
庄内まちナビカード庄内まちナビカード
庄内エリア＆戸沢村の庄内エリア＆戸沢村の

いろんなお店のお得な特典がいろんなお店のお得な特典が
受けられる、　　　のカードです。受けられる、　　　のカードです。

  
庄内エリアの周遊に庄内エリアの周遊に

ぜひご利用ください。ぜひご利用ください。

無料無料

実施期間：令和4年7⽉〜令和5年6⽉

参加施設：63施設

発  ⾏：庄内観光コンベンション協会

お得な
お得なカード
カード
配布中
配布中

※施設・店舗によっては

 カード有効期間終了が

 早まる場合があります。



カード
番号 施設・店舗名 特　　典 種　類 市町村

1 足湯カフェ　チットモッシェ ソフトクリーム50円引き 飲食店

2 味街道エスモール店 ふるさと中華500円で提供 飲食店

3 味街道ゆ～Town店 ミニソフトクリームプレゼント 飲食店

4 いでは文化記念館 オリジナルポストカード1枚プレゼント 観光施設・
道の駅

5 うなぎ若林 小鉢1品サービス 飲食店

6 エントランスベーグル＆コーヒー わさびマヨローストビーフサンドのドリンクセットを700円で提供 飲食店

7 お食事処　桂や チキンカツ定食700円で提供 飲食店

8 月山ワイン山ぶどう研究所 ワインコルクスクリュープレゼント 小売店

9 鶴岡市立加茂水族館
ショップ「海月灯り」でのお買い物100円引き

（1,000円以上のお買い物にて）
観光施設・

道の駅

10 清川屋　鶴岡インター店 お買い上げ1,000円以上でお菓子を1個プレゼント 小売店

11 清川屋　鶴岡本店 お買い上げ1,000円以上でお菓子を1個プレゼント 小売店

12 九兵衛旅館 庄内米はえぬき1合プレゼント 宿泊施設

13 こまぎの湯 大人入浴料550円→500円 日帰り温
泉

14 庄内観光物産館　 味街道ファーストフード 全メニュー10％割引 飲食店

15 庄内観光物産館 庄内庵 全メニュー10％割引 飲食店

16 庄内ホルモン　鶴岡店 和牛ホルモン1人前サービス 飲食店

17 寿司処　三幸 店主おすすめ旬の握り1貫サービス 飲食店

18 スタジオセディック 入場料100円割引
観光施設・

道の駅

19 竹屋ホテル 宿泊者の方へ大人生ビール1杯、子供ソフトドリンク1本 宿泊施設

20 珠玉や 庄内米はえぬき1合プレゼント 宿泊施設

21 漬物の里 そば屋福湊庵

①漬物の里自社商品に限り10％割引
②福湊庵 当店指定メニューにて100円引き
③公式LINEをお友達登録で★だだちゃソフトを250円を200円でご提供
                 ★漬物の里　当店指定商品にてよりどり3個で500円

飲食店

22 とらんすぱらん ワンドリンクサービス 飲食店

23 日本料理いずみ ソフトドリンク　ワンドリンクサービス 飲食店

24 BAR紫蘭 1,000円以上飲食のお客様へ300円割引 飲食店

25 HOUSE清川屋 お買い上げ1,000円以上でお菓子を1個プレゼント 小売店

26 羽黒山レストハウス ソフトクリーム、もしくはコーヒーを各50円引き 小売店

27 道の駅「あつみ」しゃりん ホットコーヒー1杯無料 観光施設・
道の駅

28 麺処鵬匠 わらび餅サービス 飲食店

29 森茂八商店 1,000円以上お買上げで、50円引き 小売店

30 もんとあ～る白山店 「白山茶寮」でホットコーヒー・アイスコーヒーを50円引き 小売店

31 由良温泉八乙女 各種追加料理　10％OFF 宿泊施設

32 和洋食割烹　紅屋 ソフトドリンク　ワンドリンクサービス 飲食店

庄内まちナビカード　参加店一覧　（計63施設）
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カード
番号 施設・店舗名 特　　典 種　類 市町村

33 うなぎ割烹　治郎兵衛 もち米しゅうまい「女鶴秀米」1個サービス 飲食店

34 大泉みなと市場店 鳥海高原ソフトクリーム50円引き 小売店

35 割烹・食堂　花の家 800円以上ご利用で50円引き 飲食店

36 割烹食堂伊豆菊・すし処武蔵 グラスビール１杯又は地酒１合 サービス　 飲食店

37 清川屋　酒田イオン南店 お買い上げ1,000円以上でお菓子を1個プレゼント 小売店

38 清川屋　酒田駅店 お買い上げ1,000円以上でお菓子を1個プレゼント 小売店

39 清川屋　庄内空港店 お買い上げ1,000円以上でお菓子を1個プレゼント 小売店

40 串カツ居酒屋乙杯 お会計合計から5％お値引き 飲食店

41 酒田夢の倶楽 つや姫ソフトクリーム50円引き 小売店

42 三代目兵六玉 角ハイボール・各種酎ハイ・ソフトドリンクいずれか1杯サービス 飲食店

43 山王くらぶ 入館料10％OFF
観光施設・

道の駅

44 庄内ホルモン　酒田店 和牛ホルモン1皿プレゼント 飲食店

45 寿司・割烹　鈴政 地魚1貫サービス 飲食店

46 西洋割烹花月 自家製シャーベットを1個プレゼント 飲食店

47 手打ちそば出羽 お一人様につき100円引 飲食店

48 土門拳記念館 オリジナルポストカードプレゼント 観光施設・
道の駅

49 ペンギンカフェ酒田 ソフトクリーム340円⇒290円（50円引き） 飲食店

50 麻婆ヌードル　 TABELette　（タベレッテ) ソフトドリンク無料 飲食店

51 三日月軒　東中の口店 麺類全品50円引き 飲食店

52 麵屋　新三 味付け玉子1個サービス 飲食店

53 麺処　あべ 全品50円引き 飲食店

54 焼肉翠苑　みずほ店 お食事代より8％引 飲食店

55 らーめん哲 50円引きサービス 飲食店

56 楽食家　たちかわ 会計時に100円引き 飲食店

57 フランス料理　ビストロ・デ・ポン 自家製アイス1個サービス 飲食店 三川町

58 庄内町ギャラリー温泉 町湯 大人入浴50円引・小人入浴20円引 日帰り温
泉

59 FELICITA+ ドリンク・フードメニュー等を5％OFF 飲食店

60 焼肉・ホルモンNIKU THE KURA 黒毛和牛カルビ760円で提供 飲食店

61 遊佐鳥海観光協会 鳥海山遊び心Ｔシャツ（税込み2,000円）を1,800円で提供 観光施設・
道の駅

遊佐町

62 いきいきランド　ぽんぽ館 入浴料10％OFF 日帰り温
泉

63 道の駅とざわ高麗館 500円以上のお買い上げの方に韓国のり1個プレゼント 観光施設・
道の駅

発行：庄内観光コンベンション協会（℡0235-68-2511）

戸沢村

【カード設置場所】（計8ヶ所）
＜鶴岡市＞市立加茂水族館/庄内観光物産館ふるさと本舗　＜酒田市＞酒田夢の倶楽/酒田駅前交流拠
点施設ミライニ　＜三川町＞道の駅庄内みかわ「物産館マイデル」　＜庄内町＞道の駅しょうない「風車市
場」＜遊佐町＞サンセット十六羅漢　＜戸沢村＞道の駅とざわ「モモカミの里高麗館」

酒

田

市

庄
内
町


