美酒佳肴

近隣

山形市立第四小学校

山形県営駐車場

山形県郷土館「文翔館」

トランクルーム

山形地方裁判所
山形
メディアタワー

ほっともっと

山形市役所

②ふくろ

（おでん）

山形商工会議所
⑧丸八やたら漬 （和食）

キッチン友 （洋食）
栄玉堂 パリ食堂 （洋食）

⑦橋本屋

（創作和食）

（どら焼き）

わたぼうし

（あんびん餅）

⑨ル・パルク ⑩なかなか
（フレンチ）

至誠堂総合ケアセンター

藤田接骨院
木の実保育園

（串焼・串揚）

十一屋本店

（洋食・和洋菓子）

餅の星野屋

（餅・団子・かき氷）

中央駐車場

済生館
看護高等学校

大沼デパート

（山形の和洋菓子）
※地階食品売場

市立病院済生館
串幸

（串揚げ）

旅館仙台屋

美酒佳肴
金澤屋牛肉店

（創作和食）

山形銀行本店
金竜 （中華）
⑥こうじ

（ラーメン・つけ麺）

シベール
山田屋

矢吹病院
おでん

（ラスク）

023-631-2106

七日町3－4－16

キクノ

旬菜屋 円 （冷たい肉そば）
③佐ぶ郎

焼肉 司 （焼肉）
焼鳥 佐門 （焼き鳥）

（小料理）

（ラーメン）

千歳館

④丸源

白ぎく

（焼肉）

法祥寺
ティピ カフェ（カフェ）

嘉ちゃん（京都鉄板焼）
イイナス
高峰
ほっとなる
広場
⑮山形屋台村 （居酒屋）
⑯亜細庵Syun （エスニック）
⑰栄屋本店

（ラーメン・蕎麦）

みずほ銀行

小関歯科

営業時間 17：00～22：30
定 休 日 日曜日・祝日

辰寿し（寿司）

ビストロ

⑭ボーノ （イタリアン）
大宝寺

三鴻深瀬菓子店

（鍋焼きプリン・バナナボート）

023-632-0830

創作厨房

丸源

営業時間 17：00～23：00
定休日 日曜日・祝日

023-622-0326

七日町3－3－21

営業時間 11：30～15：00
17：00～23：00（日は22：00迄）
定休日 元日

023-634-4108

旅籠町2－1－5

そば処

023-632-3206

七日町3－3－32

023-632-0310

旅籠町2－1－40

なかなか

023-633-2589

七日町2-4-18七番館1Ｆ

ボーノ

営業時間 11：30～13：00
18：00～21：30
定 休 日 火曜日

山形屋台村

023-624-5090

七日町2－3－16

ほっとなる横丁

営業時間
※店舗により異なる
定休日

亜細庵Syun

営業時間 18：00～24：00
18：00～26：00（金土） 070-5473-4599
定 休 日 月曜日
七日町2-1-2水口ビル1Ｆ

栄屋本店
元祖 「冷やしラーメン」 発祥の
店。その人気は長蛇の列が並
ぶ ほ ど。生 蕎 麦 も 手 打 ち で、
県内外からの来客も多い。

023-625-3336

七日町1-4-26梅月館1Ｆ

庄司屋 七日町店

営業時間 11：00～21：00
定 休 日 不定休あり

営業時間 17：30～24：00
定 休 日 不定休

タイ ・ ベトナム料理を中心と
した、 本場の味をバリエーショ
ン豊かにアレンジ。アジアの
ビールも各種取り揃えている。

「山形そばの老舗」 といえば
ココ。手打ちの十一そばの舌
触りは瑞々しく、 香りも高く喉
越しよし。そばのお供にぴっ
たりの地酒も揃えている。

「美味しい山形、 肉 ・ 米 ・ お
酒」のこだわる、地元でも人気
のお店。焼肉 ・ ホルモン ・ ジ
ンギスカンなどが味わえる。

まこっちゃん

山形県産の食材を使ったバラ
エティ豊かな店舗が長屋風
に軒を連ねる。昭和の雰囲気
を再現し、 昔ながらの電柱や
提灯がありどこか懐かしい。

季節の食材を使った串は一
本一本丁寧に串打ち。手作り
の串焼き ・ 串揚げを味わえ
る。山形県産の地酒も豊富で、
お酒が目的で通う人も多い。
営業時間 17：00～24：00
定 休 日 日曜日

佐ぶ郎

023-625-2388

七日町2-2-25ｶﾒﾘｱｺｰﾄ1Ｆ

ル・パルク

営業時間 11：30～15：00
18：00～22：30
定 休 日 日曜日・祝日

三嶽精進料理

023-625-8605

七日町2-4-18七番館1Ｆ

イタリアから直輸入の石窯で
焼き上げるナポリ風ピッツァ
をはじめ、 ワインとともに本格
イタリアンを満喫できるお店。

気軽に本格的な美味しい料
理が味わえる、 街のフレンチ
屋さん。ビストロ定番の煮込
み料理やパスタは逸品揃い。

佐藤時計店

魚料理をはじめとした美味し
い料理が良心的な価格で食
べられる。
山形名物の芋煮やジャンボ
エビフライなども人気。
七日町3－5－1

橋本屋

営業時間 11：30～14：00
17：00～21：00
定 休 日 水曜日

（ふうき豆）

ふくろ

023-641-2220

七日町3-2-1

好評のお漬物寿司をはじめ、
山形自慢の郷土料理を趣の
ある蔵座敷で味わえる。
山形名物の漬物も購入可能。

松風屋

営業時間 17：30～24：00
定 休 日 日曜日

博多屋台

地元の旬の食材だけでなく、
全国各地から独自のルート
で仕入れた厳選素材を楽し
めるのがウリ。珍しい地酒や
梅酒もあり、女性にも人気。
営業時間 17：00～24：00
定 休 日 日曜日

たけまる

博多の屋台にいるような、 温
かく賑やかな雰囲気を楽しめ
るお店。週末には博多漁港か
ら魚介を空輸する拘り！山形
で獲れる海鮮料理も大人気。

食事処 香味庵まるはち

（和洋菓子）

粧苑ヤマザワ
⑪庄司屋七日町店（蕎麦）
花の種 （クレープ・パスタ） ⑫⑬七番館 （居酒屋）

八文字屋（書店）

（鳥叩き鍋）

023-664-1693

七日町3-2-24ＹＴビル1Ｆ

こうじ

営業時間 11：30～13：45
17：30～22：30
定 休 日 日曜日

竹庵

店主手作りの乾留竹 （煤竹）
の 和 み の 空 間。旬 の 食 材 と、
地域と安全に拘ったものを提
供する。ウニたっぷり炒飯や
竹プリンは女性にも大好評。

季節の食材を活かした料理
が評判。魚介はもちろんだが
平田牧場の三元豚 （さんげ
んとん）のトンカツも人気。

創作厨房

おまつ

まつのや旗店

現在地

アズ七日町

カウンター ・ テーブル ・ 奥
座敷を備えたおでん専門店。
初代から引き継ぐ特製のタレ
を使った、 滋味豊かなおでん
が楽しめる。

老舗山形牛専門店。すき焼き
の他しゃぶしゃぶ、 ステーキも
楽しめる。ランチは７９０円か
らで、精肉店も併設している。
営業時間 11：30～13：30
17：00～21：00
定 休日 火曜日

らー麺山之助

①金澤屋牛肉店

鬼がらし

⑤はしもと

味山海 （居酒屋）
⑱レヴァンドアロッソ（イタリアン）

とくなが
整形外科

料理屋

（山形牛）

和菜バル
SHINYA

営業時間 17：00～LAST
定 休 日 日曜日（祝日営業）

山形県立図書館／遊学館

セーブオン

やまぎんホール
（こども館）

丸五そば屋 （そば）

明石医院

ＪＡやまがた

はしもと

「美酒佳肴 （びしゅかこう）」 と
は美味しいお酒と料理の意
味。新鮮な海鮮料理や串揚
げも人気。大将が宮内庁で
焼いた復元玉子焼きも有名。

営業時間 11：30～20：00
11：30～19：30（冬期） 023-623-0766
定 休 日 水曜日
本町2－3－21

レヴァンドアロッソ
本 格 イ タ リ ア ン ダ イ ニ ン グ。
手打ちパスタや石窯ピッツァ、
ワインカクテルなど女性が喜
ぶメニューが豊富に揃い、 女
子会やデートにもおすすめ。

023-673-9639

七日町2－7－6

営業時間 17：00～24：00
定 休 日 日曜日

023-665-1399

本町1-7-28プリンスビル2Ｆ

