やまがた一日乗車券＆シルバー定期券 特典店舗・施設一覧
エリア

店舗・施設名

山形市 山寺芭蕉記念館

電話番号

最寄りバス停

営業時間

定休日

023-695-2221

芭蕉記念館前

9時00分〜16時30分

不定休
（要問合せ）

月曜日

山形市 山寺後藤美術館

023-695-2010

芭蕉記念館前

9時30分〜17時00分

山形市 ふもとや

023-695-2214

山寺駅前

8時30分〜17時00分

冬のみ不定休

8時30分〜18時30分

元旦のみ

本店

（祝日の場合は翌日）

店舗ＰＲ
松尾芭蕉が「奥の細道」を訪れたことを記念して
建てられました
芭蕉や門人の資料等を展示しています
茶室ではお抹茶を味わうこともできます

2018年10月１日現在
特典内容

提示で入館料400円を320円に割引き

ヨーロッパ絵画を中心にガラス工芸・陶板画等展示
また、ショップには作品グッズ等も販売しており
提示で入館料100円引き
好評を得ております
別棟には展望休憩室があり立石寺を一望できます
どうぞごゆっくり心豊かなひとときをお過ごし下さい

ジャンル

観光施設

観光施設

山寺参拝の駐車場もございます
名物 下足天そばも人気です 是非どうぞ！

提示でソフトクリーム・お食事メニュー50円引き

富貴豆、板かりんとう、バターどら

お買い上げの方に提示で長榮堂スイーツ1個進呈

お買い物

9時00分〜20時00分 エスパル閉館時 富貴豆、板かりんとう、バターどら

お買い上げの方に提示で長榮堂スイーツ1個進呈

お買い物

お食事

山形市 長榮堂

本店

023-622-5556

印役一丁目

山形市 長榮堂

エスパル山形店

023-666-6506

山形駅前

023-625-1111

七日町

11時30分〜14時00分

なし

ホテル内の和食レストランでゆったりとお食事を
お楽しみください
そば類・定食等メニューも豊富です

提示でランチタイムのお食事代金より５％割引き

お食事

023-641-2611

本町

7時00分〜22時00分

なし

コーヒーやカジュアルな料理から本格的なコース
料理まで気軽に利用できるレストラン

ランチタイム（11:30〜14:30）でお食事の方に
提示でソフトドリンク1杯サービス

お食事

023-634-0039

本町

10時00分〜18時30分

元旦のみ

広々とした店内でランチやティータイムは
いかがですか？
お土産にぴったりのお菓子も取り揃えております

税込1,000円以上お買い上げの方に
提示でラスクプレゼント

お買い物

施設ご利用の方に提示で
紅の蔵オリジナルキャンディをプレゼント

観光施設

七日町
山形市 ワシントンホテル2階

三十三間堂

山形グランドホテル
山形市 1Ｆコーヒー＆レストラン

「ラ・セーヌ」

山形市 しべーる＋カフェ

山形市 山形まるごと館 紅の蔵

023-679-5101

街なか観光の拠点として山形を訪れる方々への
情報サービスや山形の魅力を紹介する企画展示を
なし
十日町紅の蔵前 10時00分〜18時00分
しております
（1月1日休館）
毎月10日には十日市を開催しており楽しいイベント
盛りだくさんです

山形市 そば郷土料理 紅山水

023-679-5102

十日町紅の蔵前 11時00分〜15時00分

月曜日

地産地消、県産の旬の食材を使い
和食手打ちそばを提供

ご食事された方に提示でソフトドリンク1杯サービス
（ウーロン茶又はオレンジジュース）

お食事

山形市 Cafe＆Dining990

023-679-5103

十日町紅の蔵前 11時00分〜22時00分

水曜日

山形スタイルをキャッチフレーズに地産の食材を
クラシカルなフレンチに仕上げ提供しております

お食事やカフェでご利用のお客様に提示で
ポイントカードへのポイントをご利用金額分から
更に2ポイント（1,000円分）捺印します

お食事

（カフェアンドダイニングクックレイ）

1 / 4 ページ

やまがた一日乗車券＆シルバー定期券 特典店舗・施設一覧
エリア

店舗・施設名

電話番号

最寄りバス停

営業時間

定休日

山形市

ＪＡやまがた
おいしさ直売所

023-616-8001

十日町紅の蔵前

4月〜10月
9時30分〜18時30分
11月〜3月
9時30分〜17時30分

12月31日〜1月4日

023-633-1313

山交ビル

紅の蔵店

山形市

山形国際ホテル
(レストラン グロリアス)

ランチバイキング
11時30分〜15時00分
（ラストイン14時30分）

フラワーショップ

ランチバイキングでお食事の方に
レストラン グロリアスのランチバイキング
提示で1,130円のところ1,050円（税込）に割引き
和洋中といろいろなメニューをとりそろえております
（本人様に限ります）

お買い物

お食事

10時00分〜19時00分

お問い合わせ
ください

023-632-3767

山交ビル

平日
9時30分〜18時30分
日・祝
9時30分〜17時00分

なし

023-628-1111

山形駅前

11時30分〜14時00分
17時00分〜21時00分

年中無休

八日町本店

023-622-3362

八日町一丁目

9時00分〜17時30分

志鎌園 山交ビル店
（山交ビル内1階）

023-633-7005

山交ビル

10時00分〜20時00分

023-684-8815

桧町四丁目

10時00分〜20時00分

なし

お茶の美味しさを広く知っていただけるよう
多くのお茶を試していただき笑顔の接客

023-645-3311

春日町

洋菓子
9時00分〜19時00分
パン
7時30分〜19時00分

なし

シベールで初めてケーキコーナーとパンコーナーを
分棟した可愛らしいお店です
1会計（1レシート）につき1,000円（税込）以上の
フレッシュなケーキと焼きたてのパンをぜひお楽しみ お買い上げの方に提示でラスクプレゼント
くださいませ

お買い物

023-645-5916

久保田三丁目

7時30分〜19時30分

月曜日

焼き立てパンとサンドウィッチ
山小屋風店舗

お買い物

パークサイド
山形市 フローリスト

（お花屋さん）
ホテルメトロポリタン山形
山形市 日本料理鉄板焼

最上停

山形市 志鎌園

志鎌園

北町店

（ヤマザワ北町店内1階）

山形市 シベール 西店

山形市

提示でソフトクリーム50円引き

ジャンル

山交ビル

(ディス カラー)

山形市

毎朝、生産者による安全安心で新鮮な野菜・果物が
豊富に入荷します
山形の伝統野菜・季節にそった野菜・果物を
ご賞味ください

特典内容

023-622-2715

山形市 this color

山形市

なし

店舗ＰＲ

2018年10月１日現在

ベーカリー中村屋
山形久保田店

いつも、いきいきした生花や花鉢を
とりそろえております

お買い上げの方に提示で1割引き

お買い物

山形駅前大通りに位置するお店です
お客様の要望に応えられるよう
いつも豊富なお花を取り揃えています

お買い上げの方に提示で季節の花1本プレゼントします
バラ・カーネーション・ガーベラなど
お買い上げ金額はおいくらでも大丈夫です

お買い物

日本料理・鉄板焼など旬の味、郷土の味を
お楽しみください

お食事された方に提示でワンドリンクサービス

日曜日

お茶の美味しさを広く知っていただけるよう
多くのお茶を試していただき笑顔の接客

お買い上げの方に提示で
お茶・茶器・急須・茶道具を1割引き
（ただし、特殊商品は除きます）

お買い物

なし

お茶の美味しさを広く知っていただけるよう

お買い上げの方に提示で
お茶・茶器・急須・茶道具を1割引き
（ただし、特殊商品は除きます）

お買い物

お買い上げの方に提示で
お茶・茶器・急須・茶道具を1割引き
（ただし、特殊商品は除きます）

お買い物

（正月元旦のみ） 多くのお茶を試していただき笑顔の接客
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500円以上お買い上げの方に提示で50円引き

お食事

やまがた一日乗車券＆シルバー定期券 特典店舗・施設一覧
エリア

山形市

店舗・施設名
コッペdeサンド
（山形市上町1-10-5）

電話番号

最寄りバス停

営業時間

定休日

023-674-9886

五日町

火〜金
11時00分〜17時30分
土曜日のみ
11時00分〜16時00分

日・月曜日

南舘

11時30分〜22時00分

火曜日

山形市

バイキングレストラン
ミスターかかし

023-645-3387

山形市

ベーカリー中村屋
山形寿町店

023-623-7833

山形市 悠湯の郷

ゆさ

023-688-4411

村山総合支庁前 7時30分〜19時30分

黒沢温泉

日帰り温泉
10時30分〜15時00分

年末年始

不定休

店舗ＰＲ

2018年10月１日現在
特典内容

山形で唯一のコッペパン専門店で
お惣菜からスイーツ系まで
懐かしの揚げパン、駄菓子をお愉しみください

コッペパン500円以上お買い上げの方に
提示で50円割引き

焼肉・すし・お惣菜・サラダ・デザートと
様々なジャンルのお料理が並んでいます
地産地消に取り組んでいます

お食事の方に提示で
通常平日120分のところ150分（2時間30分）
通常土・日・祝90分のところ120分（2時間）に延長

焼き立てパンとサンドウィッチ
山小屋風店舗

500円以上お買い上げの方に提示で50円引き

5階にある当館の大浴場は眺望抜群
お風呂から雄大な蔵王連峰がご覧頂けます

日帰り入浴料金が提示で
600円→500円に割引き

サービスでお茶・コーヒー・ご試食ご用意して
おります
第1・3水曜日
10時00分〜19時00分 （営業している月もあります）
煎餅手焼き体験ができます
（1枚108円/11:00〜17:00）

ジャンル

お買い物

お食事

お買い物

温泉

煎餅工房さがえ屋
山形市
山形南店

023-646-3901

二ツ橋

山形市 炭火焼肉 ミート ミート

023-600-3559

みはらしの丘
二丁目

11時30分〜14時00分
17時30分〜22時00分

日曜日

山形市みはらしの丘にある焼肉屋です
気持ちの良い土地です

お食事された方に提示でデザート（アイス）サービス

023-666-6015

みはらしの丘
二丁目

8時00〜18時00分

木曜日

おいしい空気とおいしいパン
みはらしの丘に食べに来ませんか！

パンをお買い上げの方に提示でパン代1割引き

お買い物

023-633-6985

テレビ塔前

9時00分〜16時00分

お買い上げの方に提示で1割引き

お買い物

天童市 天童ホテル

023-654-5511

天童温泉

天童市 ホテル王将

023-653-3155

天童温泉

023-654-2211

天童温泉

023-654-6555

天童温泉

洋菓子の工房
山形市 シェ・ミオ

みはらしの丘店

山形市

峠のまんじゅう
（山形市土坂427）

天童市 ほほえみの宿

天童市 広重美術館

滝の湯

日帰り入浴利用
11時30分〜15時00分

日帰り入浴利用
11時00分〜16時00分

日帰り入浴利用
11時30分〜14時30分
4月〜10月
9時00分〜18時00分
11月〜3月
9時00分〜17時00分

西蔵王の山道沿いにある小さなお菓子屋さんです
毎週水曜日
第2・4日曜日 まんじゅうだけではなく洋菓子も販売しています
（加えて臨時休業あり） お茶のお供にいかがでしょうか

お買い上げの方に提示でお味見煎餅プレゼント

お買い物

お食事

不定期

日帰り入浴11時30分〜15時00分
入浴料金1,000円（税込）

日帰り入浴の方に提示でバスタオルサービス

温泉

お問い合わせ
ください

日帰り入浴11時00分〜16時00分
入浴料金700円（税込）

日帰り入浴の方に提示で
コーヒー（ホット又はアイス6月〜9月末）１杯プレゼント

温泉

水曜日
火曜日
（祝日の場合は翌日）
毎月末3日間（不定）
展示替のため休館

伝統的な和の心地良さを感じる人と自然にやさしい宿 提示で日帰り入浴800円→500円に割引き

月替わりでさまざまな浮世絵がお楽しみいただけます
入館された方に提示でポストカードプレゼント
ぜひお越しください
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温泉

観光施設

やまがた一日乗車券＆シルバー定期券 特典店舗・施設一覧
エリア

天童市

店舗・施設名
いなほきっちん
（天童市役所1階食堂）

天童市 出羽桜美術館

寒河江市

寒河江温泉
シンフォニー本館内
三味亭（サンミテイ）

上山市 リナワールド

電話番号

最寄りバス停

営業時間

定休日

090-4046-5064

天童市役所口

11時00分〜14時00分

土・日・祝日

9時30分〜17時00分

（祝日の場合は翌日）
年末年始
展示替期間

023-654-5050

往路：北目口
復路：一日町

0237-85-2131

寒河江
17時00分〜22時00分
バスターミナル

023-672-1614

リナワールド
又は
金瓶南

（入館は16時30分まで）

10時00分〜16時30分

月曜日

中條屋
（上山市沢丁6-7）

上山市 仙渓園 月岡ホテル

上山市 果実の山 あづま屋

上山市 葉山館

023-672-0329

めんごりあ角

023-672-1212

めんごりあ角

023-672-2222

023-672-0885

めんごりあ角

6時30分〜17時00分

利用可能時間
13時00分〜17時00分

天童市役所1階にある、いなほきっちん
ワンコイン（500円）の日替りランチから
そば・うどん・ラーメンとメニューも豊富です

特典内容
お食事された方に提示でコーヒー１杯サービス

国の登録有形文化財の日本家屋で出羽桜酒造（株）の
三代目社長、仲野清次郎が収集した美術品を展示して 提示で入館料10％割引き
おります

不定休

寒河江温泉シンフォニー本館内にある三味亭
すき焼きとしゃぶしゃぶの専門店です
山形県産のお肉を用意してお待ちしております

火曜日

園内の飲食施設
光・自然・水があふれる遊園地、約30種の
【ファーストフーズ・ツイン】又は
アトラクションがあり小さなお子様からおじいちゃん
【ファーストフーズプラザ】にて
おばあちゃんまで家族みんなで楽しめます
提示でソフトドリンク1杯無料（200円のものに限る）

（リナワールド西）

上山市

店舗ＰＲ

2018年10月１日現在

創業文久2年 早朝より出来立ての饅頭を販売して
おります
(祝日の場合営業) 少し大ぶりで褐色のやわらかい黒糖味の皮に
甘いあんを上品に包みこんでおります
基本水曜日

不定休

高松葉山

お食事された方に提示で
食後のアイスクリームをサービス

箱で購入の方に提示で饅頭２ヶサービス

お食事

観光施設

お食事

お食事

お買い物

「創業370年」月岡城外濠跡の日本庭園に
囲まれ老舗の宿

提示で基本宿泊料金（1泊2食付）
5％割引き（本人のみ）

温泉

最上階の展望大浴場に加え桧と御影石の貸切風呂も
好評です
四季折々のお料理とおもてなしの心で

提示で
貸切露天風呂 通常3,240円のところ2,600円に割引き
展望大浴場 通常1,000円のところ800円に割引き
1階四季彩オリジナルソフトクリーム通常400円の
ところ350円に割引き

温泉

全室温泉付きお部屋
静かな和風旅館です

ご宿泊ご予約時シルバー定期券持参の件お伝えください
そして当日お持ちください
本人及び同行者1名に限り宿泊代から1,000円を
お引きします
ご予約は直接のお申込み及び自社ホームページからの
ご予約に限ります

温泉

物産品のお買い上げ時に提示でご利用金額より5％引き
お酒・農産物・飲食部門（ラ・ベール）での利用は除く

お買い物

道の駅
川のみなと長井

0238-87-1121

道の駅
9時00分〜18時00分
川のみなと長井

なし

置賜地区の観光の窓口
物産品も豊富に取りそろえております

長井市 長沼合名会社
（長井市十日町1-1-39）

0238-88-2007

往路：大町
復路：十日町角 10時00分〜17時00分
(長井市)

元旦

大正5年創業 水の豊かな長井市で昔ながらの手造りに お酒をお買い上げいただいた方に
こだわり魅力ある日本酒を造り出します
提示で酒粕をプレゼント

長井市

ジャンル
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お買い物

