
花のかめや 宮内本店

南陽市宮内2743-4

☎0238-47-3230

切り花10%OFF特典

じんだん本舗 大江

南陽市三間通41-1

☎0238-40-2306

全店共通5%OFF
(一部除外品有)

特典

むさしセレモニー提携店のご紹介
南陽・米沢エリア中心の
118店舗で特典が受けられます。

む
さ
し
セ
レ
モ
ニ
ー
社
長

　 

柘 

植  

𠮷 

一

む
さ
し
セ
レ
モ
ニ
ー
社
長

　 

柘 

植  

𠮷 

一

生花店暮らしのお買い物  

花のかめや ヤマザワ南陽店

南陽市郡山578ヤマザワ南陽店内

☎0238-43-6832

切り花10%OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

花のかめや ヤマザワ高畠店

高畠町高畠287ヤマザワ高畠店内

☎0238-52-5587 

切り花10%OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

神保花店

南陽市赤湯3019-2

☎0238-43-2617  

切り花10%OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

菓子店食料品のお買い物  

永井屋菓子店マックスバリュ南陽店

南陽市赤湯2885マックスバリュ南陽店内

☎0238-43-8388

5%OFF特典

菓子店食料品のお買い物  

フローリストわたなべ

南陽市郡山1059-1

☎0238-40-3432

切り花10%OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

ジェルソミーナ

高畠町福沢459-3

☎0238-57-5065  

切り花10%OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

ふとん工房 まるいわ

南陽市宮内413-2

☎0238-47-2176

10％OFF特典

ふとん店暮らしのお買い物  

ながとや

南陽市赤湯850

☎0238-43-2037

お買い上げ時
プラス1ポイント

特典

贈答品・印鑑暮らしのお買い物  

ギフトアトリエ

南陽市二色根5-2

☎0238-43-7585

特典有特典

贈答品店暮らしのお買い物  暮らしのお買い物  

はまだ屋

南陽市二色根493-1

☎0238-40-0533

合鍵(特殊鍵は除く)を特別
価格にて作成致します。

特典

鍵・贈答品店

タウン補聴器

南陽市赤湯3075-2イオンタウン南陽内

☎0238-40-0800

付属品10％OFF特典

補聴器暮らしのお買い物  

時計・宝石・メガネ大友

南陽市宮内2710

☎0238-47-2413

10％OFF  
(特別サービス品は除く)

特典

時計・宝石・メガネ暮らしのお買い物  

パナック ゴトウ

南陽市赤湯798-1

☎0238-43-2275

特典有特典

電気店暮らしのお買い物  

ENEOS 赤湯給油所

南陽市郡山596-1

☎0238-43-2558

ガソリン・軽油
店頭より2円安

特典

GSスタンド

佐藤写真場

南陽市赤湯801-2

☎0238-43-2126

5％OFF特典

写真館暮らしのお買い物  暮らしのお買い物  

㊅会田せともの店

南陽市三間通37-3

☎0238-43-2341

セトモノ20%OFF        特典

陶磁器暮らしのお買い物  

六味庵

南陽市椚塚1601

☎0238-43-6363
南陽市宮内3431

☎0238-47-2462

特典

菓子店食料品のお買い物  

まりや菓子店
5%OFF1,000円以上お買い

上げの方に粗菓進呈
特典

菓子店食料品のお買い物 



菓匠 萬菊屋

南陽市若狭郷屋728-1

☎0238-43-2066

税込1,080円以上
購入の方に粗菓進呈

特典

菓子店食料品のお買い物  

お茶の長浜園

南陽市三間通177-1

☎0238-43-5142

茶恩券2倍進呈特典

茶　店食料品のお買い物 

茶蔵 南陽店

南陽市赤湯2885マックスバリュ南陽店内

☎0238-27-8888

税込1,080円以上お買い上
げで茶蔵クッキープレゼント

特典

茶　店食料品のお買い物 

茶蔵 米沢店

米沢市金池5-6-33

☎0238-37-1772

税込1,080円以上お買い上
げで茶蔵クッキープレゼント

特典

茶店・カフェ食料品のお買い物

大竹園茶舗

南陽市宮内3043

☎0238-47-5548

お茶道具・盛篭
10％OFF

特典

茶　店食料品のお買い物 

菊地酒店

南陽市宮内3518

☎0238-47-3124

特典有特典

酒　店食料品のお買い物  

渡部嘉久商店

南陽市宮内2781

☎0238-47-2257

盛篭の消費税
サービス

特典

酒　店食料品のお買い物 

梅津商店

南陽市赤湯740-1

☎0238-43-2130

特典有特典

酒　店食料品のお買い物 

皆川酒店

南陽市赤湯953

☎0238-43-2128

盛篭10%OFF特典

酒　店食料品のお買い物

魚　幸

南陽市赤湯426-2

☎0238-43-2338

5%OFF特典

魚　店食料品のお買い物  

金田屋魚店

南陽市赤湯774

☎0238-43-2014

店頭販売5％OFF特典

魚　店食料品のお買い物  

マルシチ遠藤鮮魚店

南陽市宮内2616

☎0238-47-2029

特典有特典

魚　店食料品のお買い物

肉の旭屋

南陽市三間通367-1

☎0238-43-2639

旭屋ポイント
カード2倍

特典

精肉店食料品のお買い物

辰巳屋牛肉店

南陽市赤湯753-1

☎0238-43-2029

ふれあいカード
ポイント3倍サービス

特典

精肉店食料品のお買い物

桝屋商店

南陽市赤湯752

☎0238-43-2441

2,000円以上お買い上げ
で100円券プレゼント 

特典

八百屋食料品のお買い物  

丸森ストア

南陽市赤湯755-3

☎0238-43-2044

5%OFF特典

フルーツショップ食料品のお買い物

竹田スーパー

南陽市郡山1225-11

☎0238-43-2143

特典有特典

スーパーマーケット    食料品のお買い物

竹田味噌糀店

南陽市宮内2979

☎0238-47-2540

特典有特典

味噌・糀食料品のお買い物

大浦葡萄酒

南陽市赤湯312

☎0238-43-2056

5%OFF特典

ワイナリー食料品のお買い物 

杵屋 宮内本店

南陽市宮内2650

☎0238-47-2014

ポイントカード2倍特典

菓子店食料品のお買い物  

大野屋

高畠町高畠1391

☎0238-52-0154

おふかしに限り                                                                                                                                                           
5％OFF

特典

菓子店食料品のお買い物  

菓子工房COCOイズミヤ

高畠町福沢141-1

☎0238-57-4456

ポイント2倍特典

菓子店食料品のお買い物 

酒井ワイナリー

南陽市赤湯980

☎0238-43-2043

5%OFF特典

ワイナリー食料品のお買い物

金渓ワイン

南陽市赤湯1072-2

☎0238-43-2201

特典有特典

ワイナリー食料品のお買い物  

紫金園

南陽市赤湯2836

☎0238-43-2578

特典有特典

ワイナリー食料品のお買い物  



おふかしに限り                                                                                                                                                           
5％OFF

倉寿し

南陽市三間通128-7

☎0238-43-4141

夜来店時のみ一品サービス
(宴会は除く1枚で4名様まで)

特典

寿司店美味しいグルメ

長門屋

南陽市宮内2550

☎0238-47-2046

特典有特典

料理仕出し美味しいグルメ 

丸三商店

南陽市宮内2596

☎0238-47-2205

特典有特典

料理仕出し美味しいグルメ 

食楽亭旭屋(和庵・炭火庵)

南陽市二色根2-2

☎0238-50-2929

ドリンク券
サービス

特典

和食店美味しいグルメ 

焼肉もらんぼん

南陽市湯本町1013

☎0238-40-2398

キムチ盛
一皿サービス

特典

焼肉屋美味しいグルメ  

ホルモン焼 かっぱ

南陽市宮内1017-20

☎0238-47-7278

漬物サービス特典

焼肉屋美味しいグルメ 

カレーやぽん太

南陽市蒲生田654-7

☎0238-50-3668

カード提示の方1名
ドリンクサービス

特典

カレー店美味しいグルメ

ドライブイン八千代

南陽市梨郷625

☎0238-47-5203

一品サービス特典

ドライブイン美味しいグルメ  

珈琲 田園

南陽市赤湯853-14

☎0238-43-2443

オードブルご注文の方
コーヒーサービス

特典

喫　茶美味しいグルメ  

欧風レストラン西洋葡萄

南陽市鍋田1833-1

☎0238-40-3581

アイスクリーム
サービス

特典

レストラン美味しいグルメ  

北　条

南陽市蒲生田1410-1

☎0238-45-3456

コーヒーもしくは 
そば茶プリンサービス

特典

日本そば美味しいグルメ

源蔵そば

南陽市荻306

☎0238-41-2413

一品サービス特典

日本そば美味しいグルメ 

三浦屋

南陽市宮内2872-4

☎0238-47-2440

自社ポイントカード
2倍プレゼント

特典

ラーメン美味しいグルメ  

らーめん 囲ろり

南陽市蒲生田885

☎0238-45-3493

ラーメン50円引き特典

ラーメン美味しいグルメ

いもせ食堂

南陽市椚塚1880-2

☎0238-43-2357

一品サービス特典

ラーメン美味しいグルメ  

ふみよし

南陽市赤湯3014

☎0238-40-3576

合計金額より
50円引き

特典

ラーメン美味しいグルメ 

らぁ麺 華宝

南陽市郡山945-2

☎0238-43-5526

ラーメン100円引き特典

ラーメン美味しいグルメ  

金ちゃんラーメン川西店

川西町堀金2437

☎0238-42-6833

ラーメン50円引き  特典

ラーメン美味しいグルメ  

最上屋

南陽市赤湯3336-2

☎0238-43-6788

特典有特典

青果物卸食料品のお買い物  

司寿司

南陽市赤湯853-7

☎0238-43-2506

一品サービス特典

寿司店美味しいグルメ  

ひまわりラーメン川西本店

川西町高山839-1

☎0238-42-6455

ワンタンサービス特典

ラーメン美味しいグルメ 

楼　蘭

南陽市宮内232-5

☎0238-47-5125

ソフトドリンク
サービス

特典

中華料理美味しいグルメ  

北京飯店

南陽市赤湯421-10

☎0238-40-3004

特典有特典

中華料理美味しいグルメ  

小龍姫

南陽市赤湯417-2

☎0238-43-5063

一品サービス特典

中華料理美味しいグルメ 

割烹 日の出

南陽市赤湯2990

☎0238-43-4064

粗品プレゼント特典

和食・呑み処美味しいグルメ



ゴールド倶楽部会員カードを
入店時にご提示することで、
各店舗ごとのサービスを
ご利用いただけます。
※掲載内容は2021年1月現在のものです。
※提携店の都合により、予告なく特典が変更になる場合がございます。ご了承ください。  

JTBプラネット南陽店

南陽市椚塚1608-1

☎0238-50-1551

宿泊を伴うJTB商品15万円以上
お買い上げでるるぶ一冊進呈

特典

旅行代理店旅行・レジャー  

山形座 瀧波

南陽市赤湯3005

☎0238-43-6111

特典

旅　館旅行・レジャー

丹泉ホテル

南陽市赤湯988

☎0238-43-3030

宿泊料金5％OFF          特典

旅　館旅行・レジャー 

割烹旅館 世界

南陽市宮内3356-1

☎0238-47-2330

季節の御漬物
一鉢サービス

特典

旅　館旅行・レジャー

いとや旅館

南陽市宮内1024

☎0238-47-2133

宿泊料金5％OFF特典

旅　館旅行・レジャー

赤湯観光バス

南陽市俎柳1598

☎0238-43-2211

レンタカーの基本
料金から5％引き

特典

観光バス・レンタカー旅行・レジャー

天婦羅割烹 天新

米沢市金池8-1-65鶴巻第2ビル1F                                                                                                                                                          

☎0238-21-8088

全員にソフトドリンク・生ビール
日本酒の中から1杯サービス

特典

天ぷら美味しいグルメ 

auショップ南陽

南陽市椚塚1620-5

☎0238-50-3388

特典有特典

ケータイ暮らしのサポート

愛犬の店 プ・ドール

南陽市長岡1952

☎0238-50-1236

トリミング料金
10％OFF

特典

ペットトリミング暮らしのサポート  

ブライダルキョウエー

南陽市赤湯2855-1

☎0238-43-2504

5%OFF特典

貸衣装暮らしのサポート  

熊野大社證誠殿

南陽市宮内3476-1

☎0238-47-2172

喫茶胡蝶でお食事され
た方お飲物100円引き特典

観光・挙式旅行・レジャー

志らせ

南陽市赤湯793-1

☎0238-43-2477

特典有特典

呑み処美味しいグルメ

居酒屋 どうらく

川西町堀金1489

☎0238-42-5650

フライドポテト
サービス

特典

呑み処美味しいグルメ  

陣　八

南陽市赤湯395

☎0238-43-2439

もつ焼
2串サービス

特典

呑み処美味しいグルメ

炭火焼鳥 鳥忠

南陽市赤湯413-45

☎0238-40-2741

店内飲食された合計
金額より100円引き特典

焼き鳥美味しいグルメ  

小料理 白龍

南陽市三間通179-4

☎0238-43-3059

ご宴会のお客様に限り
お酒の持ち込み可

特典

和食・呑み処美味しいグルメ  

糸　柳

南陽市二色根7-29

☎0238-43-2426

特典有特典

そば・和食美味しいグルメ  

特典有



s floral art

米沢市塩井町塩野1493-7

☎0238-49-8755

切花10％OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

おきな園茶舗

米沢市丸の内1-7-35

☎0238-23-1903

特典有
急須10％OFF

特典

茶　店食料品のお買い物 

酒　店食料品のお買い物 

いちや酒店

米沢市花沢町1-5-24

☎0238-23-4354

特典有特典

てづかや

米沢市上新田1155-1

☎0238-37-5318

スタンプカード
2倍

特典

和泉屋

米沢市中央5-3-13

☎0238-23-1880

特典有特典

贈答品店暮らしのお買い物  

岩瀬商店

米沢市小野川町2491

☎0238-32-2701

特典有特典

スーパーマーケット食料品のお買い物  スーパーマーケット食料品のお買い物  

花の店 艶

米沢市直江町11-13

☎0238-37-1128

切花10％OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

花のえちごや

米沢市大町4-4-50

☎0238-21-3333

切花10％OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

むすめや花店

米沢市桜木町2-70

☎0238-23-1632

切花10％OFF特典

生花店暮らしのお買い物  

小林糀屋

米沢市赤芝町1626-2

☎0238-32-2034

お買上げ
10％OFF

特典

味噌・糀食料品のお買い物 

角屋菓子店

米沢市城南4-2-16

☎0238-23-1637

1,000円以上お買い上げで
お買い物券プレゼント

特典

菓子店食料品のお買い物 

松島屋菓子店

米沢市松が岬2-3-48

☎0238-23-0212

ポイントカード
2倍

特典

菓子店食料品のお買い物

タキコおやつ実験室

米沢市金池7-3-45

☎080-8206-0824

1,080円以上お買い上げの方
100円キャッシュバック

特典

菓子店食料品のお買い物  

寿司蔵

米沢市東3-9-60

☎0238-23-1600

特典有特典

寿司店美味しいグルメ

米澤 玉寿司

米沢市相生町2-71-5

☎0238-24-3933

特典有特典

寿司店美味しいグルメ

寿し・仕出し・宴会 磯源

米沢市駅前4-4-48

☎0238-23-3438

1品サービス特典

寿司店美味しいグルメ

米沢エリア提携店のご紹介
ゴールド倶楽部会員カードを入店時にご提示することで、各店舗ごとのサービスをご利用いただけます。

※掲載内容は2021年９月現在のものです。※提携店の都合により、予告なく特典が変更になる場合がございます。ご了承ください。

家族葬のラシーナ 米沢エリア提携

31店舗



米沢エリア提携店のご紹介
ゴールド倶楽部会員カードを入店時にご提示することで、各店舗ごとのサービスをご利用いただけます。

家族葬のラシーナ 米沢エリア提携

31店舗

※掲載内容は2021年９月現在のものです。※提携店の都合により、予告なく特典が変更になる場合がございます。ご了承ください。

茶蔵 米沢店

米沢市金池5-6-33

☎0238-37-1772

1,080円以上のお買物で
クッキープレゼント

特典

リトルコテージガーデン

米沢市春日3-1-7

☎0238-27-0198

10％OFF特典

カフェ美味しいグルメカフェ美味しいグルメ

大衆酒場8代目仁右衛門

米沢市中央1-3-4

☎0238-22-8856

生ビール1杯
サービス

特典

呑み処美味しいグルメ

天婦羅割烹 天新

米沢市金池8-1-65 鶴巻第2ビル1F

☎0238-21-8088

ソフトドリンクか
ミニスイーツの

いずれか1点サービス
特典

天ぷら美味しいグルメ

和食処 花園

米沢市金池5-11-37

☎0238-24-7711

グラスビールorコーヒー
のいずれかサービス

特典

精肉店

ペンション＆コテージ 山太郎

米沢市万世町刈安24156-119

☎0238-28-2857

5％OFF特典

ペンション旅行・レジャー

龍福

米沢市駅前3-1-19

☎0238-20-4668

50円引き特典

中華料理美味しいグルメ

お食事処 まるたけ

米沢市通町8-2-87

☎0238-24-2100

ドリンク コーヒー
サービス

特典

和食・呑み処美味しいグルメ

や ま た ろ う

和食・呑み処美味しいグルメ

米沢牛 焼肉 さかの

米沢市中央3-4-21

☎0238-26-4629

ソフトドリンク
1杯サービス

特典

焼肉屋美味しいグルメ

レストラン ビッキ石

米沢市万世町桑山1490-8

☎0238-28-2450

コーヒーかウーロン茶
サービス

特典

レストラン美味しいグルメ ラーメン美味しいグルメ

東京ジャンジャンラーメン

米沢市金池8-3-9

☎0238-21-0455

味玉サービス特典

麺宝

米沢市窪田町窪田1487-3

☎0238-37-5121

ラーメン
100円引き

特典

ラーメン美味しいグルメ

ラーメン美味しいグルメ

米澤 らぁけん

米沢市本町2-1-28

☎080-6028-5703

トッピング・大盛
味めし サービス

特典

置賜ツバメ石油㈱

米沢市成島町3-2758-1

☎0238-24-5360

ガソリン・軽油
看板価格より5円引き

特典

ガソリンスタンド暮らしのサポート 

プライベートサロン Visage

米沢市金池8-1-60 鶴巻第5ビル7F

☎0238-26-5070

10%OFF特典

リラクサロン暮らしのサポート


