
事業所名 分　類 電話番号

【蕨岡地区】

ちどり 食堂 72-3540

キッチン八兵衛 テイクアウト食品 090-6519-9757

川俣酒店 酒類 72-2537

理容わたなべ 理容・美容 72-5123

金野美容室 美容・化粧品 72-4318

㈱アポロ月山遊佐出張所 燃料・ガス器具 72-5088

日本海内装 内装工事 72-2480

㈱利功 住宅サッシ 72-2182

【遊佐地区】

マックスバリュ遊佐エルパ店 スーパーマーケット 71-2110

グリーンストア㈱ スーパーマーケット 72-3111

エーコープゆざ店 スーパーマーケット 72-3001

ホームセンタームサシ遊佐店 ホームセンター 72-4634

ドラッグセイムス遊佐舞鶴店 ドラッグストア 72-4728

ツルハドラッグ遊佐店 ドラッグストア 71-5668

㈱薬王堂山形遊佐店 ドラッグストア 31-7447

ファミリーマート遊佐町小原田店 コンビニエンスストア 71-1038

街かどサロン 食堂 72-5720

栄軒 食堂 72-2107

まるき食堂 食堂 72-2108

鳥海ラーメン ラーメン 72-4153

桃花苑㈲ 中華料理 72-3722

ケンちゃんラーメン ラーメン 72-3145

キッチンダイス ラーメン 72-5815

遊佐カレー遊佐駅本店 カレー専門店 090-6683-8530

富士屋 割烹・仕出し 72-2006

華み壽㐂 日本料理 72-4187

㈲斎藤鮮魚店 鮮魚 72-4153

齊藤商店 鮮魚 72-2992

マルサン精肉店 精肉・惣菜 72-2057

パン屋小むぎ パン・焼き菓子 070-3614-2426

菓子の仲屋エルパ店 菓子 72-5824

㈱すまいるステーション 牛乳・乳製品 28-8628

すし海道遊佐店 宅配寿司 72-5174
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パレス舞鶴 料理・飲物（宴会） 72-3611

やき鳥専門店　鈴 居酒屋 72-3355

居酒屋ふくろう 居酒屋 72-4115

ふる里 居酒屋 72-5831

あしび 居酒屋 72-4871

旨し肴・美酒 酔う縁 居酒屋 28-8912

ささ舟 居酒屋 72-4394

BBC　BAR　BLUES　CATS おいしいお酒 72-2824

パートナー たのしいお酒 72-4241

Food&Bar Hi-Ho バー 080-2147-7011

㈲渋谷酒店 酒類 72-2008

㈱地酒庄内館 酒類 72-5810

ぶんぶん やきとり 72-2852

古民家カフェわだや カフェ 31-8650

特産物販売所ぽっぽや 野菜・食品 72-3758

JA庄内みどり遊佐生活課 食品・生活用品 72-3067

花COCORO 生花 72-5815

梅津商店 青果・生花 72-2139

理容スガワラ 理容 72-3468

髪美館TAKAHASHI 理容 72-3125

さくら美容室 美容 72-2395

おしゃれサロン金子 理容 72-5073

ヘアーランドYOICH 理容 72-2588

理美容高橋 理容・美容 72-2188

ヘアーサロンユーモア 理容 72-5657

美容室アトリエ・リズ 美容 72-2672

美容室金魚 美容 72-5272

理容室ちょうなばやし 理容 72-5312

㈱オビヤ 衣料・寝具・福祉用具 72-3122

B-ハウス 衣料品 72-5820

カスリヤ 衣料品 72-2529

㈱アソ洋品店 衣料品 72-2191

㈲かどや 衣料品 72-2061

おしゃれのマルセ 衣料品 72-2023

阿部京染店 染物 080-8212-1578

カメラのこんの カバン・エプロン等 72-5048

ユザスポーツ スポーツ用品 72-3194

フトンのいとう 寝具 72-2157

㈱ヒラタクリーニングAコープゆざ店 クリーニング 72-4918



ブックスほんま 書籍・文具 72-5840

本間新聞店 新聞 72-2018

順仁堂遊佐病院 医院 72-2522

奥山整骨院 接骨 72-5022

ひな鍼灸院 鍼・灸 43-8417

Canana リラクゼーション 070-4382-4173

佐藤健二商店 燃料・ガス器具 72-2622

渡会与市商店 雑貨・燃料 72-2071

遊佐石油販売㈱遊佐SS 燃料油（ガソリン除く） 72-2316

遊佐石油販売㈱エルパSS 燃料油 72-2666

遊佐石油販売㈱タイヤショップエルパ タイヤ・自動車用品 72-4611

サトウ商会 自動車修理 72-3293

酒田第一タクシー㈱ タクシー 22-9444

酒田合同自動車㈱遊佐営業所 タクシー 72-4433

NPO遊佐鳥海観光協会 切符・旅行予約 72-5666

鶴屋旅館 旅館 72-2053

でんきハウス オクヤマ 家電 72-2335

㈲マルトモ電器店 家電 72-2287

後藤家具店 家具 72-2459

岐阜陶園・あるある 陶磁器・家庭用品 72-2101

㈲コクボ 米・農業資材 72-2104

JA庄内みどり遊佐資材店舗 農業資材全般 72-2410

（一社）遊佐町シルバー人材センター 草刈り・剪定・清掃 72-3424

髙橋石材店 墓石全般 090-7333-9918

丸勝金物店 網戸張替・ガラス工事・鍵交換 72-2131

村上建具 建具、障子・襖張替 72-3228

藤本 水まわり工事等 28-8010

ユザ内装 内装工事 72-5015

【稲川地区】

真島鮮魚店 鮮魚 75-3300

土門酒店 酒類 76-2131

ひまわり旅行 旅行全般 76-2006

あい電こんの店 家電 75-3308

寿シート トラック用シート・各種カバー 080-5562-4151

㈲福増建具店 建具、障子・襖張替 75-3412

菅原建具店 建具、障子・襖張替 72-2327

石垣建築 建築 76-2555

㈲斉藤モータース 自動車修理 76-2104



【西遊佐地区】

藤右ェ門 食堂 75-3796

美容室ライム 美容 75-3149

㈱ヒラタクリーニング クリーニング 75-3855

丸光石油㈲ ガソリン・燃料・タイヤ等 76-2208

JA庄内みどり遊佐園芸資材センター 農業資材全般 76-2211

㈱幸輪 廃棄物処理 75-3785

【高瀬地区】

中華そば七郎 麺類 77-2247

五郎七鮮魚店 鮮魚・一般食料品 77-3377

すがの筒井商店 米穀類 77-3551

EVIS 理容・美容 77-3862

美助っ人 介護タクシー・便利屋 090-7797-9273

みどり電化チェーン富岡佐々木店 電化製品・住宅設備 72-5571

㈲服部商会 害虫駆除 23-2100

スガノ製畳 畳工事 77-2394

㈱高橋工業所 建設工事 72-2641

髙橋管工 水まわり工事等 72-3320

【吹浦地区】

エーコープふくら店 スーパーマーケット 77-2438

ファミリーマート遊佐西浜店 コンビニエンスストア 71-6847

お食事処 とりみ亭 食堂 77-3334

サンセット十六羅漢 食堂 77-3330

道の駅鳥海 ふらっと 土産物・定食・ラーメン・パン 71-7222

ドライブインよしの 食堂、ドライブイン 77-2220

清水森食堂 食堂 080-6004-1073

ヤマサ鮮魚 鮮魚・定食 77-3327

鳥海自然文化館 遊楽里 宿泊、食堂 77-3711

ヘアーサロンプリンス 理容 77-3363

畠中新聞店 各種新聞 77-2224

梶原燃料店 燃料・たばこ・塩 77-2232

遊佐石油販売㈱西浜SS 燃料油・自動車用品 77-2421

㈲西浜タイヤ タイヤ・車検 77-2497

鳥海温泉保養センター あぽん西浜 入浴施設 77-3333

筒井米穀店 米類・肥料 77-2002

㈲エーティー管工 住宅設備機器 77-3060


