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鶴岡市羽黒町松ケ岡156-2 飲食・物販5％OFF グランドエル・サン内 鶴岡市昭和町12-23
0235-26-7807 （酒類・送料は除く) 0235-24-4639 飲食、ｹｰｷ5％OFF 0235-22-1223 飲食5％OFF

鶴岡市安丹丁6 だだちゃ豆の地方発送 鶴岡市本町二丁目13-27 鶴岡市伊勢原町2-1 平日、麺類に限り 鶴岡市末広町11-9
0235-22-5232 ・取扱い品5％OFF 0235-22-0969 果物8％OFF 0235-23-2886 100円引き 0235-24-3701 全商品5％OFF(店内のみ)

鶴岡市千石町3-2 鶴岡市本町三丁目3-22 鶴岡市本町一丁目7-28 鶴岡市大東町22-45
0235-25-0773 セットもの100円引き 0235-22-1414 5％サービス(仕入商品除) 0235-22-1911　0120-371-991 店内飲食5％ＯＦＦ 0235-22-1226 全商品5％ＯＦＦ

鶴岡市大山二丁目18-5 精米お持ち帰りの方 鶴岡市山王町9-25 記載の直営店のみ 鶴岡市末広町8-34 記載の直営店のみ 鶴岡市ほなみ町9-36 記載の直営店のみ
0235-33-1123 8％引き 0235-22-4530 　3,000円以上　5％ＯＦＦ 0235-24-8696 　3,000円以上　5％ＯＦＦ 0235-25-7395 　3,000円以上　5％ＯＦＦ

鶴岡市のぞみ町8-45 記載の直営店のみ 鶴岡市千石町7-37 鶴岡市東原町1-20 鶴岡市西荒屋字杉下63
0235-25-8122 　3,000円以上　5％ＯＦＦ 0235-22-0850 全商品5％OFF 0235-29-0228 グラスワイン1杯サービス 0235-57-2313 粗品進呈

鶴岡市昭和町8-48 慶弔用果物篭及び地方発送用 鶴岡市本町二丁目16-5 店内飲食5％OFF 鶴岡市羽黒町字黒瀬263 鶴岡市白山字西野214-1 準日本一のコシヒカリ
0235-22-1737 果物に限り5％OFF 0235-22-0236　0120-350-236 (宴会は飲物のみ5％OFF) 0235-62-3313 平日5％OFF 0235-25-2750 　おかわり自由

鶴岡市苗津4-12 鶴岡市上畑町10-1 鶴岡市伊勢原町20-32 鶴岡市藤浪四丁目106-3
0235-24-3680 500円毎に20円引き 0235-22-5227 全商品5％OFF 0235-22-3659 ソフトクリーム半額 0235-78-3168 粗品進呈

鶴岡市陽光町1-7 鶴岡市本町一丁目8-27 鶴岡市大山二丁目43-5 店頭の自家製品に限り 鶴岡市日吉町9-27
0235-22-2296 果物1000円以上で5％OFF 0235-22-0281 全商品5％OFF 0235-33-2130 5％引き 0235-22-0143 スタンプ２倍

鶴岡市民田字十二前96 鶴岡市千石町3-5 鶴岡市美咲町23-8 3％OFF 鶴岡市稲生一丁目17-34 麺類100円引き
0235-22-7580 粗品進呈 0235-24-8281 一品サービス 0235-22-0759 (他サービスとの併用不可) 0235-23-6259 (他サービスとの併用不可)

鶴岡市中田字追分80-1 鶴岡市昭和町10-7 鶴岡市西荒屋字杉下58 鶴岡市美原町9-26
0235-57-4486 5％OFF 0235-22-1128 弁当、お惣菜5％OFF 0235-57-2051 仕出し料理5％OFF 0235-24-1141 アイスクリームサービス

鶴岡市末広町15-19 ﾏﾘｶ駐車場ﾋﾞﾙ1F <金土祝祭日前日以外>ｶｸﾃﾙ・ 鶴岡市青柳町15-16 鶴岡市神明町12-41 鶴岡市三千刈字藤掛195
0235-24-9600 ﾜｲﾝ･ﾋﾞｰﾙのいずれかﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ 0235-23-4451 スタンプ50個にて500円OFF 0235-23-6349 5％OFF 0235-57-2965 発送運賃を格安サービス

鶴岡市美咲町6-11 和・洋食小宴会 鶴岡市下川字龍花崎36-414 龍鳳ポイントカード
0235-22-0557 気軽にどうぞ! 0235-76-3617 2倍サービス

鶴岡市丸岡字町の内308-3 鶴岡市西新斎町8-17 鶴岡市羽黒町狩谷野目字村東75-3 代車サービス　お待たせしません

0235-78-7303 粗品進呈 0235-22-1835 工賃10％OFF 0235-62-2918 /工賃10％OFF

鶴岡市宝田二丁目1-46 オイル交換、 鶴岡市宝町19-2 鶴岡市東原町24-10 鶴岡市大山字上柳原23-1 車両板金・塗装・車検
0235-22-6008 車検代行手数料5％OFF 0235-22-6281 修理工賃10％OFF 0235-25-2725 オイル交換特別価格 0235-33-4321 ・整備料金5％OFF

鶴岡市下名川字落合6 鶴岡市日出一丁目3-39 鶴岡市宝田三丁目2-15 鶴岡市道形町34-40
0235-53-2121 板金・塗装工賃10％OFF 080-2811-9792 全商品5％OFF 0235-23-1425 工賃5％OFF 0235-24-2624 5％OFF

鶴岡市みどり町18-18 整備料金5％OFF/ 鶴岡市道形町20-23 鶴岡市幕野内道下10 車両板金・塗装・車検・ 鶴岡市錦町3-38 洗車・タイヤ交換・
0235-22-2328 修理期間、代車無料貸出し 0235-25-8490 さくらレンタカー5％OFF 0235-64-2447 整備、工賃5％OFF 0235-24-3880 オイル交換20％ＯＦＦ

鶴岡市日和田町20-48 鶴岡市宝田二丁目4-58 車部品購入5％ＯＦＦ 鶴岡市錦町4-35 車部品購入5％ＯＦＦ 酒田市北浜町2-89 車部品購入5％ＯＦＦ
0235-25-1911 入所金10％ＯＦＦ 0235-24-5155 整備工賃10％ＯＦＦ 0235-22-0727 整備工賃10％ＯＦＦ 0234-33-2270 整備工賃10％ＯＦＦ

鶴岡市湯温海字嶽之腰47-1 車部品購入5％ＯＦＦ 鶴岡市錦町2-60 会員向けのお得なツアーを 鶴岡市西新斎町11-22 技能教習オーバー料金 鶴岡市宝田一丁目9-26
0235-43-3225 整備工賃10％ＯＦＦ 0235-24-2550 ご案内します(不定期) 0235-22-0370 無料サービス（15,750円相当分） 0235-28-1601 工賃10％OFF

鶴岡市日枝字鳥居上19 鶴岡市日枝字鳥居上43-2 バス・ジャンボハイヤー 鶴岡市上田沢字中明10-1 鶴岡市新形町27-5 メンバーズカード押印の増印

0235-22-2593 工賃5％ＯＦＦ 0235-22-7733 利用にて１０％ＯＦＦ 0235-55-2017 工賃5％ＯＦＦ 0235-28-1355 (￥500～￥1,000)

鶴岡市西新斎町6-34 鶴岡市みどり町18-18 賃貸料5％ＯＦＦ 鶴岡市宝田三丁目19-11 車両板金塗装 鶴岡市末広町8-31 レンタカー利用5％ＯＦＦ
0235-22-6200 クオカードﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 0235-24-2939 /車両免責優遇有り 0235-23-8383 整備料金5％ＯＦＦ 0235-28-0100

鶴岡市宝田二丁目9-55 ガソリン・軽油 鶴岡市羽黒町狩谷野目字南川原54 鶴岡市羽黒町市野山字山王林100 鶴岡市文下字沼田69-2
0235-23-2380 　特別会員価格 0235-62-2378 工賃10％ＯＦＦ 0235-62-2652 車検　修理工賃５％サービス 0235-22-2343 洗車・作業工賃10％OFF

鶴岡市大東町14-12 洗車・オイル交換特別価格 鶴岡市下山添字茶屋川原12 鶴岡市双葉町5-22 ポイントカードにて
0235-22-0013 /油外商品割引します 0235-57-4540 板金・塗装工賃10％ＯＦＦ 0235-25-1643 増印サービス

鶴岡市切添町19-25 鶴岡市美原町28-44 全メニュー5％ＯＦＦ 鶴岡市日枝字小真木原89-6 会員様平日限定顔そり
0235-24-9721 エステ施工料金10％ＯＦＦ 0235-22-6444 (着付を除く) 0235-64-8803 +炭酸ﾌｪｲｽｽﾊﾟ \2,160-

鶴岡市みどり町10-15 鶴岡市神明町1-39 ｶｰﾄﾞ提示のお客様 鶴岡市藤島字川向51-5 鶴岡市本町一丁目5-16
0235-24-4665 技術料5％ＯＦＦ 0235-22-8106 5％のポイント付与 0235-64-2251 全メニュー5％OFF 0235-22-1120

鶴岡市伊勢原町8-14 鶴岡市文園町5-1 鶴岡市大部町24-11 技術料5％OFF 鶴岡市水沢字楯ノ下138-4 ブライダルエステ
080-1833-6484 フェイスマスクパックサービス 0235-23-6338 全メニュー(技術料)10％OFF 0235-23-7788 （他の割引券との併用不可） 0235-38-5422 お顔剃り5％OFF

鶴岡市藤島字笹花44-12 5％OFF 鶴岡市朝暘町32-10 5％OFF 鶴岡市千石町1-14 鶴岡市伊勢原町8-1
0235-64-3822 (他のサービスとの併用不可) 0235-22-1516 (他のサービスとの併用不可) 0235-22-2256 施術料5％OFF 0235-25-8899 技術料5％OFF

鶴岡市本町一丁目7-40 エステ半額 鶴岡市千石町2-1 鶴岡市外内島字明神川原227 鶴岡市東岩本字沖田90
0235-22-0818 (お一人様1回限り) 0235-23-8866 5％OFF 0235-22-9239 店内商品5％OFF 0235-53-2352 5％OFF

鶴岡市羽黒町希望ヶ丘296-4 鶴岡市美咲町18-23 店内技術料の5％OFF 鶴岡市本町一丁目8-36 鶴岡市大西町19-24 男性調髪の方・女性顔剃りの方

0235-62-4617 平日のみ技術料5％OFF 0235-23-9463 （他の割引との併用不可） 0235-64-1541 ヘアトリートメントサービス 0235-22-3687 酸素ﾊﾟｯｸ(800円相当)施術致します

【鶴岡市　食事処・食品販売】　
ピノ・コッリーナ ファームガーデン＆ワイナリー松ケ岡 CAFE&DINING EASTｲｰｽﾄ　(ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ) 日本料理　蔵屋敷　LUNA

安丹だだちゃ農場 旬の果物・野菜　泉屋商店 お食事処　いせはら うなぎ若林

うめどん庵 ㈲遠州屋 扇寿司 お茶と茶道具　尾川園

奥田米屋 ㈲木村屋　本店 ㈲木村屋　花梨店 ㈲木村屋　鶴岡南店

㈲木村屋　望店 ㈲廣盛堂 パブれすとらん　コロニー 佐久間利兵ェ観光農園

佐藤青果物店 寿司処三幸 手打ちそば　しげ庵 壽楽

そば処　菅沼 住吉屋菓子舗 味三昧　清源坊 手打ちそば　草介

高橋青果店 滝川蒲鉾店 菓子舗　玉屋 ㈱長南牛肉店

㈲鶴岡共同ファーム 天ぷらしず　うどん・そば店 とがし肉屋　鶴岡店 中華料理　桃園(小真木原店)

中華料理　なるみ 早坂食品 ㈲原田食品 キッチン　futaba

葡萄酒蔵(ぶどうさかぐら) 野菜・果物・盛花・惣菜　やおせん 焼鳥づぼら本店 安野りんご園

御食事処　ゆう和 ㈲龍鳳

【鶴岡市　車両・レンタカー】
アールエス観光バス 旭車両整備㈱ 事故車・保険修理　阿部板金塗装

㈱石井自動車整備工場 石川ボデー オートスタジアム ㈲大山ボデー

落合自動車㈱ カースタイリスト ㈲共栄オート商会 ㈲河野運送

斎喜自動車工業所　車両板金・塗装・車検 ㈲さくらレンタカー ㈲佐藤自動車 庄交オイル

庄交学園自動車教習所 ㈱庄交ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　庄交サービス　小型車総合ｾﾝﾀｰ ㈱庄交ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　庄交サービス　鶴岡工場 ㈱庄交ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　庄交サービス　酒田工場

㈱庄交ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　庄交サービス　温海工場 庄交トラベル セーフティ　ドライビングアカデミー鶴岡 ㈱タイヤ館鶴岡

㈱大洋モータース 大和交通㈱ 長南モータース つばさ代行社

鶴岡自動車学園 ㈲富樫鈑金塗装 ㈱トヨタレンタリース　山形鶴岡駅前店

新潟サンリン㈱　ライフエイド宝田 羽黒自動車整備工場 羽黒モータース ヤマリョー㈱庄内支店　鶴岡道形SS・鶴岡南SS・鶴岡西SS

㈱山喜 ヤグチボデー ヤマト代行

【鶴岡市　美容・エステ】
ヴィーナスビューティー エース美容室 es hair work（ｴｽﾍｱｰﾜｰｸ)

美容室　かぐや姫 かほる美容室 Mellow　Hair　Lounge　 かもじや化粧品店

ヘアサロン Key-ty　(ｹｲﾃｨ)＆そり庵 ザ・とこや 美容室　サニーサラダ 髪工房 SALA

サロンドJOY 藤島店（本店） ヘアーサロン　full fill フルフィル　鶴岡店 サロン・ド・ローズマリー カットショップ　シダ

粧苑中央 美容室Jouer ジュエ 美容室　Jona meel 富樫理容所

ぱあま家與四兵衛 美容室ひでこ beautylabo nico 理容　フリズール・K

㈲鶴岡レンタ 29人乗ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ･10人乗り乗用車･普

＊酒田店・鶴岡駅前店・庄内空港ｶｳﾝﾀｰのみ

通常料金1296円のところ

特別料金1080円で座った

まま15分エステサービス要予



鶴岡市美原町17-15 鶴岡市山田油田144-10 鶴岡市淀川町12-48 鶴岡市桜新町12-5
0235-23-8677 5％OFF 0235-33-3007 技術料5％OFF 0235-23-3280 平日に限り10％OFF 0235-22-8176 技術料5％OFF

鶴岡市みどり町22-39-2 鶴岡市美原町22-6 鶴岡市八ﾂ興屋土谷俣55-3 鶴岡市上畑町7-43
0235-22-8622 全メニュー5％OFF 0235-24-7524 会員様粗品進呈 0235-24-7503 会員様 5分延長券進呈 0235-23-1381 技術料5％OFF

鶴岡市日吉町3-4 全店技術料金 鶴岡市本町一丁目4-12 全メニュー5％OFF 鶴岡市藤島字村前1-2 鶴岡市小淀川字谷地田64-1

0235-24-8701 5％OFF(店販以外) 0235-22-6436 (店販以外) 0235-64-2200 全メニュー5％OFF 0235-23-3002 どろパックサービス

鶴岡市西新斎町12-17 鶴岡市本町二丁目5-15 鍼灸治療初診料 鶴岡市みどり町20-32
0235-25-2602(庄内校) 施術料5％OFF 0235-24-5475 500円OFF 0235-23-5377 初回施術料500円割引

鶴岡市羽黒町押口字川端42-29 鶴岡市本町二丁目7-12 1回のご利用につき 鶴岡市大山字中道139-8 会員の方初回インソール 鶴岡市美原町12-26 初診800円ＯＦＦ
0235-22-2453 初検料１０００円　ＯＦＦ 0235-35-0840 1ポイントサービス 0120-4477-48 製作時に500円引き 0235-26-9119 再診200円ＯＦＦ

鶴岡市下山添字茶屋川原165 鶴岡市宝田一丁目9-2-26 アロマフットバス＆
0235-57-4591 100円引き 0235-23-4845 ヘッドマッサージプレゼント

鶴岡市湯野浜一丁目8ｰ7 ハイ・プライベート・スパ 鶴岡市湯野浜一丁目10-29 基本宿泊代5％OFF 鶴岡市上畑町10-77
0235-75-2211 「漣・REN」の50％OFF 0235-75-2121 （忘・新年会・盆・謝恩プラン除く) 0235-23-1125 粗品進呈

鶴岡市山王町6-8 ｼﾝｸﾞﾙAﾀｲﾌﾟ1泊7,000円を 鶴岡市本町一丁目8-10 鶴岡市末広町6-17 鶴岡市下川字窪畑1-523
0235-35-0600 4,600円で提供 0235-23-5757 入会金無料 0235-22-2238 0235-75-2021 宿泊料金5％OFF

鶴岡市昭和町2-15 鶴岡市湯田川乙63 鶴岡市羽黒町松ヶ岡字松ヶ岡25 鶴岡市中田字追分28
0235-22-3585 入会金無料 0235-35-3211 宿泊5％OFF 0235-62-4824 体験料・商品5％OFF 0235-57-2071 5％OFF

鶴岡市下川字龍花崎20-10

0235-75-2044

鶴岡市日出二丁目2-15 鶴岡市文下字沼田44-1 鶴岡市山王町9-35 アパート貸家仲介手数
0235-24-1587 店内花鉢5％OFF 0235-22-8241 全商品5％OFF(特売品除く) 0235-24-3151 料5％OFF

鶴岡市山王町16-9 展示会期間中を除き 鶴岡市熊出字長表1-4 鶴岡市睦町3-48 鶴岡市黒川字大杉川原300

0235-24-0672 3％OFF 0235-53-2018 記念品贈呈 0235-22-0092 全商品5％OFF 0235-57-2037 製品材10％引き

鶴岡市各店舗 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代20%OFF 鶴岡市山王町10-46 全商品10％OFF 鶴岡市山王町8-13 鶴岡市切添町24-20
 Yｼｬﾂ・特殊品を除く 0235-22-2570 (特売品を除く) 0235-22-0467 全商品5％OFF 0235-24-7599 シャンプー・カット5％OFF

鶴岡市友江町15-27 鶴岡市友江字水尻159 鶴岡市外内島字明神川原2-5 鶴岡市大半田字北田80
0235-33-3957 会員様粗品プレゼント 0235-33-3311 記念品贈呈 0235-24-2372 全商品5％OFF 0235-22-2400

鶴岡市山王町1-51 鶴岡市朝暘町29-24 鶴岡市京田字屋敷廻1-4 鶴岡市のぞみ町7-16
0235-22-1114 額縁10％OFF(特売品除く) 0235-24-4518 0235-29-1720 0235-22-3655 スタンプ2倍

鶴岡市馬場町8-25 鶴岡市泉町8-74 鶴岡市熊出字下村84-2 鶴岡市外内島字石名田82-7

0235-22-0580 家族写真5％OFF 0235-24-2931 粗品進呈 0235-53-3020 粗品進呈 0235-22-8731 見積り金額より5％OFF

鶴岡市日吉町11-36 着物のお手入れ5％ＯＦＦ 鶴岡市本町一丁目8-43 シミ抜き500円引き 鶴岡市鳥居町33-50 鶴岡市稲生一丁目15-22
0235-22-2055 （店頭扱いのみ） 0235-22-3215 （他の割引との併用不可） 0235-22-0271 クリーニング品の5％OFF 0235-22-3708 全商品10％OFF

鶴岡市荒井京田字北田9 鶴岡市布目字宮田155-1 店内商品5％OFF 鶴岡市大東町25-15 医薬品・化粧品・雑貨などの 鶴岡市日出二丁目2-40　サンライズビル1F 契約10万円以上
0235-23-2099 記念品贈呈 0235-29-4151 (除外品あり) 0235-22-1342 商品5％OFF(調剤は除く) 0235-24-1026 居酒屋割引券3000円進呈

鶴岡市みずほ町28-5 鶴岡市大東町2-12 鶴岡市大山字中道82-7 鶴岡市末広町13-5　HEART LANDビル

0235-35-3565 スタジオ撮影5％OFF 0235-22-2408 プラン打合せ　見積り無料 0235-33-1311 会員様花代5％ＯＦＦ 0235-25-7700 全商品3％OFF

鶴岡市朝暘町10-23 全商品5％OFF 鶴岡市美咲町3-13 全商品5％OFF 鶴岡市本町一丁目5-15 鶴岡市本町二丁目16-1 3,000円以上ご注文の会員様に

0235-25-4187 (ポイントカード差し上げます) 0235-22-7124 (ポイントカード差し上げます) 0235-22-0821 証明写真同時ﾌﾟﾘﾝﾄ5％OFF 090-7525-7350 ｼｬﾙﾚﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾐﾆﾀｵﾙ進呈

鶴岡市稲生一丁目14-18 鶴岡市外内島古川3-2 鶴岡市布目字宮田163-4 鶴岡市みどり町29-28 電池交換1,000円
0235-24-9255 １０％　ＯＦＦ 0235-23-4665 粗品進呈 0235-28-2758 粗品進呈 0235-22-5834 (国産メーカー限定)

鶴岡市山王町8-19 鶴岡市日吉町8-13 条件に合う物件を 鶴岡市本町二丁目2-23 鶴岡市平京田字屋敷廻161-2

0235-22-1865 全商品5％OFF 0235-22-3132 心をこめてお探し致します 0235-23-2540 全商品5％引き 0235-24-3232 粗品進呈

鶴岡市渡前字下谷地29-2 鶴岡市美咲町32-7 御来店のみ 鶴岡市藤沢己106-1 鶴岡市末広町5-8　マリカ西館1F ショッピングクレジット10回
0235-64-2180 全商品5％OFF 0235-24-3333 全商品5％OFF(一部除く) 0235-35-2277 全商品5％OFF 0235-22-1196 手数料無し

鶴岡市遠賀原字稲荷41-2 介護用品・住宅改修 鶴岡市本町二丁目4-18 20％OFF 鶴岡市本町二丁目10-12 仏具10％OFF 鶴岡市朝暘町11-8
0235-22-1009 5％OFF(介護保険適用外) 0235-24-6051 (他のサービスとの併用不可) 0235-22-3318 割引除外品もあります 0235-25-9778 プレゼント進呈

鶴岡市大宝寺字日本国393-1 鶴岡市朝暘町5-2 鶴岡市白山字興野62 鶴岡市昭和町7-4
0235-23-3824 全商品5％OFF 0235-22-2481 小売商品全品5％OFF 0235-24-5533 設計・見積提案　無料 0235-22-0933 全商品5％OFF

鶴岡市白山字村北87-1 ご来店の上50,000円以上 鶴岡市本町一丁目7-41 鶴岡市みずほ22-6 鶴岡市山王町10-50
0235-24-1117 お買い上げの方、粗品進呈 0235-22-1127 彫刻料から10％OFF 0235-35-2078 全商品10％OFF 0235-22-2803 粗品進呈

鶴岡市ほなみ町2-3 5％OFF 鶴岡市東原町24-45 鶴岡市本町二丁目16-1 鶴岡市藤島関根字土用野43

0235-22-0662 一部除外商品ございます 0235-23-9681 粗品進呈 0235-35-1880 どちらの処方箋もお受けいたします 0235-64-2873 特注家具5％OFF

鶴岡市山王町8-20 鶴岡市大西町37-26 鶴岡市桜新町1-2 SKさくらA号 会員様生活3点セット 鶴岡市東原町14-14 10％OFF
0235-22-1444 090-6784-8081 0235-64-1701  ｺﾞﾐ袋､ﾃｨｯｼｭ、ﾗｯﾌﾟ進呈 0235-28-2155  (ご婚礼及び特販商品を除く)

鶴岡市美咲町7-27 鶴岡市本町一丁目8-29 鶴岡市本町二丁目17-5 鶴岡市本町一丁目7-36 店頭販売商品につき
0235-64-1717 一石プレゼント 0235-24-2166㈹ 割引商品以外3％OFF 0235-24-6131 全商品5％OFF 0235-22-1047 価格から5％OFF

ヘアメイク・ピュア Hair ANTENNA hair&make Heart plant hair make steady(ステディ)

ヘアメイク　パウダー ヘアサロン　レインボー マッサージ.日焼けサロン ZEUS(ゼウス) miura hair&nail/バンビーナネイルファクター

やなぎ美容室 ㈲ゆり美容室 ユリ美容室 わこうバーバー

【鶴岡市　岩盤浴・マッサージ】
東洋医学研究学院庄内校　イトー快復療術院 漢方薬局・鍼灸治療所　杏林堂 栗田整体院

菅原せきつい鍼灸整骨院 手もみ屋本舗　鶴岡本町店 Fit ふぃっと　足と身体の健康工房 美原健康整体院

湯の花　ドーム・ハナブサ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ Retour　(ルトゥール)

【鶴岡市　レジャー】
游水亭いさごや 海辺のお宿　一久 月山荘

HOTEL STAYiN 山王プラザ ダンススタジオ スコット 株式会社日本旅行東北庄内支店 華夕美日本海

林田ダンススクール ますや旅館 松岡窯陶芸教室 ㈲安野旅館

湯の浜カントリークラブ

【鶴岡市　SHOP】
阿部園芸本店(112号バイパス沿い) 阿部多㈱資材センター 阿部多不動産㈱

㈱石勘 ㈱石屋熊出 ㈲井上ふとん店 上野木材

うさちゃんクリーニング 梅木神仏具店 ㈱エムロード 大田総合動物病院

おおやま写真 大山石材有限会社 ㈲尾形石彫店 ㈱快適空間

文具・画材・額縁　鶴文堂 ㈲加藤塗装店 金屋株式会社　創業225年快適空間の創造 キネブチ写真館

木村写真館 モードサロン　京 旭栄農機 ㈲工藤塗装店

国家検定一級技能士　クリーニングほんま 着物の小いけ 公力クリーニング 小林畳店

斎庄工事店 ㈱齋藤商会　介護ショップ　チア・ケア 斎藤薬局 総合建設業　佐藤建築㈱

サトウ写真 佐藤常┓(カネツネ)工務店 佐藤生花店 SunLips

しきふらわー しきふらわー　パル店 写真の松森 シャルレ特約店富樫

荘内害虫防除サービス ㈲菅原石材店 建築業　㈱鈴木工務店 星光堂時計店

㈲だいこく綿屋 大同不動産株式会社 武田神佛具店 ㈲武久商店

㈱たたみの小池 ㈱タマツ 鶴岡石材 つるや本店

㈱トーク ㈱トップ印平方 ㈲戸村法衣佛具店 ブティック　DREAM

中村石屋 成田紙店 日栄産業㈲ショールーム ㈲野口京表具店

㈱野口 STAMP SHOP 橋本好文堂 長谷川畳店 ファッションの森おかざき

ヴェルレーヌ・イトウ FORGE ZEST 　かばんとブティックの店 ふくふく薬局 ㈲IG藤島製作所

ふみや文具店 便利屋 便利屋庄内 フォトスタジオ　ホワイトハウス

マゼル・ウンブローシェ 株式会社　丸東 ㈲マルフク二文字 みうら生花店

海外「MACH」5％OFF「Best 

BestExcelent」「赤い風船」3％

OFF

特別料金以外の時

ﾋﾞｼﾞﾀｰ1000円割引

(他の割引ｻｰﾋﾞｽとの併用不可)

ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ･ﾘｰｽｷﾝ商品

ご注文1万円以上の方

ｴﾙｻﾝ食事券進呈

全商品特別価格(ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ・

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ・ｻｯｼ・ｼｬｯﾀｰ・ｶｰﾎﾟｰﾄ贈答品等)

襖･障子･ｸﾛｽ貼･壁紙張替･

絨毯･ｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

･住宅塗装工事等の

何でも出来ます・やります!

まずご一報下さい

お話を伺いお見積り致します

5％還元現金ｽﾀﾝﾌﾟｶｰﾄﾞｽﾀﾝﾌﾟ2倍

(店頭現金払税別500円で1個,

20個で500円のお買物券)



鶴岡市助川字北畑66-15 鶴岡市昭和町9-11 鶴岡市城南町5-34 鶴岡市東原町18-19
0235-66-2058 粗品進呈 0235-22-3722 全商品5％OFF 0235-23-2277 修理出張料1,000円割引 0235-24-6280 5％OFF

鶴岡市本町二丁目3-32 鶴岡市本町二丁目2-2 鶴岡市宝田三丁目11-3 鶴岡市本町二丁目5-32
0235-22-2660 技術料5％OFF 0235-22-2388 ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ5％OFF 0235-23-9836 ガラス修理10％OFF 0235-22-0112 ゴム印20％OFF

鶴岡市山王町10-44 1000円以上プリントの方 鶴岡市新形町4-31 医薬品・化粧品5％引き 鶴岡市東原町1-22 ペットの健康維持
0235-23-5490 ミニアルバム進呈 0235-24-8397 　※但し現金扱いのみ(調剤は除く) 0235-23-6845 ご相談ください

鶴岡市鼠ヶ関丙151 「じゃんけん」で 鶴岡市湯温海湯之尻518 鶴岡市湯温海甲229
0235-44-2855 粗品プレゼント 0235-43-3315 丹精込めた手打ち麺を提供 0235-43-3128 デザートサービス

鶴岡市早田字戸の浦606 コーヒーサービス 鶴岡市湯温海甲261 ご来店のみ地酒 鶴岡市温海丁4番 5％OFF（発送運賃別）　 庄内の 鶴岡市温海戊27
0235-44-2086 (定食ご注文の方) 0235-43-2033 2,000円以上5％OFF 0235-43-3219 新鮮な鮮魚を全国発送承ります 0235-43-3928 オール5％OFF

鶴岡市鼠ヶ関字横路732-5 鶴岡市槙代字山の下8-1 鶴岡市湯温海甲194 炭酸シャンプー 鶴岡市湯温海甲194 炭酸シャンプー
0235-44-2259 オイル交換10％OFF 0235-43-3448 オイル交換10％OFF 0235-43-4638 （\1,100-相当）サービス 0235-43-3711 （\1,100-相当）サービス

鶴岡市大岩川甲394 鶴岡市鼠ヶ関乙62-2 鶴岡市由良二丁目12-10 鶴岡市鼠ヶ関乙24
0235-43-4422 眉カットサービス 0235-44-2172 全メニュー5％OFF 0235-73-2367 ビール(大)1本サービス 0235-44-2329 銚子1本サービス

鶴岡市湯温海字嶽之腰47-1 鶴岡市由良二丁目3-24 鶴岡市鼠ヶ関乙208-23 鶴岡市温海戊27
0235-43-3222 旅行プラン作成無料 0235-73-2552 ジュース1本サービス 0235-44-2185 宿泊のみ粗品進呈 0235-43-3928 オール5％OFF

鶴岡市三瀬乙308 鶴岡市鼠ヶ関乙72-2 鶴岡市関川222 鶴岡市あつみ温泉甲325-5 古代布・しな織製品のみ
0235-73-2109 平日のみ5％OFF 0235-44-2317 粗品進呈 0235-47-2502 粗品進呈 0235-43-4111 5％OFF

鶴岡市温海戊361-2 エアコンの交換・工事等 鶴岡市山五十川丙63-14 エアコンの交換・工事等 鶴岡市温海己108-1 鶴岡市温海戊359
0235-43-2225 見積り無料 0235-45-2321 見積り無料 0235-43-2015 釣具修理工賃10％OFF 0235-43-3148 全商品5％OFF

鶴岡市越沢111-1 鶴岡市鼠ヶ関乙2-9 エアコンの交換・工事等 鶴岡市湯温海甲296 ガス暖房器具
0235-47-2430 粗品進呈（冬季間休業) 0235-44-2209 見積り無料 0235-43-2227 10％OFF(特価商品以外)

酒田市大町16-12 酒田市松原南5-11 現金お支払いの方 酒田市砂越字楯之内52-12

0234-24-8645 食事代5％OFF 0234-24-5828 １０％ＯＦＦ 0234-52-3355 仕出し5％OFF

酒田市泉町19-5 3％OFF 酒田市東町一丁目17-3 酒田市砂越字粕町70-35 酒田市船場町一丁目3-30
0234-28-9233 (他サービスとの併用不可) 0234-23-1311 粗品進呈 0234-52-2501 全メニュー5％OFF 0234-24-1874 全メニュー5％OFF

酒田市中央東町4-22 酒田市本町一丁目6-6 屋形船乗船料金の 酒田市各店舗 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代20%OFF 酒田市黒森字草刈谷地117-15

0234-26-1221 宿泊料金５％ＯＦＦ 0234-21-8015 10％割引　※要予約  Yｼｬﾂ・特殊品を除く 0234-92-3171 プラン打合せ　見積り・無料

酒田市中町三丁目2-18 ご来店購入時商品10％OFF 酒田市大宮町一丁目5-3（日本海総合病院前） 酒田市砂越字楯之内73-2 住宅見積サービス
0234-21-3200 (一部指定商品除く) 0234-22-3123 全商品5％OFF 0234-52-3795 商談に応じて割引致します

庄内町廿六木字三ツ車2 庄内町余目字町21 庄内町千河原99
0234-43-2622 5％OFF 0234-42-2179 食事代5％OFF 0234-42-3006 ハッピーシール3倍

庄内町余目字町170 庄内町狩川字大釜7-1 庄内町余目字猿田1-20 庄内町余目土堤下28-5
0234-42-3035 5％OFF 0234-56-2014 仕出し料理5％OFF 0234-42-0884 缶ジュース1本進呈 0234-43-3938 50円のトッピングサービス

庄内町余目土堤下38-1 庄内町余目字三人谷地24-2 お好み焼きで 庄内町字町106 庄内町字町88
0234-43-3931 5％OFF 0234-43-3287 600円以上飲食の方5％OFF 0234-43-3232 ハッピーシール2倍 0234-43-4102 ハッピーシール2倍

庄内町余目字沢田127 庄内町余目字大塚103-4 庄内町余目字船塚17-1 庄内町余目字大塚104-1 車両整備工賃、板金整備工賃、

0234-43-2411 ジャンボタクシー料金5％OFF 0234-45-0234 5％サービス 0234-43-2327 教本代サービス 0234-43-2244 レンタカー代5％OFF

庄内町余目字大塚107-5 庄内町余目字猿田131-3 自動車販売・修理 庄内町余目字仲谷地29-10 庄内町余目字竹畑13-19
0234-42-3155 ガソリン特別会員価格 0234-42-3655 ・車検10％OFF 0234-31-7202 5％OFF 0234-43-2142 全メニュー5％OFF

庄内町余目字沢田108-2 庄内町常万字助惣1-2 庄内町地区各店舗 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代20%OFF 庄内町余目字土堤下26-1
0234-42-2372 着付時5％OFF 0234-43-3216 5％OFF  Yｼｬﾂ・特殊品を除く 0234-43-3456 仏具5％OFF

庄内町本小野方字東割30 庄内町余目字三人谷地147 電気工事及び 庄内町余目字月屋敷101-2 庄内町余目字沢田144-1
0234-44-2647 粗品進呈 0234-42-2598 電気製品5％OFF 0234-43-4141 つえ・くつ5％OFF 0234-43-4832

庄内町余目字町24 庄内町余目字上猿田15-3 庄内町余目字三人谷地4 庄内町余目字矢口77-2
0234-43-2022 文具2割引 0234-43-3521 5％OFF 0234-42-2348 全商品15％OFF 0234-42-3108 5％OFF

庄内町余目字土堤下32 全商品5％OFF 庄内町余目字月屋敷100-1 庄内町余目字町148 庄内町余目字猿田90-1
0234-43-3257 (特売品を除く) 0234-42-2547 5％OFF 0234-43-3477 一般住宅塗装5％OFF 0234-43-4887 鉢物5％OFF

三川町大字竹原田字太刀内166 三川町大字助川字北畑29-1 三川町大字猪子字和田庫128-1 基本料金より\200割引
0235-66-4691 5％OFF 0235-66-4885 0235-68-1661 ※他の割引との併用不可

三川町押切新田五反1-13 三川町大字猪子字大堰端291-3

0235-66-2891 0235-68-1250 オリジナル購入記念品進呈

三浦造園 三田村畳店 ムテンポ　ﾊﾟｿｺﾝ修理･買取　yahooオークション代行 武藤クリーニング

村上紋屋 ㈲森茂八商店 山形総販株式会社 ヨコヤマ印舗

吉田カメラ鶴岡店 和光堂薬局 ワン動物病院

【温海地区】
鮨処　朝日屋 めん処　久太 末広寿し

㈲早磯ドライブイン 日々喜酒店 ㈲マルイチ 寿司・割烹　雅　みやび

丸井商店 ㈲丸多屋 ﾋﾞｭｰﾃｨ＆ｽﾘﾑ　アルチザン　マティス カット&パーマ　サイトウ

ヘア&メイク　カシス ヘアーサロン　サトー 民宿　伊藤由治郎 民宿　咲　(鮮魚店)

庄内交通株式会社温海営業所 民宿　本間義一 民宿丸武 三国屋旅館

旅館仁三郎 サラダ館ねずがせき店　大川屋商店 しな織センター　 衣料品　柴田屋

長喜屋電器店 弘喜屋電器店 フィッシングハウスライズ ふじや商店　居酒屋ふじや

まやのやかた 港電機商会 渡部燃料店

【酒田市】
中国料理　吉・亭(きっちん) 焼肉　翠苑　みずほ店 ㈲ストアー三吉

とがし肉屋　酒田店 お茶　ふじい ヘアメイク　アスカ 鈴木理容所

さかたセントラルホテル 屋形船みづき うさちゃんクリーニング ㈱佐藤建業

さふらん 酒田南店(福祉用品) 全優石㈲加藤石材店 ㈲プライムハウス

【庄内町】
遠田食堂 食堂　川村 後藤初太郎商店

繁利屋 仕出し・鮮魚・食品　立川食品㈱ 焼きそば専門店　テンテン ラーメン　とん太　余目店

スナック　なかよし お好み焼き　なにわ フレッシュ食品・肉のもり　㈱森畜産 フレッシュ食品・肉のもり　㈱森畜産　仕出しセンター　

余目タクシー㈲ 関東観光バス ㈱関東自動車学校 関東自動車興業㈱

㈱寿商会　余目西SS 樋渡プロモーション ヘア&メイク　Arte ビューティーサロン　サリアン

ぱーまはうす　トシの店 美容室　ナカムラ うさちゃんクリーニング ㈲岡本善光堂

㈲さかえ培土工業 ㈲佐々木電気 介護ショップ　さふらん余目店 写真のみしま

精美堂 髙宮塗装店 天光堂 富樫接骨院

㈲日本海家具センター 藤田看板塗装店 藤田塗装 ㈲フラワーささき

【三川町】
㈱竹原田ファーム　米・餅等 セイワオートサービス イオンシネマ三川

総合住宅設備スガワラ ソフトバンク三川

5％OFF(特売品を除く)ﾎﾟｲﾝﾄ2倍

ｻｰﾋﾞｽ,スタジオ撮影forever

(台紙セット商品)30%OFF

車両板金・塗装・車検

整備料金5％OFF

修理期間代車無料貸出

屋根瓦工事、修理、

屋根工事見積無料


