みんぐるメンバーズ 協力店

みんぐるメンバーズのメールマガジンに付いているクーポンを協力店に提示していただくことで、
下記の店舗にて特別サービスが受けられます！

いっこ寿司

いのこ家 山形田

お会計より
5 ％割引

1 回のお買い物につき

20円引き

10％割引
住所 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル1F

TEL 023-642-8555

TEL 023-647-0655

定休日 無休

2020年9月10日現在

おやつ屋さん

お会計より

住所 山形市香澄町1-10-1
営業時間 18:00〜24:00

やまぎん県民ホール友の会
「みんぐるメンバーズ」で
山形をもっと楽しもう♪

住所 山形市城南町2-6-16
TEL 023-646-1344

営業時間 9:30〜19:00

定休日 日曜（日曜〜月曜連休の週有り）

営業時間 17:00〜23:00 ※当面の間は17:00〜21:00

定休日 第一月曜

オリオンカフェ

割烹 利休

旬菜四季 ひろぜん

（日曜休み）

モーニング・フレンチトースト
セット 430円 → 350円

500円のお通し代

ランチ・ステーキ丼

サービス

630円 → 560円

夜・3,800円コース料理
以上のご注文で

5％割引

住所 山形市十日町4-1-4

住所 山形市香澄町1-4-5 マルイビルB1

住所 山形市城南町1-1-1-24F

TEL 023-628-2161

TEL 023-641-2389

TEL 023-685-8760

営業時間 7:30〜16:00

定休日 土・日・祝日

Sky Fall（スカイフォール）

営業時間 18:00〜24:00

定休日 火曜

定休日 不定休

営業時間 11:30〜14:30 / 17:30〜21:00

鳥緑

鶏や あさぎ

お食事のお客様に
ランチタイム（ソフトドリンク）

お食事の方に

お食事ご利用のお客様へ

ディナータイム（アルコール or

ドリンク1杯サービス

デザート無料サービス

ソフトドリンク）1杯サービス

住所 山形市香澄町2-3-36 山田ビル3F

住所 山形市松見町20-10

住所 山形市香澄町1-21-28

TEL 023-674-0428

TEL 023-674-8447

TEL 023-687-1484

営業時間 11:30〜25:00

定休日 日曜

ブルーマーケットブラザーズ
クレームブリュレ
350円 → 100円 に
サービス

定休日 月曜

営業時間 11:30〜14:00 / 17:00〜23:00

営業時間 17:30〜22:00

森の季

山形の居酒屋 しあわせや
お食事ご利用のお客様へ

デザートサービス

住所 山形市香澄町1-6-6-2F

住所 山形市香澄町2-1-21

TEL 023-625-3350

TEL 023-665-5919

営業時間 17:00〜24:00

定休日 日曜、月曜

和風肉料理 佐五郎
お食事ご利用のお客様へ

地酒または山形県産赤ワイン

1 杯サービス

ウェルカムドリンクと
お会計より 5％割引
住所 山形市香澄町1-14-2 清野ビル1F
TEL 023-624-4567

営業時間 18:00〜22:00

定休日 日曜

定休日 不定休

アイビー化粧品 小山営業所
ご来店のお客様へ

ミニ試供品プレゼント

営業時間 16:30〜24:00

定休日 月曜（祝日の場合は火曜）

ふとん工房ふるうち
お会計より5％引き
フェイスタオルプレゼント
ぽんぽこポイント2倍

住所 山形市香澄町1-6-10 TEL 023-631-3560

住所 山形市城南町1-6-6

住所 山形市城南町2-7-21

営業時間 11:30〜14:00 / 17:00〜21:00

TEL 023-644-1366

TEL 023-643-0560

定休日 日曜（月曜祝日の場合、営業翌月曜休み）

定休日 日曜、月曜、祝日

営業時間 10:00〜20:00

営業時間 9:00〜18:30

定休日 火曜

※各店のサービスを受ける際は、みんぐるメンバーズのメールマガジンに付いているクーポンの提示が必要です。
※各協力店特典と他割引等は併用できません。※営業時間、定休日等は変更となる場合がございます。詳しくは各店に直接お問い合わせください。

みんぐるメンバーズ 協力店

やまぎん県民ホール友の会
「みんぐるメンバーズ」で
山形をもっと楽しもう♪

みんぐるメンバーズのメールマガジンに付いているクーポンを協力店に提示していただくことで、
下記の店舗にて特別サービスが受けられます！

エムアイプラザ 三越山形店
3,000円（税込）以上
お買い上げの方に
粗品進呈

酒菜一
準備中

山形本店
お会計より

5％割引

住所 山形市香澄町3-2-1 山交ビル1F

住所 山形市城南町1-7-7

TEL 023-615-1262

TEL 023-641-0255

営業時間 10:00〜19:00

定休日 元日

準備中

箏教室
初回 体 験 無 料

TEL 023-628-2161

営業時間 9:00〜15:00

定休日 土・日・祝
山形まるごと館 紅の蔵

山形まるごと館 紅の蔵

街なか情報館
限定3色キャンディー
プレゼント

宿泊の方にミネラルウォーター
お一人様に1本プレゼント

浦山茂子

住所 山形市十日町4-1-4（オリオンカフェ内）

定休日 日（連休の場合最終日）

営業時間 18:00〜23:00

山形七日町ワシントンホテル

2020年9月10日現在

Cafe&Dining 990
平日限定
ランチ・ディナーで使用
できる990ポイントカード

2倍

住所 山形市七日町1-4-31

住所 山形市十日町2-1-8

住所 山形市十日町2-1-8

TEL 023-625-1111

TEL 023-679-5101

TEL 023-679-5103

定休日 なし

営業時間 24時間営業

そば処

郷土料理

紅山水

お食事の方に

ソフトドリンク
1杯サービス

営業時間 10:00〜18:00

営業時間 11:00〜21:00

ホテルメトロポリタン山形

ホテルメトロポリタン山形

日本料理・鉄板焼き「最上亭」

お料理・お飲み物

5％割引

5％割引

住所 山形市香住町1-1-1

TEL 023-679-5102

TEL 023-628-1188

営業時間 11:00~15:00 / 17:00〜21:00

ブラッスリー＆バー「ラ ガレ」

お料理・お飲み物

住所 山形市十日町2-1-8
定休日 月曜（祝日営業）

定休日 水曜（祝日営業）

定休日 なし

営業時間 6:30〜21:00

住所 山形市香澄町1-1-1
TEL 023-623-1188
定休日 なし

営業時間 9:00〜23:00

定休日 なし

※各店のサービスを受ける際は、みんぐるメンバーズのメールマガジンに付いているクーポンの提示が必要です。
※各協力店特典と他割引等は併用できません。※営業時間、定休日等は変更となる場合がございます。詳しくは各店に直接お問い合わせください。

