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●
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　甲子大黒天本山
●宝珠寺

キリトリ

満開コース店舗

メンチカツ or 
コロッケ +肉納豆 + 
ワンドリンク

お好きなドリンク1杯 ＋
ヤスクニピザ ＋

鬼滅の刃のコスプレ着れます！

ウイスキー or 焼酎
水割り or ハイボール ＋
手作りお新香 ＋ 揚げ物

オムライス + 
エビグラタン +
サラダのワンプレート

ドリンク付

飲み物①～③２杯 ＋ 
食べ物a～c２品の組み合わせセット
《お飲み物》①～③の内からお好きなものを２杯
①ハイボール（バランタイン）②バーボンソーダ（ジン
ビーム）③赤ワイン
《食べ物》a～cの内からお好きなものを２品
aドライフルーツ bチョコレート c柿ピー

かけうどん or ぶっかけうどん ＋
お好きなトッピング ＋
選べるお飲み物（ビンビール、ハイ
ボール、レモンサワー、日本酒一合）

本日のお刺身 ＋
ちょいつまみ ＋
生ビール or ハイボール
※内容はその日の仕入で変わります。写真はイメージです。

バッファローウィング or
椎茸焼き ＋
お好きなドリンク

豆豆キーマの
焼きカレー ＋
ドリンクセット

生ビール or ハイボール or 
レモンサワー or 日本酒 or 
ソフトドリンク ＋
串天の３種盛り ＋ お通し

生ビール or
ハイボール ＋

ガツ刺し

グラスワイン1杯
（赤or白）+
ミニオードブル

飲み放題メニューから1杯 +
本日のお通し + 
牡蠣1コ（生or蒸し）or 
鶏の唐揚げ

昼スイーツプレート ＋ ドリンク
（コブラー・ケーキ・プリンなど日によって
変わります）

夜おつまみ盛り合わせ ＋ ドリンク
（ソーセージ・チーズポテト・ライスコロッケ・
オニオンリング・サラミチーズ）

お好きなパスタ①～③1品 ＋
そばちょこ甘味❶～❽のセット

《パスタ》①チーズがよく合う味噌パスタ②おろしスープ
パスタ③ナポリタン
《そばちょこ》❶抹茶ゼリー❷ほうじ茶ゼリー❸あずき白玉
❹白玉ぜんざい❺抹茶ソフト❻ミックスソフト❼黒蜜きなこ
ソフト❽あんみつ

生ビール1杯 or
レモンサワー1杯 +

鳥唐揚げ

まぐろの刺身 ＋
あったか～い水餃子 ＋
生ビール or 凍結酒
（凍結酒は１日５名様限定）

お通し ＋ モツ煮込み ＋
生ビール1杯 or
その他ドリンク1杯

ハイボール or
カクテル ＋
日替りお通し3点

苺スイーツ +
選べるドリンクセット

開花コース店舗￥1,000（税込）

※スタンプの番号は、マップの参加店舗番号です。

スタンプラリー実施期間

Stamp

Stamp Stamp

2021年2月8日～3月14日
月 日

●代金（現金）と引き換えに、この応募用紙にスタンプを１つ押して
　もらってください。
●異なるお店のスタンプが3つ集まったら、お店に備え付けの応募
　箱に投函してください。
●期間中お一人様何枚でも応募できます。
●抽選で地酒や地元の特産品が当たります。
●当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

応募締切／2021年3月14日（日） 
抽  選  日／2021年3月下旬

昼の部 夜の部 ※お飲物に数の表示がない所は１杯または１本とご理解のうえご利用ください。
※参加店舗によって、ご利用日時の制限のあるところもございます。詳しくは、各店にご確認ください。新型コロナウイルスの影響により営業時間が変更となる場合がございます。1～20 ￥2,000（税込） 21～32

熱々のメンチ・コロッケを塩胡椒で～ひとくち。冷えたドリンクを挟
んで、ソースでひとくち。肉納豆とドリンクをたいらげ、次のお店へ。

16米沢牛の味処 ミートピア

住／〒992-0045 米沢市中央1-11-9　☎／21-0377
営／昼11:00～14:00　夜15:30～21:00（L.O. 20:30）
休／日曜日・長期連休の最終日

店内に入ると昭和にワープ！おすすめは強炭酸のチカチカハイ
ボール！懐かしい雰囲気、懐かしい音楽もおすすめでーす！感染防
止対策をしてお待ちしております！

17ライブバーヤスクニ

住／〒992-0045 米沢市中央1-11-16 シュガービル2F
☎／22-9082　営／20:00～24:00（L.O. 23:30）
休／日曜日

11立喰うどん駅前 13二代目一心太助 15深酒SAKA場 HASEGAWA14はるカフェ

居酒や忠太郎1

10大衆酒場８代目仁右衛門

12天婦羅割烹 天新

19リカープレイス リトルキス

住／〒992-0045 米沢市中央1-11-23 フェリスビル1F
☎／24-0076　営／19:00～24:00（L.O. 23:30）
休／日曜日・祝日

落ち着いた雰囲気の中で楽しいひと時を。
感染症予防対策には万全を期して、スタッフ一同皆様のお来店を
お待ちしております。

20レストパーラーマナ

住／〒992-0031 米沢市大町1-2-30　☎／23-1461
営／11:30～19:30（L.O. 19:00）
休／日曜日

当店は，料理もスイーツも手作りにこだわっています。パフェは常時20種
類、フワフワのパンケーキは注文を受けてから焼いています！ランチも種
類が豊富で大好評１番人気はオムライスです。是非お立ち寄りください。

小野川温泉 宝寿の湯3海の幸 まぐろや2

GRAND BAR BY TOHUEMON6

カフェバー コットンクラブ5CAFE SORA。4

酒楽屋ひょうたん9COLLABO CAFE ARB7 8茶蔵 米沢店

18ラウンジ キャロット

住／〒992-0045 米沢市中央1-14-1 柳ビル2Ｆ
☎／23-2111　営／18:30～24:00（L.O. 23:00）
休／日曜日

お一人様でも気楽にお立ち寄りいただけるお店です。各種お酒を取り
揃え皆様のご来店をお待ちしております。これからも皆様から親しま
れるお店となるよう努めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

ハイボール or 焼酎 or
カクテルの中から２杯 +
鴨サラダ（ハーフ）

ワイン or ノンアルコール
スパークリングワイン +
前菜 + パスタ or ピザ

５種から選べるお食事 + 
エビのアヒージョ + 

ワンドリンク

ドリンク１杯 + 
焼肉セット
（カルビ・ロース・ホルモン３種）

生ビール + 
焼酎水割り２杯 +

お通し

生ビール１杯 or 
ハイボール1杯 +
日替わりお通し３つ

米沢牛切り出し
すき焼きバルセット

お好きなドリア +
珈琲 or 紅茶 or
ホットワイン +
気まぐれチーズケーキ

米沢牛串焼き ＋ 
生ビール or グラスワイン ＋
ミニ米沢ラーメン

26グルメ小僧 万吉

32東京第一ホテル米沢 trattoria ESTACIBO

25cafe mamenoki

31タマゲリータ

シャンパングラス ＋ 
牛ロースステーキと
鳥もも肉グリルの

盛り合わせ

23欧風酒場 Diningえん

30Dining&カラオケ Bar Newglaxy

27スナック グリーンローズ 29炭火居酒屋 暖だん28スナック ハニー

24お食事処 べに花庵

21居酒屋 ゆあーず 22イタリアンレストラン リーガル
米沢牛ビーフシチュー ＋ 
ライス ＋ サラダ ＋ 
ソフトドリンク

生ビール or ハイボール ＋ 
本日のお刺身 ＋
焼き鳥盛り合わせ5本 ＋

唐揚げ ＋ お通し

H GS 〒
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ホテル 郵便局ガソリンスタンド
銀行・信用金庫 CVSコンビニ
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飲食店を
応援しよう！

参加店舗一覧

打ちたてのプリプリもちもち食感の自家製麺が自慢です。カツオと
アゴで取った味わい深い出汁でどうぞ！一度食べればやみつき間
違い無しのうどんで皆様をお待ちしております！

住／〒992-0027 米沢市駅前2-1-43 サトーヤビル1F
☎／080-5565-7110
営／11:00～14:00　休／日曜日・不定休

街中から離れておりますが、串天３種盛りにお飲み物でお楽しみく
ださい。皆様のお越しをお待ちしております。

住／〒992-0012 米沢市金池8-1-65 鶴巻第2ビル1F
☎／21-8088　休／水曜日
営／昼11:30～14:00 （L.O. 13:30）　夜17:30～20:30 （L.O. 20:00）

住／〒992-0056 米沢市直江町3-12　☎／27-9268
営／9:30～18:00（L.O. 17:15） ※お食事は11:00～15:00（L.O. 15:00）
休／火・第2日曜日・暖簾の出てない日

薪ストーブとハンモックがある隠れ家カフェです。お友達と一緒でも、
1人でも気軽に入れるお店ですので、是非お立ち寄りください。
日替わりスープランチやあんこを使ったスイーツもございます。

住／〒992-0027 米沢市駅前2-1-41　☎／27-9977
営／18:00～24:00（L.O. food 23:00・drink 23:30）
休／不定休

山形県小国町で採れた鮮度抜群の食材を使用した豪快かつシン
プルなお料理と、米沢市内でも珍しい種類のお酒を提供しており
ます。

住／〒992-0027 米沢市駅前2-1-43　☎／40-8684
営／18:00～24:00（L.O. 22:30）
休／日曜日・不定休

季節の新鮮な魚介類と美味しい山形の地酒をゆったりと味わえ
るお店です。米沢駅前徒歩１分。お一人様でもお気軽にどうぞ。

グラスワインは1杯600円から、ボトルは2000円から、質の良い
ワインを揃えています。食べ頃チーズも人気です。

住／〒992-0045 米沢市中央1-11-20　☎／24-0399
営／19:30～24:00（L.O 23:30）
休／月・火・日曜日

昼はお得な日替わりランチ、夜は種類豊富なアルコールが楽しめ
ます。ランチタイム終了後のティータイムでもお得なスイーツセット
をご用意しております！

住／〒992-0039 米沢市門東町3-3-1 米沢共立ビル1F
☎／23-9695　休／日曜日のみ11:00～18:00（L.O 17:00）
営／11:00～1:00（L.O 24:00） ※ランチは11:00～14:30（L.O. 14:00）

住／〒992-0039 米沢市門東町3-3-35 ファーストビル2F
☎／27-8822　営／17:00～24:00（L.O 23:00）
休／月曜日他　※営業時間変更の可能性あり

当店一押しの三陸直送の新鮮な牡蠣をはじめ、お酒に会う料理
をご用意して皆様のお越しをお待ちしています。楽しいひとときを
是非ひょうたんで！

住／〒992-0045 米沢市中央1-4-18　☎／24-2234
営／20:00～2:00
休／日曜日

つまみにはソーセージの世界大会で金メダル受賞のミックスソー
セージをはじめ、鮮度のいいガツ刺し、豚足トロトロ煮など、心込
めてお料理を作ってます。ぜひお越しください。

住／〒992-0012 米沢市金池5-6-33　☎／37-1772
営／10:00～18:00　休／水曜日
ランチ 11:30～15:00 （L.O. 14:30）　カフェ 10:30～17:30 （L.O. 17:00）

和カフェと日本茶、和雑貨のセレクトショップの複合店です。ランチ、
スイーツメニュー50種類以上と豊富で季節メニューも充実しています。
ゆっくりお喋りも良し、ショップでお買い物も楽しいお店です。

各種メニューを取り揃えており、お一人様でも気軽にお越しいた
だけます。自慢のモツ煮込みをぜひお楽しみください！

住／〒992-0045 米沢市中央3-4-24　☎／090-6682-8801
営／17:30～22:30（L.O 22:00）
休／日曜日

とっても明るい名物女将を囲み賑やか！カウンターでもお座敷で
も、お気軽に楽しめます！まぐろやで、最高な時間とおいしい料理
をお楽しみください♪

住／〒992-0045 米沢市中央1-13-45　☎／22-1515
営／17:00～22:00（L.O. 21:30）
休／日曜日

住／〒992-0031 米沢市大町1-1-29　☎／20-5290
営／11:00～18:00 （L.O 17:00） ※ランチは14:00まで（L.O. 14:00）
休／火・第2、第4水曜日 ※貸切による時間変更あり

~心地よい時間と空間を~ パスタランチや安心の手作りスイーツを
提供しております。とくにテイクアウト用マフィンはたくさんの方にリ
ピートいただき、2時間で完売の日も。是非一度ご賞味くださいませ。

住／〒992-0045 米沢市中央1-3-4　☎／22-8856
営／18:00～23:00（L.O 22:30）
休／水・日曜日

一人でも気軽に楽しめます。ウイスキーやカクテルが数多く揃って
ます。深夜まで営業しているので二次会や三次会でも使いやすい
店です。

住／〒992-0076 米沢市小野川町2584　☎／32-2214
営／10:00～21:00（L.O. 20:30）　休／水曜日
　　※ランチは11:30～14:00（L.O. 13:30）

ほたるの里小野川温泉の自然や街を見渡せる高台の温泉宿。
2020年8月にリニューアルオープンし、宿泊だけでなく、立ち寄り
湯やカフェもご利用できます。

焼き鳥５本セットに当日のおすすめお刺身、当店自慢の唐揚げを
セットにしました。お気軽にお越しくださいませ。

住／〒992-0027 米沢市駅前1-1-63　☎／21-6521
営／16:00～22:00（L.O. 21:20）
休／日曜日

20時間煮込んだ米沢牛をシチューにしました。トロトロ肉と旨み
ソースを是非とも堪能してください。

住／〒992-0039 米沢市門東町3-1-47　☎／21-2709
営／11:00～14:00（L.O. 13:20）　休／火曜日 
　　※夜は完全予約制です。

住／〒992-0039 米沢市門東町3-3-32 2F　☎／23-5510
営／18:00～24:00（L.O. 23:00）
休／月・火・水曜日

お肉料理をメインとした洋風居酒屋です。肉以外にも自慢の美味しい
アヒージョや豊富な小皿料理もご用意してます。ワインやシャンパンと
一緒にご堪能ください。またドリンクは100種類以上ご用意してます。

当店は、上杉神社の近くにあり、気軽に立ち寄れる店です。
米沢牛串焼きはオススメです！是非お越しくださいませ。

住／〒992-0052 米沢市丸の内1-1-22　☎／23-6310
営／11:00～16:00（L.O. 15:45）
休／無

米沢市立病院前にあるカフェ&自然食レストランです。生まれ育った
山形県を、今よりもっとワクワクする街にしたいです。山形の食材を
ふんだんに使って、地元の魅力をたくさんの人達に伝えて行きます。

住／〒992-0033 米沢市福田町2-3-171　☎／21-6155
営／9:00～21:00（L.O. 20:30）
休／不定休

住／〒992-0045 米沢市中央4-2-6　☎／24-5455
営／20:00～21:30（L.O. 21:00）
休／月曜日

寒い日はあったまりマショ！
（できれば前日、最低でも当日19時まで、お電話予約の完全予約
制です。)なんでもワンドリンクサービス付きです！

当店は20代から90代まで幅広い年齢層の方にお越しいただい
ております！女性も来やすいアットホームなスナックなので、是非
一度癒されにきてください！お待ちしております。

住／〒992-0045 米沢市中央1-3-4 リッチビル1F
☎／24-9032　営／19:00～1:00（L.O. 0:30）
休／不定休

新型コロナウイルスの感染予防対策をしっかりとしたお店です。
ゆったりとした座席を準備しておりますのでリラックスして過ご
していただけます。

住／〒992-0045 米沢市中央1-6-17 シューガービル2F
☎／21-1510　営／18:30～24:00（L.O. 23:00）
休／日曜日

住／〒992-0039 米沢市門東町3-1-46　☎／49-8229
営／17:00～23:00（L.O. 22:00）
休／日曜日

暖だんでも人気のお肉をお得なセットにしました！
お好きなドリンクと合わせてどうぞ！

【朝まで営業】カウンター席はスタッフと楽しく、テーブル席はゆっくりと
ご利用ください。４つあるテレビモニターでは最新の音楽PVを常時放映、
見たいPVのリクエストにも対応いたします。　チャージ・カラオケ無料

住／〒992-0045 米沢市中央1-3-4 リッチビル2F
☎／49-9944　営／22:00～4:00
休／火曜日

パスタ or ピザは、メニュー表からお選びください。

住／〒992-0012 米沢市金池6-4-46　☎／24-4266
営／昼11:00～15:00　夜17:00～21:00（L.O. 20:30）
休／火曜日（月曜日はランチのみ営業）

住／〒992-0045 米沢市中央1-13-3　☎／24-0418
営／昼11:30～15:00（L.O. 14:00）　夜17:00～21:00（L.O. 20:00）
　　※日曜日の夜は20:00まで（L.O. 19:00）　休／月・火曜日

人気メニューの海老と蟹のトマトクリームパスタ、チーズスパゲティー
を含む５種類のお食事とガーリックの香りが食欲をそそるエビのアヒー
ジョがセットになりました。この機会に是非お召し上がりください。

←至直江町エリア

←至中央エリア

←至中央エリア

8茶蔵 米沢店8茶蔵 米沢店

12天婦羅割烹 天新12天婦羅割烹 天新

31タマゲリータ31タマゲリータ

金池
エリア

中央
エリア

4CAFE
　SORA。
4CAFE
　SORA。

20レストパーラーマナ20レストパーラーマナ

11立喰うどん駅前
13二代目一心太助
15深酒SAKA場 HASEGAWA

11立喰うどん駅前
13二代目一心太助
15深酒SAKA場 HASEGAWA

25cafe mamenoki25cafe mamenoki

21居酒屋 ゆあーず21居酒屋 ゆあーず

（順不同・敬称略）（順不同・敬称略）

CVS

CVS
CVS

CVS

CVS

CVS

CVS
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