
店舗名 業種 所在地
1 ブルーマーケットブラザーズ バー・カラオケ 山形市香澄町1-6-6-2F
2 小料理BAR あんのん バー・カラオケ 山形市香澄町1-7-7-1F
3 博多もつ 佐のちゃん 居酒屋 山形市香澄町1-15-16
4 鉄板居酒屋 夢はな 居酒屋 山形市七日町2-1-14-6
5 金魚 居酒屋 山形市七日町2-7-34
6 居酒屋スナック　わらべ 居酒屋 山形市七日町3-3-11
7 ふきのとう 日本料理 山形市七日町3-3-37
8 酒場やっしょまかしょ 居酒屋 山形市七日町3-3-31
9 COCO夢や　ヨークベニマル落合店 レストラン・食堂 山形市落合町二口189
10 レストランH&A レストラン・食堂 山形市桧町2-5-18
11 花カフェ＆ウエディング ブルーミーズ 南栄町店 レストラン・食堂 山形市南栄町2-12-14
12 お菓子工房 Ｌの店 喫茶・スイーツ 山形市飯塚町字岡900-3-4
13 お好み焼き家 ふうふぅ お好み焼き 山形市中野98-1
14 十一屋　桜田アベニュー店 レストラン・食堂 山形市桜田東2-13-22
15 La Bellezza レストラン・食堂 山形市松見町10-7
16 肴や 川合 日本料理 山形市上町1-10-65
17 景四季彩々　紅ほたる 日本料理 山辺町根際2199-3
18 むら熊 レストラン・食堂 中山町大字長崎2994-5
19 栄寿司 すし 寒河江市丸内1-1-24
20 寒河江 だるま 居酒屋 寒河江市南町2-4-2
21 CAFFE GRANO　カフェグラーノ レストラン・食堂 寒河江市大字寒河江字塩水59-5
22 山菜料理　玉貴 日本料理 西川町間沢80-1
23 関野家 中華料理・ラーメン 大江町大字左沢1014-5
24 カネミ食堂 レストラン・食堂 大江町本郷戊266-5
25 食彩遊膳　まる梅 日本料理 河北町谷地字月山堂402-1
26 紀の代寿司本店 すし 河北町谷地甲33
27 あいかも会館 そば 村山市大字本飯田1477
28 KOHARA亭 中華料理・ラーメン 村山市駅西3-20
29 長右ェ門寿し すし 村山市楯岡荒町1-1-37
30 かぼちゃ亭 レストラン・食堂 村山市楯岡荒町2-8-27
31 肉料理　あんどう 焼肉・韓国料理 村山市楯岡新町2-11-3
32 居酒屋とある 居酒屋 村山市楯岡五日町9-33
33 お食事の店　満月 レストラン・食堂 村山市楯岡十日町5-3
34 天金寿し すし 村山市楯岡十日町7-6
35 味の実家 日本料理 村山市楯岡俵町1-7
36 日本海料理センター 日本料理 村山市富並3609
37 酒想空間 和らじ 日本料理 東根市温泉町1-7-5
38 旅館 さくら湯 ホテル・旅館 東根市温泉町1-9-3
39 のゝか本郷館 ホテル・旅館 東根市温泉町2-1-1
40 佐藤錦 レストラン・食堂 東根市三日町2-1-24
41 ビアパブ市民快館 居酒屋 東根市神町中央2-6-25
42 パブ　サン・スーシ パブ・スナック 東根市神町南1-1-15
43 秋田人 居酒屋 東根市神町南1-1-16
44 味わい処　もと木 中華料理・ラーメン 東根市神町南1-7-5
45 ダイニングバー Hidamari 居酒屋 新庄市若葉町17-77
46 町家 き乃川 居酒屋 舟形町舟形109
47 舟形若あゆ温泉 レストラン・食堂 舟形町長沢8067
48 優心の宿　観月 ホテル・旅館 大蔵村大字南山513
49 そば処　ふくろう うどん・そば 鮭川村庭月1038
50 梅津牛肉店　十五万石屋 レストラン・食堂 米沢市中央1-1-27
51 料理センター小牧千 レストラン・食堂 米沢市塩井町塩野2292-1
52 ししどや旅館　寿楽荘 ホテル・旅館 米沢市小野川町2565
53 旭屋旅館 ホテル・旅館 米沢市小野川町2437-1
54 浜焼き えぼし 居酒屋 南陽市赤湯1452
55 BAR BOND バー・カラオケ 南陽市赤湯447-4C
56 snack TSUBAKI パブ・スナック 南陽市赤湯447-4D
57 湯宿　升形屋 ホテル・旅館 南陽市椚塚1291-1
58 居酒屋食事処　三吾兵エ 居酒屋 小国町栄町1
59 イタリア料理SIATTACA 西洋料理 白鷹町荒砥乙553-1
60 来々軒 中華料理・ラーメン 飯豊町大字椿4436
61 安兵衛寿し すし 鶴岡市本町1-8-14
62 covo（コーヴォ） バー・カラオケ 鶴岡市切添町18-16-102
63 つかさや旅館 ホテル・旅館 鶴岡市湯田川乙52
64 愉海亭　みやじま ホテル・旅館 鶴岡市湯野浜1-6-4
65 酒楽家　幸腹 居酒屋 酒田市日吉町2-2-38
66 時を奏でる宿　若葉旅館 ホテル・旅館 酒田市本町2-3-9
67 富重 日本料理 酒田市本町3-5-16
68 味工房　八月 日本料理 酒田市本町3-9-1
69 だるま寿司 すし 酒田市中町3-1-12
70 水辺のカフェ　アフタヌーンティー 喫茶・スイーツ 酒田市浜中八間山167-22
71 パブレストラン ホワイトハウス レストラン・食堂 庄内町余目字大塚79-5
72 繁利屋 日本料理 庄内町余目字町170
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