やまがた地鶏取扱い店舗（料理店・旅館等）
80店舗
地区

村山
(36)

最上
(17)

【H30年6月時点】
店

名

郷土料理 香味庵まるはち
郷土料理 あげつま
博多屋台まこっちゃん
そば処 紅山水
THE まぐろ番長 山形店
酒菜一
居酒屋 ＦＡＴＥ（フェイト）
食彩 播
花膳
日月庵
ホルモン 居酒屋 てんま
王様の焼肉くろぬま 山形店
鳥縁
やきとり 遊喜
炭火焼肉 meat meet
焼肉名匠 山牛 山形店
王様の焼肉くろぬま 山形西高前店
THE まぐろ番長 天童店
孫作
王様の焼肉くろぬま 天童店
山形フレンチ シェボン
どんどん亭
天童ホテル
山形蕎麦と備長炭炙り酒家 YEBISU亭
焼肉名匠 山牛 寒河江店
和食の店 パリから来た和
王様の焼肉くろぬま 寒河江店
レストラン「川かぜ」
（テルメ柏稜健康温泉館）
奥おおえ 柳川温泉
まるきん焼肉店
関野屋
割烹 きくや
DINING IZAKAYA 呑々（どんどん）
あしたば食堂
伊豆の華
能登屋旅館
大蔵山蕎麦 ねぎぼうず
福楽狸（ぶらり）
台所家
トラットリア ノンノ
彩宴
居酒屋 き乃川
若あゆ温泉
若あゆの里 産直まんさく
最上川ふるさと夢市場
四季の宿 松屋
湯宿 元河原湯
ほてい屋
串焼き処 鳥丸
みどりや旅館
わらべ唄の宿 湯の原
湯守の宿 三之亟
悠湯の宿 湯澤屋

住

所

電話番号

山形市旅篭町２-１-５
山形市緑町3-7-48
山形市七日町２-４-１８
山形市十日町2-1-8
山形市本町1-4-31 今泉ビル 1F
山形市香澄町１-７-７
山形市香澄町1-20-25
山形市香澄町２-５-１６
山形市香澄町３-１-９ B１F
山形市城南町2-2-8
山形市双葉町２-１-７１
山形市篭田3-5-6
山形市松見町20-10
山形市桜田西2-7-21
山形市みはらしの丘2-14-4
山形市旅篭町1-8-15
山形市若葉町6-33
天童市糠塚1-6-26
天童市老野森1-12-8
天童市乱川3-1-32
天童市桜町12-8-101
天童市鎌田本町1-5-16
天童市鎌田本町２-１-３
天童市南町2-8-14
寒河江市本町3-9-2
寒河江市元町4-6-15
寒河江市若葉町14-11

023-634-4108
023-631-2738
023-633-2589
023-679-5102
023-666-6634
023-641-0255
023-624-7775
023-674-6366
023-633-7272
023-643-0822
023-646-5888
023-674-9727
023-624-6767
023-642-0682
023-600-3559
023-666-6129
023-600-3104
023-665-5664
023-654-6001
023-674-7102
023-651-9533
023-654-2232
023-654-5511
023-664-1115
0237-85-1123
0237-85-1973
0237-85-6082

大江町藤田831-40

0237-62-3988

大江町柳川1502-3
大江町左沢438
大江町左沢1014-5
大江町左沢1088-1
大江町左沢880-5
大江町本郷丁373-2
尾花沢市銀山大字新畑440
尾花沢市銀山大字新畑446
大蔵村大字合海５４４－５５
新庄市若葉町７-２３sinkouビル１階
新庄市若葉町16-19
新庄市福宮1802-24
新庄市住吉町8-20
舟形町舟形109
舟形町長沢8067
舟形町舟形4421-2
戸沢村古口字草薙1525-2
大蔵村肘折温泉
大蔵村肘折温泉
最上町瀬見温泉
最上町赤倉温泉
最上町赤倉温泉
最上町富澤819-4
最上町富澤884
最上町富澤854-１

0237-64-2151
0237-62-2224
0237-62-2049
0237-62-4355
0237-62-5557
0237-62-2501
0237-28-2036
0237-28-2327
0233-29-8825
0233-32-1623
0233-22-2802
0233-26-2726
0233-23-6383
0233-32-3546
0233-32-3655
0233-32-8155
0234-51-4181
0233-76-2041
0233-76-2259
0233-42-2427
0233-45-2715
0233-45-2231
0233-45-2215
0233-45-2301
0233-45-2201

備考
要予約
要予約

要予約
要予約
要予約

冬のみ提供

要予約

提供しない時期もあり
要予約

要予約
要予約
要予約
鍋は要予約

要予約
要予約
要予約

要予約

要予約
要予約
要予約
要予約
要予約

やまがた地鶏取扱い店舗（料理店・旅館等）
80店舗
地区

【H30年6月時点】
店

名

住

所

味どころ ふる山
あっさり
民宿 奥川入
焼肉 福龍軒
焼肉 再来
置賜
あんぴんや食堂
(11)
三吾兵ヱ （さんごべえ）
味処 藤よし
そうざい 清水
街のお肉屋さん幸

米沢市金池5-6-17
川西町上小松1644
小国町小玉川576
小国町栄町30番地3
小国町栄町８９
小国町大字小国町３６０-８
小国町栄町１
小国町小国小坂町277
小国町大字小国町156
小国町大字小国町158
おぐに白い森「梅花皮荘（かいらぎそう）」 小国町小玉川564-1
やきとり 鈴
遊佐町遊佐字鶴田33-3
炙茶家
鶴岡市錦町13-7
松乃家
鶴岡市本町１-３-２０
焼き鳥 かこ
鶴岡市本町１ｰ7ｰ18
隼
鶴岡市本町１-7-23
千山閣
鶴岡市城南町１５-１
つかさや旅館
鶴岡市湯田川乙52
安野旅館
鶴岡市中田字追分28
庄内 飲み食い処 とらキッチン
鶴岡市切添町16-18
(16)
鶴岡市末広町3-1マリカ東館1階
肉バル ＹＡＫＵ禄

（つるおか食文化市場ＦＯＯＤＥＶＥＲ内）

花 月
富重
くつろぎ処
嶋
魚山人
割烹 綾 Ryo
ガーデンナチュレふきのとう
（ホテルリッチ＆ガーデン酒田2F）

電話番号
0238-23-0075
0238-42-3254
0238-64-2263
0238-62-2169
0238-62-2512
0238-62-2113
0238-62-3513
0238-62-3808
0238-62-3539
0238-61-0298
0238-64-2111
0234-72-3355
0235-24-0191
0235-29-4150
0235-23-6375
0235-35-0178
0235-24-3517
0235-35-2301
0235-57-2071
0235-28-3020
090-6629-0896

酒田市こがね町2-25-10
酒田市本町3-5-16
酒田市中町1-7-7
酒田市中町１-７-１１
酒田市中町2-1-16

0234-25-3966
0234-26-8044
0234-43-6661
0234-43-8015
0234-28-8602

酒田市若竹町１-１-１

0234-26-1117

備考
要予約
要予約

要予約
要予約

焼物は要予約

＊やまがた地鶏を確実に召し上がっていただくため、要予約の店舗以外でも事前に御確認をお願いします。

やまがた地鶏取扱い店舗（卸・小売）
１２店舗
地区
村山
(4)

置賜
(３)

庄内
(5)

【H30年９月時点】
店

名

（株）ALL FOOD'S
山形県観光物産会館ぐっと山形
（株）大江町産業振興公社
兼子土木株式会社
まちの駅アスモ
（ショッピングセンターアスモ）
美森ファーム（みもりファーム）
合同会社おぐに地鶏フーズ
クックミートマルヤマ
（株）大商金山牧場
東洋食品（株）
齋藤精肉店
池田 秋夫

住

所

電話番号

山形市千代田9番２
山形市表蔵王68
大江町藤田831-40
大江町大字藤田730−8

023-665-1729
023-688-5500
0237-83-4126
0237-62-3684

小国町大字小国町163

0238-61-0055

小国町大字小国町40-3
小国町小国小坂町４３９-２
鶴岡市みどり町20-35
庄内町家根合字中荒田21－2
三川町押切新田前川原２９１
酒田市中町3-５-２７
遊佐町吉出字北子橋下56

0238-62-3689
0238-87-8820
0235-23-5246
0234-43-8629
0235-66-3852
0234-22-1619
0234-72-5646

備考

