・二輪 ライダーズサロン　ヤマカ 米沢市 中央4-1-76

476 燃料 ENEOS杉の目町給油所 米沢市 杉の目町3027-1

477 燃料 ENEOS米沢六郷SS 米沢市 六郷町一漆130-2

478 燃料 エムツーホールディングス㈱セルフステーション通町SS 米沢市 通町6-12-12

479 燃料 小笠原商事米沢支店 米沢市 東大通3-8-26

480 燃料 県南商事栗子S.S 米沢市 万世町梓山334-1

481 燃料 小池商店ENEOS門東町SS 米沢市 門東町2-4-48

482 燃料 近野 米沢市 本町1-1-22

483 燃料 セルフユニコーン米沢バイパス給油所 米沢市 花沢町2841-9

484 燃料 大丸石油店　米沢中央店 米沢市 中央1-7-30

485 燃料 大丸石油店　コスモ成島 米沢市 成島町3-2780-5

486 燃料 D.D八幡原店 米沢市 八幡原5-4862-15

487 燃料 D.D花沢大橋店 米沢市 花沢町2735-1

488 燃料 D.D米沢西店 米沢市 御廟1-7-43

489 燃料 長井石油 米沢市 中央2-7-2

490 燃料 永井屋石油店 米沢市 中央4-2-4

491 燃料 長沢燃料商事 米沢市 中央6-1-211

492 燃料 西方商店 米沢市 花沢町2634-7



493 燃料 西方石油店 米沢市 花沢町2634-7

494 燃料 富士ガス販売 米沢市 中田町1977

495 燃料 マルエー石油 米沢市 万世町片子5388-1

496 燃料 山木鈴木商店 米沢市 中央5-2-57

497 燃料 ユニコーン金池給油所 米沢市 金池7-8-1

498 燃料 米沢日石　本社 米沢市 大町1-1-59

499 燃料 米沢日石　米沢北SS 米沢市 窪田町窪田1233

500 燃料 米沢日石　米沢丸の内SS 米沢市 丸の内2-2-3

501 燃料 米沢ノースSS 米沢市 窪田町窪田1-11

502 その他 青柳配管 米沢市 泉町2-2-35

503 その他 石附硝子 米沢市 下花沢3-10-26

504 その他 オフィスモイン 米沢市 門東町3-3-1

505 その他 佐藤鐵太郎商店 米沢市 立町4340

506 その他 地主左官工業所 米沢市 成島町1-6-70

507 その他 たつまち商店街振興組合 米沢市 中央4-2-6

508 その他 有限会社　たつまち 米沢市 中央4-2-6

509 その他 東南電気工事 米沢市 東2-4-26

510 その他 丸木屋 米沢市 春日2-3-51

511 その他 マルトモ 米沢市 中央3-1-1

512 その他 山形新聞米沢西専売所 米沢市 大字舘山281-22

513 その他 米沢ボウリングレーンズ（現在取扱していません） 米沢市 中央1-8-11

514 その他 六興整熱工業 米沢市 遠山町606


