
山形市プレミアム観光券　利用可能店舗一覧（R3.7.2６更新）

店舗名 住所 電話番号 店舗カテゴリ

ホテル　ルーセントタカミヤ 山形市蔵王温泉942 023-694-9135 宿泊施設

タカミヤヴィレッジ　ホテル樹林 山形市蔵王温泉上ノ台814 023-694-9511 宿泊施設

たかみや瑠璃倶楽リゾート 山形市蔵王温泉三度川1118-7 023-694-2520 宿泊施設

ホテル　ハモンドたかみや 山形市蔵王温泉上ノ代94-1 023-694-2121 宿泊施設

Forest inn SANGORO 山形市蔵王温泉１８ 023-694-9330 宿泊施設

ＺＡＯセンタープラザ 山形市蔵王温泉903-2 0236949251 宿泊施設

ル・ベール蔵王 山形市蔵王温泉878-5 0236949351 宿泊施設

ペンションぷうたろう 山形市蔵王温泉-934-26 023-694-9872 宿泊施設

名湯舎　創 山形市蔵王温泉48 023-666-6531 宿泊施設

深山荘　高見屋 山形市蔵王温泉54 023-694-9333 宿泊施設

蔵王国際ホテル 山形市蔵王温泉933 0236942111 宿泊施設

蔵王四季のホテル 山形市蔵王温泉1272 0236931211 宿泊施設

おおみや旅館 山形市蔵王温泉46 0236942112 宿泊施設

ホテル松金屋アネックス 山形市蔵王温泉１２６７－１６ 023-694-9706 宿泊施設

蔵王温泉みはらしの宿「故郷」 山形市蔵王温泉清水坂890の1 023-694-2355 宿泊施設

蔵王つららぎの宿　花ゆらん 山形市蔵王温泉878-12 023-694-9200 宿泊施設

和歌（うた）の宿　わかまつや 山形市蔵王温泉951-1 023-694-9525 宿泊施設

えびや旅館 山形市蔵王温泉3 023-694-9011 宿泊施設

プチリゾートホテル　デァ ヴェルテ 山形市蔵王温泉808-5 023-694-2225 宿泊施設

ホテルオークヒル 山形市蔵王温泉13番地 023-694-2110 宿泊施設

岩清水料理の宿　季の里 山形市蔵王温泉1271-1 023-694-2288 宿泊施設

ロッヂスガノ 山形市蔵王温泉878-25 023-694-9355 宿泊施設

堺屋森のホテル ヴァルトベルク 山形市蔵王温泉清水坂889-1 023-694-9300 宿泊施設

最上高湯　善七乃湯 山形市蔵王温泉825 023-694-9422 宿泊施設

旅館　湯の宿　伊藤屋 山形市蔵王温泉21 023-694-9027 宿泊施設

源泉湯宿　蔵王プラザホテル 山形市蔵王温泉2 023-694-9111 宿泊施設

五感の湯　つるや 山形市蔵王温泉710 023-694-9112 宿泊施設

国民宿舎竜山荘 山形市緑町三丁目１８番１２号 023-694-9457 宿泊施設

高砂屋旅館 山形市蔵王温泉２３ 023-694-9026 宿泊施設

川井スキーハウス 山形市蔵王温泉上の台73 023-694-9130 宿泊施設

ロッジスコーレ Lodge Scole 山形市蔵王温泉746 023-694-9320 宿泊施設

ロッジ　クリスマスローズ　ZAO 山形市蔵王温泉826 023-694-9533 宿泊施設

蔵王アストリアホテル 山形市蔵王温泉字横倉外5国有林236林班 023-694-9603 宿泊施設

蔵王温泉　すゞのや 山形市蔵王温泉6番地 023-694-9133 宿泊施設

ペンションぼくのうち 山形市蔵王温泉904 023-694-9542 宿泊施設

ホテル・ラルジャン 山形市蔵王温泉中森877-18 023-694-2011 宿泊施設

ロッヂちとせや 山形市蔵王温泉954 023-694-9145 宿泊施設

吉田屋旅館 山形市蔵王温泉１３ 023-694-9223 宿泊施設

高砂屋本館 山形市大字山寺4405 023-695-2121 宿泊施設

ホテルメトロポリタン山形 山形市香澄町1-1-1 023-628-1111 宿泊施設

ホテルアーバングレイスグラン 山形市香澄町1丁目18-12 023-625-1414 宿泊施設

ホテルルートイン山形駅前 山形市双葉町1-3-1 023-647-1050 宿泊施設

ホテルキャッスル 山形市十日町4-2-7 023-631-3311 宿泊施設

ホテルアルファーワン山形 山形市十日町2-4-4 023-622-2000 宿泊施設

アパホテル〈山形駅前大通〉 山形市十日町4-1-8 023-633-9111 宿泊施設

コンフォートホテル山形 山形市香澄町1丁目3-12 023-615-4122 宿泊施設

ビジネスホテルおかざわ 山形市香澄町1-14-13 0236331616 宿泊施設

ソーレインホテルズ 山形市幸町1-1 023-642-2111 宿泊施設

ホテルニューマーブル 山形市香澄町3-1-28 0236249521 宿泊施設

山形駅西口ワシントンホテル 山形市城南町１丁目１－１霞城セントラル24階 023-647-1111 宿泊施設

ホテルリモージュ 山形市十日町1-1-35 023-625-1133 宿泊施設

山形国際ホテル 山形市香澄町三丁目4番5号 023-633-1313 宿泊施設

リッチモンドホテル山形駅前 山形市双葉町1-3-11 023-647-6277 宿泊施設

東横イン山形駅西口 山形市城南町一丁目18番13号 023-644-1045 宿泊施設

ホテルグリーントーホク 山形市十日町一丁目8-9 023-633-6271 宿泊施設

ホテルステイイン七日町 山形市七日町2-7-10 023-641-1111 宿泊施設

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 宿泊施設

山形グランドホテル 山形市本町1-7-42 023-641-2611 宿泊施設

黒沢温泉喜三郎 山形市黒沢３１９－１ 023-688-5885 宿泊施設

一陽館 山形市黒沢253-1 023-688-4492 宿泊施設

悠湯の郷ゆさ 山形市黒沢319-2 023-688-4411 宿泊施設

ヒルズサンピア山形 山形市蔵王飯田637 023-631-1555 宿泊施設

ホテルルートイン山形南-大学病院前- 山形市飯田西1-1-11 050-5576-8200 宿泊施設

1 ページ



山形市プレミアム観光券　利用可能店舗一覧（R3.7.2６更新）

蔵王温泉　源七露天の湯 山形市蔵王温泉荒敷８６２－１ 023-693-0268 観光施設

蔵王ベースセンタージュピア 山形市蔵王温泉18番地 023-694-9417 観光施設

蔵王温泉大露天風呂 山形市蔵王温泉荒敷853ー3 023-694-9417 観光施設

湯の花茶屋　新左衛門の湯 (お湯処） 山形市蔵王温泉川前９０５ 023-693-1212 観光施設

歴史と文化の美術館　わらべの里 山形市蔵王温泉童子平1138 023-693-0093 観光施設

蔵王カントリークラブ 山形市蔵王上野2842-1 023-688-7777 観光施設

うぐいすの宿観光果樹園 山形市山寺1973-1533 023-695-2404 観光施設

山寺芭蕉記念館 山形市山寺南院4223 023-695-2221 観光施設

山寺 後藤美術館 山形市山寺2982-3 023-695-2010 観光施設

ヤマコーボウル 山形市香澄町3-2-1 023-631-2511 観光施設

おもてなし山形株式会社 山形市本町2丁目4-3本町ビル3階 023-631-9522 観光施設

平清水焼　七右エ門窯 山形市平清水１５３ 023-642-7777 観光施設

お食事処・お泊り処・お湯処　ろばた 山形市蔵王温泉字川原４２番地５ 023-694-9565 飲食店

喜らく寿し 山形市蔵王温泉954-7 023-694-9879 飲食店

しばママのお店 山形市蔵王温泉939-3 023-694-9080 飲食店

山口もちや 山形市蔵王上野1649 023-688-2655 飲食店

山形酒のミュージアム＆湯けむり屋台つまみ 山形市蔵王温泉951 023-694-9052 飲食店

どさん娘　民宿蔵王のいえ 山形市蔵王温泉904-4 0236949093 飲食店

湯の花茶屋　新左衛門の湯（お食事処） 山形市蔵王温泉川前９０５ 023-693-1212 飲食店

本格手打ちそば ぼた餅 美登屋 山形市山寺4494-5 023-695-2506 飲食店

ふもとや本店 山形市山寺4429 0236952214 飲食店

ふもとや登山口店 山形市山寺4439 0236952351 飲食店

お休処　対面石 山形市山寺4411 023-695-2116 飲食店

めん処　山崎屋 山形市山寺4494-8 023-695-2301 飲食店

そば処　常力坊 山形市山寺4424 023-695-2805 飲食店

楽水庵いずみや 山形市山寺4417 023-695-2524 飲食店

まいどや食堂 山形市山寺4430 0236952951 飲食店

ますや 山形市山寺4314-2 023-695-2266 飲食店

信敬坊 山形市大字山寺4435 023-695-2446 飲食店

瀧不動生そば 山形市山寺4359 023-695-2039 飲食店

紅の蔵　そば処郷土料理紅山水 山形市十日町2-1-8 023-679-5102 飲食店

紅の蔵　Café&Dining　990 山形市十日町2-1-8 023-679-5103 飲食店

ブルーマーケット　本店 山形市香澄町1-6-5第二白樺ビル2階 023-633-1418 飲食店

日本料理・鉄板焼「最上亭」 山形市香澄町1-1-1 023-628-1188 飲食店

ブラッスリー＆バー　ラ ガレ 山形市香澄町1-1-1 023-628-1188 飲食店

山形牛ステーキ＆焼肉かかし 山形市香澄町1-16-34東口交通センター2階 023-625-2989 飲食店

米沢牛の案山子 山形市香澄町1-16-34東口交通センター2階 023-687-0291 飲食店

和風肉料理佐五郎 山形市香澄町1-6-10 0236313560 飲食店

ステーキ・アロワイヨー 山形市香澄町2丁目5番1号２F 023-623-2811 飲食店

味の店スズラン 山形市香澄町2-10-5 0236422911 飲食店

そば処庄司屋　幸町本店 山形市幸町14-28 023-622-1380 飲食店

中国料理　紅花樓 山形市城南町１丁目１－１霞城セントラル24Ｆ 023-647-6311 飲食店

いのこ家 山形田 山形市城南町１丁目１－１ 023-647-0655 飲食店

焼肉酒場 匡泉 山形市十日町4-2-1 0236666654 飲食店

続おそばに 山形市幸町５－２０ 023-633-3451 飲食店

おやつ屋さん 山形市城南町2-6-16 023-646-1344 飲食店

伊・食・旬　Igatta 山形市五日町10-25 023-646-5376 飲食店

焼肉くろげ 山形市香澄町1-5-10 023-623-8929 飲食店

山交ビルフーズガーデン 山形市香澄町3-2-1 023-632-1313 飲食店

丸十大屋直営店　蔵膳屋 山形市十日町三丁目10-1 023-632-1122 飲食店

酒菜一山形本店 山形市香澄町1-7-7 0236410255 飲食店

割烹　飯豊 山形市香澄町3-5-20 023-622-0939 飲食店

宝来寿司 山形市香澄町1-9-5 023-622-6507 飲食店

山形国際ホテル　グロリアス 山形市香澄町三丁目4-5 023-633-1313 飲食店

寿司・割烹 三桝 山形市七日町二丁目三番七号 023-632-1252 飲食店

浜なす　分店 山形市七日町4-6-7 0236320919 飲食店

そば処庄司屋　御殿堰七日町店 山形市七日町2-7-6 023-673-9639 飲食店

千歳館 山形市七日町4-9-2 023-622-2007 飲食店

料亭　四山楼 山形市七日町2-6-4 023-622-0043 飲食店

金澤屋牛肉店（飲食店） 山形市七日町三丁目4-16 023-631-2106 飲食店

鰻・郷土料理　あげつま 山形市緑町３－７－４８ 023-631-2738 飲食店

御料理白ぎく 山形市七日町4-5-5 09029826351 飲食店

三十三間堂 山形市七日町1-4-31 023-625-1111 飲食店

味の園 山形市旅篭町一丁目8-11 023-624-1344 飲食店
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染太 山形市七日町3-3-36 023-632-0040 飲食店

栄屋本店 山形市本町二丁目3-21 023-623-0766 飲食店

十一屋　本店レストラン 山形市七日町1-4-32　2F 023-622-0011 飲食店

めん僮楽 山形市浜崎77-1 023-632-1663 飲食店

山形一寸亭 山形市薬師町2-17-2 023-631-2910 飲食店

酒田ラーメン花鳥風月　山形北町店 山形市北町3-11-22 023-684-7700 飲食店

カフェレストラン　グランロック 山形市芳野27番地 023-631-4169 飲食店

そば処　寿ゞ㐂総本店 山形市宮町5-9-8 023-622-5636 飲食店

そば屋惣右ェ門 山形市早乙女1 0236330055 飲食店

そば処 一休庵 山形市下条町2丁目4-25 023-645-1881 飲食店

料亭　亀松閣 山形市薬師町二丁目8-81 023-631-3644 飲食店

カスカワスポーツ蔵王レストハウス 山形市南原町2-11-1 023-642-0022 飲食店

山形の肉そば屋 山形市富の中4-1-21 023-679-3808 飲食店

畑のごちそう　ナチュラルカフェ 山形市松波四丁目10-15 023-633-7776 飲食店

山形チャイニーズ香琳 山形市荒楯町一丁目17-40　パレスグランデール内 023-616-3013 飲食店

レストラン　コンフェッティ 山形市荒楯町一丁目17-40　パレスグランデール内 023-616-7889 飲食店

そば処　つる福 山形市南栄町3-9-25 023-674-0029 飲食店

鳥縁 山形市松見町20-10 023-624-6767 飲食店

十一屋　桜田レストラン 山形市桜田東2-13-22 023-633-0011 飲食店

花鳥風月　山形南店 山形市若宮4-4-26 023-616-7887 飲食店

ローソン山形蔵王温泉店 山形市蔵王温泉川前904 023-694-9542 土産物店

ぐっと山形 山形市表蔵王68番地 0236885500 土産物店

老舗長榮堂 ぐっと山形店 山形市表蔵王６８ 023-666-7725 土産物店

山形の地酒　伊東与三郎商店 山形市蔵王温泉32番地 0236949336 土産物店

楢下宿　丹野こんにゃく　ぐっと山形店 山形市表蔵王68 0236885500 土産物店

湯の花茶屋　新左衛門の湯　(お土産処） 山形市蔵王温泉川前９０５ 023-693-1212 土産物店

Zao Onsen 湯旅屋 高湯堂 山形市蔵王温泉19 080-3190-0019 土産物店

蔵王銘品館能登屋 山形市蔵王温泉934-24 0236930123 土産物店

よねや百貨店 山形市蔵王温泉973-2 0236930527 土産物店

蔵王おみやげセンター　まるしち 山形市蔵王温泉955-9 023-694-9502 土産物店

雪ぐら 山形市蔵王温泉川前904ー3 023-694-9218 土産物店

緑屋 山形市蔵王温泉４２ 023-694-9316 土産物店

シベール ファクトリーメゾン 山形市蔵王松ケ丘2-1-3 023-689-1136 土産物店

山寺焼・ながせ陶房 山形市山寺字川原町4469 023-695-2015 土産物店

風雅山寺 山形市大字山寺字川原町4426-2 023-666-6036 土産物店

門前cafe 山形市山寺4427 090-8922-8086 土産物店

えんどう本店 山形市山寺4284 023-695-2126 土産物店

えんどう支店 山形市山寺4415 023-695-2512 土産物店

商正堂 山形市山寺4437 023-695-2048 土産物店

万蔵 山形市山寺4284 023-695-2128 土産物店

山寺　ほりかわ 山形市山寺4437-1 023-695-2752 土産物店

佐藤屋　本店 山形市十日町3-10-36 023-622-3108 土産物店

佐藤屋　エスパル店 山形市香澄町1-1-1エスパル山形2F 023-628-1230 土産物店

老舗長榮堂 エスパル山形店 山形市香澄町１－１－１ 023-666-6506 土産物店

尚美堂　エスパル山形店 山形市香澄町1-1-1 023-628-1232 土産物店

杵屋本店　エスパル山形店 山形市香澄町１丁目１－１　S－PAL山形　2F 023-628-1214 土産物店

紅の蔵　おみやげ処あがらっしゃい 山形市十日町2-1-8 023-679-5104 土産物店

ふるさと銘酒館　ひのきの里 山形市香澄町１－１－１　エスパル山形店2F 023-628-1215 土産物店

せと藤 諏訪町 １丁目１-58 0236240923 土産物店

佐藤屋　七日町店 山形市七日町1-2-35PINUSビル 023-622-2433 土産物店

尚美堂　旭銀座店 山形市七日町2-7-18 023-622-3947 土産物店

松風屋 山形市七日町四丁目3-11 023-631-3012 土産物店

金澤屋牛肉店（精肉店） 山形市七日町三丁目4-16 023-631-2106 土産物店

十一屋　七日町本店 山形市七日町1-4-32 023-622-0011 土産物店

しべーる+カフェ 山形市本町1-7-30 023-634-0039 土産物店

山形養蜂場 山形市落合町144 023-642-8311 土産物店

ヤマコン食品 山形市漆山字梅ノ木2015 023-687-2223 土産物店

佐藤屋　北店 山形市馬見ケ崎2-10-18 023-681-3108 土産物店

老舗長榮堂 本店 山形市印役町１－２－３２ 023-622-5556 土産物店

直売店はぐろ庵 山形市北町1丁目3-24 023-682-8960 土産物店

寿虎屋酒造直売所 山形市中里字北田93-1 023-687-2626 土産物店

杵屋本店　西田店 山形市西田１丁目２－１０ 023-644-3092 土産物店

杵屋本店　寿町店 山形市荒楯町１丁目３－１８ 023-623-8380 土産物店

杵屋本店　鈴川店 山形市鈴川町３丁目３－１６ 023-642-8017 土産物店
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もとさかや酒店 山形市双月町3-6-30 023-622-9813 土産物店

十一屋　ひのき町店 山形市桧町4-1-24 023-681-0011 土産物店

シベールの杜 北店 山形市馬見ケ崎1-21-23 023-681-8139 土産物店

シベール 西店 山形市清住町3-1-30 023-645-3311 土産物店

浅野商店 山形市小立4-13-72 023-622-4783 土産物店

佐藤屋　東原店 山形市東原町4-13-21 023-623-6359 土産物店

草木染工房　瓶屋 山形市平清水151番地 023-625-7736 土産物店

楢下宿　丹野こんにゃく　山形蔵王インター前店 山形市松波3-8-10 0236871117 土産物店

杵屋本店　東青田店 山形市東青田4-1-40 023-622-4480 土産物店

杵屋本店　南舘店 山形市南館3-1-34 023-645-7333 土産物店

杵屋本店　蔵王インター店 山形市松波３丁目８－２８ 023-632-3030 土産物店

庄司久仁蔵商店　山形マルヤマ醤油・みそ 山形市東原町1-6-2 023-623-0061 土産物店

青龍窯 山形市平清水50-1 023-631-2828 土産物店

十一屋　桜田アベニュー店 山形市桜田東2-13-22 023-633-0011 土産物店

シベール 東店 山形市あこや町2-2-32 023-623-7041 土産物店

共通乗車券　蔵王スカイケーブル上の台駅 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

共通乗車券　蔵王ベースセンタージュピア 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

共通乗車券　サンライズリフト 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

共通乗車券　蔵王中央ロープウェイ温泉駅 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

共通乗車券　中央リフト 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

共通乗車券　蔵王中央ロープウェイ山麓駅 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

共通乗車券　アストリア第一リフト 山形市蔵王温泉土合７０９－１ 0236949617 交通事業者

蔵王ロープウェイ　蔵王山麓駅 山形市蔵王温泉229-3 023-694-9518 交通事業者

蔵王中央ロープウェイ 山形市蔵王温泉940-1 023-694-9168 交通事業者

トヨタレンタカー　山形駅前店 山形市香澄町3-1-1 023-625-0100 交通事業者

トヨタレンタカー　山形駅西口店 山形市双葉町1-3-11 023-607-1100 交通事業者

駅レンタカー山形営業所 山形市双葉町1丁目１－１ 023-646-6322 交通事業者

トヨタレンタカー　北山形駅前店 山形市北山形２-１-9 023-647-0100 交通事業者

山寺観光タクシー 山形市落合町316-1 023-633-1333 交通事業者

観光タクシー株式会社 山形市上山家町字日月山１９８２番７ 023-622-5335 交通事業者

株式会社山形タクシー 山形市落合町170番地 0236254666 交通事業者

相互タクシー株式会社 山形市錦町15-27 023-624-1212 交通事業者

山交ハイヤー株式会社 山形市桧町2-6-1 023-684-1515 交通事業者

トヨタレンタカー　鉄砲町店 山形市鉄砲町2-14-7 023-624-0100 交通事業者

日産レンタカー山形 山形市鉄砲町3-5-20 023-622-0335 交通事業者

第一タクシー株式会社本社営業所 山形市南四番町2-18 023-623-6491 交通事業者

平成タクシー株式会社 山形市中桜田2-6-22 023-615-1311 交通事業者

八千代交通株式会社本社営業所 山形市南栄町2-11-21 0236225963 交通事業者
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