
① 「まちナビカードコーナー」で① 「まちナビカードコーナー」で
　　カードをGET！　　カードをGET！(無料）(無料）

  

加茂水族館と
酒田夢の倶楽

（山居倉庫）に
あるよ

②お店に行ってカードを提示②お店に行ってカードを提示

③③カード記載のカード記載の
特典が特典が

受け取れます！受け取れます！
例：【ドリンクサービス】

  �【デザートサービス】

  �【10％OFF】

���【ミニプレゼント】

����������������������������������etc.

�

庄内エリア庄内エリアの旅をもっと楽しくの旅をもっと楽しく
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❶ 鶴岡市 味街道エスモール店
❷ 鶴岡市 味街道ゆ～ Town店
❸ 鶴岡市 いでは文化記念館
❹ 鶴岡市 月山ワイン山ぶどう研究所
❺ 鶴岡市 CAFE&DINING  EAST

★ ❻ 鶴岡市 鶴岡市立加茂水族館
❼ 鶴岡市 清川屋鶴岡インター店
❽ 鶴岡市 清川屋鶴岡本店
❾ 鶴岡市 九兵衛旅館
10 鶴岡市 蔵屋敷 LUNA
11 鶴岡市 寿司処三幸

12 鶴岡市 庄内観光物産館味街道
ファーストフード

13 鶴岡市 庄内観光物産館庄内庵
14 鶴岡市 住吉屋菓子舗
15 鶴岡市 大和交通株式会社
16 鶴岡市 奥湯野浜温泉龍の湯
17 鶴岡市 珠玉や
18 鶴岡市 豊海屋菓子店
19 鶴岡市 HOUSE 清川屋
20 鶴岡市 羽黒山レストハウス

21 鶴岡市 ピノ･コッリーナ・ファームガーデン＆
ワイナリー松ヶ岡

22 鶴岡市 株式会社本長

23 鶴岡市 道の駅「あつみ」しゃりん
24 鶴岡市 もんとあ～る白山店
25 酒田市 アイアイひらた
26 酒田市 居酒屋六歌仙
27 酒田市 清川屋酒田イオン南店
28 酒田市 清川屋酒田駅店
29 酒田市 清川屋庄内空港店
30 酒田市 お米の菓子工房コメル

★ 31 酒田市 酒田夢の倶楽
32 酒田市 三代目兵六玉
33 酒田市 山王くらぶ
34 酒田市 食彩工房いちご畑

35 酒田市 書の庵
36 酒田市 寿司・割烹鈴政
37 酒田市 漬物の梨屋
38 酒田市 土門拳記念館

39 酒田市 Felicita Total Beauty 
Salon

40 酒田市 焼肉翠苑みずほ店
41 酒田市 らーめん哲

42 三川町 フランス料理
ビストロ・デ・ポン

43 庄内町 庄内町ギャラリー温泉町湯
44 庄内町 FELICITA ＋
45 戸沢村 いきいきランドぽんぽ館

★は、まちナビカードコーナー設置個所です。



「庄内まちナビカード」一覧表

№ 施設・店舗等名称 ジャンル 特典 市町村

1 味街道 エスモール店 飲食店 通常価格600円のふるさと中華を500円で提供 鶴岡市

2 味街道 ゆ～Town店 飲食店 食堂を利用された方に、ミニソフトクリーム1個をプレゼント 鶴岡市

3 いでは文化記念館 観光施設 有料入館された方、売店を利用した方に、オリジナルポストカード1枚をプレゼント 鶴岡市

4 月山ワイン山ぶどう研究所 小売店 ワインお買い上げの方に、ワインコルクスクリューをプレゼント 鶴岡市

5 CAFE&DINING EAST 飲食店 お食事の方に、ミニデザートをサービス 鶴岡市

6 鶴岡市立 加茂水族館 観光施設 ショップ「海月灯り」でのお買い上げ1,000円以上で、100円を割引き 鶴岡市

7 清川屋 鶴岡インター店 小売店 お買い上げ1,000円以上で、お菓子1個をプレゼント 鶴岡市

8 清川屋 鶴岡本店 小売店 お買い上げ1,000円以上で、お菓子1個をプレゼント 鶴岡市

9 九兵衛旅館 宿泊施設 利用1室につき、庄内米はえぬき1合をプレゼント 鶴岡市

10 蔵屋敷LUNA 飲食店 お食事の方に、ソフトドリンク1杯をサービス 鶴岡市

11 寿司処 三幸 飲食店 来店された方に、店主おすすめ旬の握り寿司1貫をサービス 鶴岡市

12 庄内観光物産館 味街道ファーストフード 飲食店 全メニュー通常料金から10％割引き 鶴岡市

13 庄内観光物産館 庄内庵 飲食店 全メニュー通常料金から10％割引き 鶴岡市

14 住吉屋菓子舗 小売店 お買い上げ1,000円以上で、代金から20％割引きと、銘菓たきたろうサブレーを1枚プレゼント 鶴岡市

15 大和交通株式会社 タクシー タクシー利用の方に、ドリンク1本をプレゼント 鶴岡市

16 奥湯野浜温泉 龍の湯 宿泊施設 ダイニング甍で700円以上飲食された方に、ソフトドリンク1杯をサービス 鶴岡市

17 珠玉や 宿泊施設 利用1室につき、庄内米はえぬき1合をプレゼント 鶴岡市

18 豊海屋菓子店 小売店 菓子お買い上げの方に、菓子詰合せ1袋をプレゼント 鶴岡市

19 HOUSE清川屋 小売店 お買い上げ1,000円以上で、お菓子1個をプレゼント 鶴岡市

20 羽黒山レストハウス 小売店 ソフトクリームもしくはコーヒーを各50円割引き 鶴岡市

21 ﾋﾟﾉ･ｺｯﾘｰﾅ・ﾌｧｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ＆ﾜｲﾅﾘｰ松ヶ岡 飲食店 ランチコースご利用の方に、食後のデザートをサービス 鶴岡市

22 株式会社本長 小売店 買い物された方に、ミニ漬物をプレゼント 鶴岡市

23 道の駅「あつみ」しゃりん 道の駅 外バザールにて、ホットコーヒー1杯を無料で提供 鶴岡市

24 もんとあ～る白山店 小売店 「白山茶寮」にて、ホットコーヒー・アイスコーヒーを50円割引き 鶴岡市

25 アイアイひらた 日帰り温泉 入浴、食事、買い物された方に、湯の塩カップアイス1個をプレゼント 酒田市

26 居酒屋六歌仙 飲食店 生ビール中ジョッキ、ハイボール、ウーロン茶、ジュースのいずれか1杯をサービス 酒田市

27 清川屋 酒田イオン南店 小売店 お買い上げ1,000円以上で、お菓子1個をプレゼント 酒田市

28 清川屋 酒田駅店 小売店 お買い上げ1,000円以上で、お菓子1個をプレゼント 酒田市

29 清川屋 庄内空港店 小売店 お買い上げ1,000円以上で、お菓子1個をプレゼント 酒田市

30 お米の菓子工房 コメル 小売店 会計時に、カットばうむ（プレーン）1個をプレゼント 酒田市

31 酒田夢の倶楽 小売店 つや姫ソフトクリームを購入の方に、50円割引き 酒田市

32 三代目兵六玉 飲食店 料理1品以上注文の方に、各ハイボール、各種酎ハイ、ソフトドリンクのいずれか1杯をサービス 酒田市

33 山王くらぶ 観光施設 入館料を10％割引き 酒田市

34 食彩工房 いちご畑 小売店 お買い上げ1,000円以上で、代金から300円を割引き 酒田市

35 書の庵 小売店 店内商品全品を5％割引き 酒田市

36 寿司・割烹 鈴政 飲食店 お寿司1人前注文につき、地魚の寿司1貫をサービス 酒田市

37 漬物の梨屋 小売店 お買い上げ1,080円以上で、福神漬（70ｇ）1袋をプレゼント 酒田市

38 土門拳記念館 観光施設 入館された方に、土門拳オリジナルポストカードをプレゼント 酒田市

39 Felicita Total Beauty Salon エステサロン 一部施術を定価から30％割引き、各種サプリメント商品等を5％割引き 酒田市

40 焼肉翠苑みずほ店 飲食店 17時以降に食事された方に、代金から8％を割引き 酒田市

41 らーめん哲 飲食店 来店された方に、代金から50円を割引き 酒田市

42 フランス料理 ビストロ・デ・ポン 飲食店 お食事の方に、自家製ケーキ1個をサービス 三川町

43 庄内町ギャラリー温泉 町湯 日帰り温泉 大人入浴料を50円割引き、小人入浴料を20円割引き 庄内町

44 FELICITA＋ 飲食店 ドリンク・フードメニューを5％割引き 庄内町

45 いきいきランド ぽんぽ館 日帰り温泉 入浴料を10％割引き 戸沢村


