
分類 店舗名称 住所 ＴＥＬ 特典内容 備考

泊まる 珠玉や（たまや） 鶴岡市湯田川乙39 0235-35-3535 2～3人にビ－ル1本or１人１杯ウーロン茶サービス

〃 九兵衛旅館 鶴岡市湯田川乙19 0235-35-2777 2～3人にビ－ル1本or １人１杯ウーロン茶サービス

〃 甚内旅館 鶴岡市大字湯田川乙16 0235-35-2151 手作りグッズをプレゼント 竹製品、絵葉書、草木染めなど

〃 理太夫旅館 鶴岡市大字湯田川乙51 0235-35-2888 庄内産のお漬け物をお土産に 夏は夕食時生ビール1杯

〃 海辺のお宿　一久 鶴岡市湯野浜1-10-29 0235-75-2121 宿泊料５％OFF 特典は直接予約のみ

〃 リゾートホテル　華夕美日本海 鶴岡市下川字窪畑1-523 0235-75-2021 夕飯時生ビールorソフトドリンク１杯

〃 由良温泉　八乙女 鶴岡市由良3丁目16-31 0235-73-3811 ウェルカムドリンクサービス

〃 愉海亭　みやじま 鶴岡市湯野浜1-6-4 0235-75-2311 ご当地「岩海苔アイス」・県産グラスワインサービス 宿泊の方のみ

〃 ホテル　海山 鶴岡市湯野浜1-14-38 0235-75-2221 お銚子またはソフトドリンク１本サービス

〃 たちばなや 鶴岡市湯温海丁３番地 0235-43-2211 貸切展望露天風呂を半額（1,575円）でサービス

〃 萬国屋 鶴岡市湯温海丁１ 0235-43-3333 好評の貸切風呂を通常3,150円→1,050円 フロントにてカードをご提示ください

〃 つかさや旅館 鶴岡市湯田川乙５２ 0235-35-2301
若旦那がおすすめする鶴岡の地酒一杯または女将手作りの
梅酒一杯サービス

食べる 日本料理　紅屋 鶴岡市泉町7-35 0235-24-8222 コースご注文で、名物岩のりおにぎり 昼もできるだけご予約をお願いいたします

〃 アル・ケッチァーノ 鶴岡市下山添一里塚83 0235-78-7230 ソフトドリンク1杯サービス

〃 Dining　花 鶴岡市大塚町７－８ 0235-22-9339 庄内の味「胡麻豆腐の餡かけ」小鉢をサービス

〃 和食　滝水亭 鶴岡市末広町5-24　マリカ西館2階 0235-23-6311 お食事のお客様にコーヒー１杯サービス 14:30-17:00までは麺類とドリンクのみ

〃 穂波街道　緑のイスキア　　 鶴岡市羽黒町押口川端37-7 0235-23-0303 オリジナルブレンドのハーブティー等プレゼント

〃 米の粉の滝ドライブイン 鶴岡市上名川字東山11-1 0235-54-6311 レストランにてお食事のお客様にコーヒー１杯サービス

〃 ファリナモーレ
鶴岡市末広町3-1 マリカ東館1Ｆ
ＪＲ鶴岡駅前

0235-64-0520 焼菓子プレゼント

〃 ファリナモーレ・ドルチェ
鶴岡市末広町3-1 マリカ東館1Ｆ
ＪＲ鶴岡駅前

0235-64-0510 焼菓子プレゼント

買う 庄内観光物産館　ふるさと本舗 鶴岡市布目字中通80-1 0235-25-5111 お食事の方にソフトドリンクサービス
「味処庄内庵」「浜料理ふるさと」のみのご
利用となります

〃 つけもの処　本長 鶴岡市大山1-7-7 0120-330-878 商品購入者に漬物小袋 ご見学はご予約ください

その他 奥田米穀店 鶴岡市大山2-18-5 0235-33-1123 庄内産米10%OFF

分類 店舗名称 住所 ＴＥＬ 特典内容 備考

泊まる 肘折温泉　湯宿元河原湯 最上郡大蔵村大字南山454-1 0233-76-2259 宿泊料金５％引き

食べる 白糸の滝ドライブイン
最上郡戸沢村古口字土湯
1496-1

0234-57-2011 レストランにてお食事のお客様にコーヒー１杯サービス

その他 山形県　県民ゴルフ場 最上郡舟形町長沢8067 0233-32-3344 平日3,980円、土日祝6,200円

〃 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 最上郡戸沢村大字古口86-1 0233-72-2001 乗船料100円引き

山形へいらっしゃった際に、各施設でファンクラブ会員証をご提示いただくと、 

様々な特典が受けられます！ぜひご活用ください！ 

庄 内 地 区 

最 上 地 区 
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分類 店舗名称 住所 ＴＥＬ 特典内容 備考

泊まる 名湯の宿　吾妻荘 米沢市小野川町2471 0238-32-2311 女将手作り味噌1袋（500ｇ）プレゼント ご宿泊の方

〃 がまの湯　いいで旅館 西置賜郡飯豊町大字椿4494 0238-72-3706 夕食時どぶろくorどぶろくアイス

〃 丹泉ホテル 南陽市赤湯988 0238-43-3030 赤湯産ワインをグラスで

〃 櫻湯　山茱萸 南陽市赤湯740 0238-43-3020 ウェルカムドリンク＆デザートワイン

〃 山形座　瀧波 南陽市赤湯3005 0238-43-6111 「でぼっこもち」6個入　￥400相当 特典は1組に1つ

〃 上杉の御湯　御殿守 南陽市赤湯989 0238-40-2611 オリジナル手拭プレゼント

〃 湯宿　　升形屋 南陽市赤湯250-1 ０238-43-2301 夕飯時山形牛陶板焼＆お土産に一口ワイン

〃 小野川温泉　河鹿荘 米沢市小野川町2070 0238-32-2221 河鹿荘オリジナル生酒（３００ml）プレゼント 特典は1組に1つ

〃 大平温泉　滝見屋 米沢市大字季山12127 0238-38-3360 オリジナル絵葉書セット

〃 白布温泉　東屋旅館 米沢市白布温泉 0238-55-2011 オリジナル絵葉書セット

〃 新高湯温泉　吾妻屋旅館 米沢市大字関湯の入沢3934 0238-55-2031 オリジナル絵葉書セット

〃 姥湯温泉　桝形屋 米沢市大字大沢字姥湯1 案内所0238-35-2633 オリジナル絵葉書セット 宿から案内所は20km

〃 滑川温泉　福島屋 米沢市大字大沢字滑川15 0238-34-2250 オリジナル絵葉書セット

〃 五色温泉　宗川旅館 米沢市板谷498 0238-34-2511 オリジナル絵葉書セット

〃 湯ノ沢間欠泉　湯の華
西置賜郡飯豊町大字広河原湯ノ沢
448-2

0238-78-0045 オリジナル絵葉書セット

〃 湯滝の宿　西屋 米沢市大字関1527 0238-55-2480 ご宿泊の際にカードをご提示頂くと、　お1人様500円割引。 必ずﾁｪｯｸｲﾝ時にご提示お願いします

食べる 上杉伯爵邸 米沢市丸の内１-3-60 0238-21-5121 （お食事ご利用の方に）コーヒーor抹茶 団体客には最大５名まで

〃 有限会社　あっさり 東置賜郡川西町大字上小松1644 0238-42-3254 商品10%OFF（飲食も可）

〃 （有）ふる山 米沢市金池5-6-17 0238-23-0075 地酒吟醸酒orソフトドリンク1杯 駐車場36台

〃 食事処　そば　ふたば 南陽市長岡637-2 0238-43-5194 コヒー又はソフトドリンク１杯サービス 注文の際、カードご提示ください

〃 フルール・ドゥ・ソレイユ 東置賜郡高畠町時沢527 0238-52-1155
季節の野菜・ぶどうをプレゼント（収穫できない時、また季節
により提供できない日もあり）

事前電話要

〃 お食事処　ならざか 東置賜郡高畠町大字高畠3562-35 090-7075-4219 お食事をされた方は栗園の入園料サービス 事前電話要／９・１０月は休まず営業

〃 欧園Tei 東置賜郡高畠町大字二井宿1012 090-7336-9493 ハーブの花束をプレゼント 事前電話要

〃 掬亭 東置賜郡高畠町糠野目2017 0238-57-3841 お食事10%OFF

〃 手打ちそばとつけものの店伊澤 東置賜郡高畠町大字高畠６２９－１ 0238-52-0140 店内商品消費税サービス・指定ドリンクサービス

買う 菓子司　福田屋 長井市草岡７１５ 0238-88-2608 和洋菓子５％OFF

〃 米澤紀伊國屋 米沢市丸の内1-6-2 0238-23-2260 会計時５％割引 他との割引併用不可

〃 よねおりかんこうセンター 東置賜郡高畠町大字福沢7-1072 0238-57-2140 樹氷ロマン２本プレゼント 会員証提示ください

〃 日乃本帆布　牛や 米沢市門東町1-5-29 0238-22-6174 オリジナル牛や小物謹呈

〃 懐郷菓子　水上屋 長井市新町9-2 0238-88-2772
1,000円毎にお菓子を１個プレゼント
（プレゼントのお菓子はその時々で変わります）

その他 石川農園 米沢市窪田町藤泉970-4 0238-21-6226 さくらんぼ狩り大人1,200円→1,000円 宿泊も可能１泊２食付7,500円～

〃 スマートフィックス 米沢市下花沢3-3-92 090-3649-4443 通常の作業より（\1,000）お値引きさせていただきます。

〃 漆山果樹園 南陽市松沢202-1 0238-43-3739
ラムレーズンジェラート等、季節のジェラートミニサイズをプレ
ゼント（1組に1つ）

7～10月以外は、事前にお問い合わせくだ
さい

〃 フラワー長井線　長井駅 長井市栄町1-1 0238-88-2002 フラワー長井線と四季を写した絵葉書１枚を　　プレゼント

分類 店舗名称 住所 ＴＥＬ 特典内容 備考

泊まる 蔵王・和歌（うた）の宿　わかまつや 山形市蔵王温泉951-1 023-694-9525 蔵王銘水の水出しコーヒー券

〃 山形駅西口ワシントンホテル
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル24階

023-647-1111 シングル5500円、ダブル・ツイン9000円 （税・サ込）朝食付は1名＋800円

〃 山形七日町ワシントンホテル 山形市七日町1-4-31 023-625-1111 シングル5000円、ダブル・ツイン8500円 （税・サ込）朝食付は1名＋800円

〃 ル・ベール蔵王 山形市蔵王温泉878-5 023-694-9351 大露天風呂券＆ウェルカムドリンク

〃 深山荘　高見屋 山形市蔵王温泉54 023-694-9333 売店にて消費税分OFF、山形の果物キャンディー

〃 タカミヤヴィレッジ　ホテル　樹林 山形市蔵王温泉814 023-694-9511 食前酒に蔵王スターワイン（グラス）

〃 ホテル　ルーセントタカミヤ 山形市蔵王温泉942 023-694-9135 ウェルカムドリンク＆売店10%OFF

置 賜 地 区 

村 山 地 区 
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分類 店舗名称 住所 ＴＥＬ 特典内容 備考

泊まる ホテルハモンドたかみや 山形市蔵王温泉94-1 023-694-2121 売店商品10%OFF

〃 瑠璃倶楽リゾート 山形市蔵王温泉三度川1117 023-694-2520 ウエルカムドリンク＆売店１０％ＯＦＦ

〃 ペンション　ノエル 上山市蔵王坊平高原 023-679-2230 夕飯時ワインorりんごジュース

〃 岩清水料理の宿　季の里 山形市蔵王温泉1271-1 023-694-2288 ウェルカムおしるこorコーヒー、食前酒にワイン 夏は「冷ししるこ」

〃 こけしの宿　招仙閣 山形市蔵王温泉22 023-694-9015 朝食時コーヒーサービス

〃 月岡ホテル 上山市新湯1-33 023-672-1212 大人の方にコーヒー券

〃 さくらんぼひがしね温泉のゝか本郷館 東根市温泉町2-1-1 0237-42-1711 東根産ジュース(welcome)＆ドリンク券

〃 葉山館 上山市葉山5-10 023-672-0885 ご宿泊でフルーツ盛り合わせ

〃 ホテル　喜らく 山形市蔵王温泉935-25 023-694-2222 夕飯時グラスワインサービス

〃 ホテルメトロポリタン山形 山形市香澄町1-1-1 023-628-1111
レイトチェックアウト
（通常11:00チェックアウトを13:00まで延長いたします）

〃 蔵王温泉みはらしの宿　故郷 山形市蔵王温泉清水坂890-1 023-694-2355 夕飯時県産ワインorソフトドリンク

〃 山形グランドホテル 山形市本町1-7-42 023-641-2611 宿泊（朝食込）7000円、新聞、飲食店割引・ドリンク券

〃 花明りの宿　月の池 上山市湯町3-10 023-672-2025 夕飯時地元産グラスワイン

〃 堺屋・森のホテル　ヴァルトベルグ 山形市蔵王温泉清水坂889-1 023-694-9300 貸切風呂50%OFF、他 会員の方のみ　in 14:00 out 11:00

〃 日本の宿　古窯 上山市葉山5-20 023-672-5454 宿泊の大人の方に売店500円券
ご予約のときに会員であることをお伝えく
ださい。ホテルで会員証を提示ください

〃 旅館　三恵 上山市葉山4-21 023-672-0804 ロビーにてコーヒーサービス 　

〃 はたごの心　橋本屋 上山市葉山4-15 023-672-0295 夕飯時生ビールorソフトドリンク1杯

〃 彩花亭　時代屋 上山市葉山9-5 023-672-2451 女性のお客様にミニポーチプレゼント

〃 有馬館 上山市新湯6-5 023-672-2511 有料貸切風呂利用料50%OFF 特典は宿泊の人のみとなります

〃 果実の山　あづま屋 上山市新湯1-23 023-672-2222
ウェルカムドリンク＆女性の露天風呂に枡酒＆湯上りに１０
０％ジュース

〃 五感の湯　つるや 山形市蔵王温泉710 023-694-9112 4つの貸切風呂の内1つサービス
特典は土曜、祝前日、お盆、年末年始は
除く

〃 松柏亭　あづま荘 天童市鎌田2-2-1 023-654-4141 手づくりの紅花リップクリーム

〃 ほほえみの宿　滝の湯 天童市鎌田本町1-1-30 023-654-2211 手づくりの紅花リップクリーム

〃 天童ホテル 天童市鎌田本町2-1-3 023-654-5511 手づくりの紅花リップクリーム

〃 天童グランドホテル舞鶴荘 天童市鎌田本町2-4-51 023-653-3111 手づくりの紅花リップクリーム

〃 湯の香　松の湯 天童市鎌田本町2-2-54 023-653-2265 手づくりの紅花リップクリーム

〃 ほほえみの空湯舟 つるや 天童市鎌田本町2-5-14 023-654-2051 手づくりの紅花リップクリーム

〃 栄屋ホテル 天童市鎌田本町2-3-6 023-653-3151 手づくりの紅花リップクリーム

〃 桜桃の花　湯坊　いちらく 天童市鎌田本町2-2-21 023-654-3311 手づくりの紅花リップクリーム

〃 ホテル王将 天童市鎌田本町1-1-14 023-653-3155 手づくりの紅花リップクリーム

〃 雅の宿　花月楼 天童市鎌田１-8-35 023-654-8787 手づくりの紅花リップクリーム

〃 天童荘 天童市鎌田2-2-18 023-653-2033 手づくりの紅花リップクリーム

〃 花の湯ホテル 東根市温泉町1-7-12 0237-42-0050 ウェルカムドリンク＆夕飯時飲物

〃 たびやかた　嵐の湯 東根市温泉町1-9-22 0237-42-0054 フラワースタンドをプレゼントいたします。

〃 能登屋旅館 尾花沢市大字銀山新畑446 0237-28-2327 夕飯時地酒1合orソフトドリンク1本

〃 仙峡の宿　銀山荘 尾花沢市大字銀山新畑85 0237-28-2322 フルーツサービス

〃 古山閣 尾花沢市大字銀山新畑423 0237-28-2039 宿泊料の５％OFF

〃 旅館　仙台屋 西川町大字志津２２ 0237-75-2218 地酒又は地ワイン1杯サービス

〃 昭和館 尾花沢市大字銀山新畑420 0237-28-2151 お抹茶のサービス

〃 Asahi　自然観 西村山郡朝日町白倉745-1 0237-83-7111
清酒銀嶺月山「空気神社」オリジナルラベルワンカップ
（180ml）プレゼント※ホテル・コテージ宿泊の方のみ

〃 ファミリーロッジ旅籠屋　寒河江店 寒河江市寒河江字久保8-1 0237-85-6858 オリジナルミニタオルをプレゼント

〃 ヒュッテハイジ 上山市永野蔵王坊平高原 023-679-2042 通常宿泊料金より5%割引

〃 蔵王ライザウッディロッジ 宿泊代金より５％OFF 023-679-2311 宿泊代金より５％OFF

食べる 炉ばた焼　田舎
山形市香澄町1-10-1
（ホテルサンルート）

023-625-0838 特別なお通し＆会計5％OFF

〃 本格手打ちそば・餅　美登屋 山形市山寺4494-5 023-695-2506 会計50円引き 12月-3月は、土日のみ営業

〃 割烹　飯豊 山形市香澄町3-5-20丸久ビル 023-622-0939
早めのご予約で、コース料理の品数を多くいたします。
十名以上のご予約で、焼酎一本サービスします。

昼は要予約

〃 ふる里の味　やまがた 山形市七日町2-7-34 023-622-9300 会計10%OFF
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分類 店舗名称 住所 ＴＥＬ 特典内容 備考

食べる 日本料理　千歳館 山形市七日町4丁目9-2 023-622-2007 食後にアイスクリーム 含　レストランちとせ

〃 清流庭園・山菜料理　玉貴 西村山郡西川町大字間沢80-1 0237-74-2364 料理１品サービス

〃 山菜料理　出羽屋 西村山郡西川町大字間沢58 0237-74-2323 ソフトドリンクサービス

〃 旬菜四季　ひろぜん
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル24階

023-685-8760 デザートかコーヒーサービス

〃 日本料理　最上亭
山形市香澄町1-1-1
ホテルメトロポリタン山形内

023-628-1188 県産100%ジュースor県産日本酒一杯サービス

〃 石臼挽き手打ちそば　日月庵 山形市城南町2-2-8 023-643-0822 お一人様につき会計100円引き 15:00-17:00は中休み

〃 チェリーランドさがえ 寒河江市八鍬字川原919-8 0237-86-3111 1階レストランにてコーヒーorソフトドリンク お食事をされた方のみとなります

〃 そば打ち処　紅葉庵 寒河江市丸内3-5-7 0237-86-5322 焼酎のそば湯割１杯 特典は車以外の人のみとなります

〃 自然・食　浄心庵 東根市大字関山288-2 0237-44-3238 お食事の方にコーヒーサービス

〃 めん処　大もり家 山形市大字大森402-16 023-687-3739 チャーシューまたは煮玉子サービス

〃 てっぱん屋台　鈴木製作所
ほっとなる横丁内
山形市七日町2-1-14-6

023-666-7604 生ビール半額

〃 七輪焼　もっちゃん 〃 〃 チューハイorサワー　一杯目半額

〃 夢はな 〃 〃 シリコロホルモン　半額

〃 夢はな別館　「元気」 〃 〃 〃

〃 牛若丸 東根市中央2-11-5 0237-42-4129 精算時５％割引

〃 料理・仕出し　青野 東根市大字長瀞4794-18 0237-42-0316 ご宴会の方ウェルカムドリンクサービス ご予約・ご注文はお電話でお願いします

〃 蕎麦処　明烏 東根市大字若木5850-13 0237-47-0378 ライス・食後のコーヒーサービス

〃 蔵王ライザワールドレストラン 上山市蔵王坊平高原 023-679-2311 ソフトドリンク券サービス（会員本人含ご家族）

〃 中国料理　紅花樓
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル24階

023-647-6311 お食事のお客様にコーヒー１杯サービス

〃 （有）壽屋　寿香蔵 東根大字東根甲544 0237-42-0173
隣接の古民家「野守の宿」で試食とお茶のサービス
（３人以上）

あらかじめご予約ください

〃 山形もち処　星野屋 山形市旅篭町1-3-8 023-622-2563 お買い上げ・お召し上がりいただいたお客様に缶飲料進呈

買う 丹野園茶舗 河北町大字溝延535-2 0237-72-3414 お茶、茶道具全品10%OFF

〃 （有）文四郎麩 東根市六田2-2-20 0237-42-0117 店舗での試食、レシピ教授 料理処第1,3月曜休み

〃 株式会社　寿々木 山形市桜田西2-10-17 023-641-5188
全品１０％引き・山ぶどう手提かご購入の方に、
オリジナル帆布ミニバック１枚プレゼント

ご希望者は山ぶどうかごのカタログプレゼ
ント

〃 すくも藍染と紅花染の縫染家 山形市上町3-1-25 023-644-5675 染め体験特別２０％ＯＦＦ 体験は事前予約制

〃 清野りんご園 西村山郡朝日町古槙３６６－１ 0237-67-7359
来園時１００％りんごジュース１本（１ℓ）
プレゼント

〃 丸原鯉屋 寒河江市柴橋662-1 0237-84-2752 お買上げ価格から５％ＯＦＦ
できたては当日のみの販売となるため、ご
予約ください

〃 株式会社　六歌仙 東根市温泉町3-17-7 0237-42-2777
ご来蔵者に、六歌仙のロゴの入ったニコちゃんマークのお猪
口をプレゼントします

その他 財団法人　出羽桜美術館 天童市一日町1-4-1 023-654-5050 入館料10％OFF 入館は16時半まで

〃 古澤酒造資料館 寒河江市丸内3-5-7 0237-86-5322 無料試飲 特典は車以外の人のみとなります

〃 山寺焼　（有）ながせ陶房 山形市大字山寺字川原町4469 023-695-2015 全商品20%OFF（教室代は除く） 1回２０人まで受入れ可能です

〃 月山観光開発株式会社　月山ペアリフト 西村山郡西川町大字間沢59 0237-75-2025 リフト乗車料金5%OFF 夏山開きの間のみ

〃 蔵王中央ロープウェイ 山形市蔵王温泉794 023-694-9420 片道・往復共に10%OFF 特典は大人、子供共通

〃 蔵王ロープウェイ株式会社 山形市蔵王温泉三度川229-3 023-694-9518 1枚で5名まで4区間券が1割引き 特典はカード提示＆用紙サイン要

〃 天然温泉　八百坊 山形市東青田5-1-1 023-624-9800 入浴料１０％ＯＦＦ 年末年始（12/30-1/2）は除く

〃 楽楽レンタカー 西村山郡河北町谷地月山堂664-1 0237-73-3911
会員入会金1,000円を無料
返却時の燃料代リッター5円引（当社併設SSにて）

〃 （株）寒河江自動車学校 寒河江市大字寒河江字久保１番地 0120-4311-39
季節ごとに旬の果物（さくらんぼ・りんご・ラフランス等）のお土
産プレゼント

当校にて免許取得を目指す方に限りま
す。

〃 （株）やまがたさくらんぼファーム 天童市川原子1303 023-657-3211 ちょっぴりプレゼント くだもの狩りをされた方のみとなります

〃 板橋農園 寒河江市本町2-9-32 0237-84-4160
入園料を大人１人（１時間）1,200円→1,000円
　（小人は割引不可）

開園期間は6月初旬から7月はじめまで

〃 丹野さくらんぼ園・（有）丹野商店 東村山郡中山町大字金沢４１ 023-662-2243 さくらんぼ1kg単価5,000円以上お買上げの方１割引き 特典は６月３０日まで

〃 うぐいすの宿　観光果樹園 山形市山寺1973-1533 023-695-2404 各種フルーツ狩り入園料100円引き（１グループ3名様まで）
各フルーツ狩りの期間・詳細はお問い合わ
せくださ

〃 広果園 東根市羽入東2-35 0237-47-1357 旬のものをちょっぴりプレゼント

〃 安達農園　第一直売所 東根市大字関山332-1 0237-44-1231 １００％ジュースサービス

〃 安達農園　第二直売所 東根市大字野川1257 0237-44-2050 １００％ジュースサービス
時期に合わせてさくらんぼ、もも、ぶどう、
ラ・フランス、りんごあり

〃 安達農園　農家百人の直売 東根市大字元原方1460 0237-44-2588 １００％ジュースサービス

〃 たきぐち果樹園 東根市野川2459 0237-44-1957 入園料３００円割引

〃 須藤写真館 東根市温泉町1-8-22 0237-43-4360 全品５％引き
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