
鶴岡⼩売酒販組合加盟店⼀覧
※ ⼀部店舗では庄内酒まつり商品を取り扱っていない場合がございます。
  実際の商品の取り扱いについては各店舗にお問い合わせください。

№ 住所１ 住所2 店舗名

1 鶴岡市 本町⼆丁⽬３－３７ 鯉川⽀店

2 鶴岡市 ⽂下字久保⽥１４２ 酒の荘内屋

3 鶴岡市 双葉町１－１０ 斎藤⾖冨店

4 鶴岡市 ほなみ町９－３５ マックスバリュ 鶴岡南店

5 鶴岡市 ⽩⼭⻄⽊村１９－１ マックスバリュ ⽩⼭店

6 鶴岡市 藤波５丁⽬１－１ マックスバリュ 藤島

7 鶴岡市 ⿏ヶ関奥⽥１６ マックスバリュ あつみ店

8 鶴岡市 本町⼀丁⽬６－２ 主婦の店 銀座店

9 鶴岡市 錦町１４－３ 主婦の店 イーネ駅前店

10 鶴岡市 千⽯町７－８１ 主婦の店 mina店

11 鶴岡市 ⼤⻄町２７－２７ 主婦の店 ⼤⻄店

12 鶴岡市 美原町２９－４０ 主婦の店 美原店

13 鶴岡市 友江町１８－２０ 主婦の店 ⼤⼭店

14 鶴岡市 東新斎町７－７１ 主婦の店 IZMO新斎店

15 鶴岡市 美咲町３－１３ 主婦の店 パル店

16 鶴岡市 本町⼀丁⽬７－２２ 斎藤酒店

17 鶴岡市 本町⼀丁⽬９－２９ 笹原商店

18 鶴岡市 昭和町１０－７ 早坂⾷品

19 鶴岡市 昭和町１０－２５ 國松屋

20 鶴岡市 ⼤東町１６－１７ ⼩池商店

21 鶴岡市 ⼭王町３－１４ でがんす

22 鶴岡市 ⼭王町２－１６ 三友商会

23 鶴岡市 ⼭王町８－１８ ⽯川酒店

24 鶴岡市 ⼭王町９－２５ ⽊村屋 本店

25 鶴岡市 新形町１８－５ フードショップまるきち

26 鶴岡市 本町三丁⽬９－２１ ⻑澤酒店

27 鶴岡市 井岡字和⽥３２７－１９ ⽯川酒店

28 鶴岡市 美原町5-20     セブンイレブン鶴岡美原店

29 鶴岡市 ⼩真⽊原町5-11 ファミリーマート鶴岡スタジアム店

30 鶴岡市 ⻘柳町３６－３０ ローソン⻘柳町店

31 鶴岡市 ⽇吉町２－５ ⾼沢酒店

32 鶴岡市 末広町６－５ 本⻑商店

33 鶴岡市 宝町２－４０ 京⽥屋酒店

34 鶴岡市 ⼤宝寺町７－４６ ショップかとう

35 鶴岡市 切添町１８－１６ hot-酒-ya



36 鶴岡市 余慶町１－２ 鶴岡協同の家こぴあ

37 鶴岡市 ⼤⼭⼆丁⽬２－１０ コープ⼤⼭

38 鶴岡市 ⻑者町８－２５ コープ千⽯

39 鶴岡市 切添町１７－１５ コープ切添

40 鶴岡市 ⻘柳町３７－６ コープ⻘柳

41 鶴岡市 末広町５－１ 鶴岡駅前マリカ⻄館１F 鶴岡本店

42 鶴岡市 美咲町３３－２１ 鶴岡インター店

43 鶴岡市 ⾺場町８－１３ 鶴岡商⼯会議所会館１F HOUSE清川屋

44 鶴岡市 宝⽥⼆丁⽬９－５９ ⽩新商会

45 鶴岡市 末広町１－１ NEWDAYS 鶴岡

46 鶴岡市 新海町５－２２ 佐⽂屋

47 鶴岡市 新海町２６－１８ 諏訪富商店

48 鶴岡市 みどり町２９－２１ 百瀬商店

49 鶴岡市 布⽬字中通８０－１ 庄内観光物産館

50 鶴岡市 ⽻⿊町⼿向字⽻⿊⼭３３（⽻⿊⼭⼭頂） ⽻⿊⼭レストハウス

51 鶴岡市 ⽥⻨俣字六⼗⾥⼭７ 湯殿⼭レストハウス

52 鶴岡市 ⼤⼭⼀丁⽬２４－２７ 伊藤良吉酒店

53 鶴岡市 ⼤⼭⼆丁⽬３９－１８ 信屋酒店

54 鶴岡市 ⼤⼭三丁⽬１２－９ 佐藤仁太郎酒店

55 鶴岡市 辻興屋字三丁場25-68 セブンイレブン鶴岡⻄郷店

56 鶴岡市 ⻑崎甲１－３ ⻑崎茶屋

57 鶴岡市 加茂字⼤崩４５３ 嶺⽥酒店

58 鶴岡市 油⼾４３７ 佐藤嘉男酒店

59 鶴岡市 湯野浜⼆丁⽬1-1 かじや商店

60 鶴岡市 湯野浜字浜泉444-38 ファミリーマート鶴岡湯野浜店

61 鶴岡市 湯⽥川甲31-2 菅原商店

62 鶴岡市 関根丙50-2 源屋商店

63 鶴岡市 みずほ16番地4 五⼗嵐蔵治商店

64 鶴岡市 由良三丁⽬1-55 川⼝商店

65 鶴岡市 三瀬戊402 ⽯塚きよし酒店

66 鶴岡市 勝福寺字泉⼭20-2 菅原商店

67 鶴岡市 ⾼坂字楯之下45 ⽯川酒店

68 鶴岡市 ⻘⻯寺字村下95 茂⽊酒店

69 鶴岡市 ⿊川字⼤杉川原346 成⽥商店

70 鶴岡市 ⿊川字⼤杉70 秋⼭酒店

71 鶴岡市 ⿊川字⼩在家34 ⾷料品 みやざき

72 鶴岡市 宝⾕字菖蒲池115 畠⼭商店

73 鶴岡市 丸岡字町ノ内141 前⽥商店

74 鶴岡市 ⻄荒屋字川原⽥146 ⼩島電器商店



75 鶴岡市 板井川字⽚茎88 鈴⽊糀屋商店

76 鶴岡市 松根字下松根233 佐藤酒店

77 鶴岡市 熊出字⻑表100-2 Ｙショップやまよ

78 鶴岡市 熊出字⽇鑓18 佐藤栄九郎商店

79 鶴岡市 下名川字落合118 ⼤舘商店

80 鶴岡市 ⼤針字⼩松沢⼝３９ 松本商店

81 鶴岡市 東岩本字北野124 コンビニエンスみやざき

82 鶴岡市 中野新⽥字居村58 有賀酒店

83 鶴岡市 ⼤⿃字⾼岡55-24 ⼯藤朝男商店

84 鶴岡市 ⽻⿊町⼿向292 芳賀酒店

85 鶴岡市 ⽻⿊町⼿向298 渡辺仁右衛⾨酒店

86 鶴岡市 ⽻⿊町⼗⽂字字⼗⽂字18-1 ⾼橋酒店

87 鶴岡市 ⽻⿊町町屋字薬師21 ⾼橋政春酒店

88 鶴岡市 ⽻⿊町荒川字上の⼭1-6 ⽻⿊ストア

89 鶴岡市 ⽻⿊町細⾕字北⽥121-1 庄司酒店

90 鶴岡市 ⽻⿊町川代字川代⼭406 漬物の⾥

91 鶴岡市 渡前字中屋敷17 斎藤伝九郎商店

92 鶴岡市 藤島字笹花56-23 酒のよねぞう

93 鶴岡市 藤島字古楯跡45 松栄堂菓⼦舗

94 鶴岡市 野⽥⽬字家ノ腰80 ⾦⼭商店

95 鶴岡市 川尻字上の前11 栄屋

96 鶴岡市 添川字楯之沢144-1 ⼩杉酒店

97 鶴岡市 ⼾沢甲71-9 伊藤酒店

98 鶴岡市 ⼭五⼗川丙185 三浦酒店

99 鶴岡市 五⼗川⼄111 はまかじ商店

100 鶴岡市 五⼗川丙57 佐藤酒店

101 鶴岡市 温海⼄21 奥井酒店

102 鶴岡市 温海戊361-2 粕⾕酒店

103 鶴岡市 湯温海甲218 萬来屋酒店

104 鶴岡市 湯温海甲261 ⽇⽇喜商店

105 鶴岡市 湯温海丁1 萬国屋

106 鶴岡市 湯温海丁3 たちばなや

107 鶴岡市 ⼀霞31 五⼗嵐菊⼦商店

108 鶴岡市 槙代甲80 庄司酒店

109 鶴岡市 越沢⼄40-2 五⼗嵐商店

110 鶴岡市 早⽥丙24-5 加茂屋酒店

111 鶴岡市 早⽥字⼾ノ浦６０６ しゃりん

112 鶴岡市 ⿏ヶ関⼄72-2 ⼤川屋商店

113 三川町 横川字家岸66 ⽯栗商店



114 三川町 横⼭字堤191-5 スーパーラコス

115 三川町 東沼字村岸18 堀井光⼀商店

116 三川町 猪⼦字旭⾕地61-1 ⻩⾦屋商店

117 三川町 猪⼦字和⽥庫128-1 イオン三川店

118 三川町 成⽥新⽥字前⽥元303 にしむら庄内⽀店

119 庄内町 狩川字⼩野⾥13 安藤商店

120 庄内町 余⽬滑⽯５７－１ マックスバリュ 余⽬店

121 庄内町 狩川字今岡59-1 上野屋書店

122 庄内町 家根合字菖蒲島128-1 冨樫酒店

123 庄内町 久⽥字久⽥85 坂本酒店

124 庄内町 余⽬字沢⽥123-1 兼古商店

125 庄内町 千河原字前野99 後藤初太郎商店

126 庄内町 余⽬新⽥字向町10 佐々⽊酒店

127 庄内町 堀野字上堀野17 佐藤⻑助商店

128 庄内町 吉岡字東北裏12 かどや酒店

129 庄内町 余⽬字三⼈⾕地4 うめかわ

130 庄内町 余⽬字沢⽥１０８－１ なんでもバザール・あっでば

131 庄内町 余⽬字三⼈⾕地172 Ａｺｰﾌﾟあまるめ

132 庄内町 提興屋字野岡26 遠⽥酒店

133 庄内町 南野字北浦41 はちや

134 庄内町 ⼩出新⽥字芋畑割31 中村酒店

135 庄内町 ⻄袋字駅前59 佐藤伊作


