
令和2年5月1日（金）～13日（水）

 テイクアウト タクシー配達支援事業

期間限定　期間が延長される場合があります

 　注文　   

 　配達依頼

 　商品受取
（領収書・レシート）

　 　代金立替

 商品配達
　　　     　（領収書・レシート）

　　  代金支払い

商品代＋配送料

2,000円以上、10,000円まで
市民（自宅） 飲食店

タクシー会社

< 取扱店 >

Yonezawa
Take-away
Information

登録店限定

取扱店は
裏面をご覧ください

配達エリア
米沢市内全域

配送料は1回あたり一律 500円

米沢市にお住まいの方であれば、何
度でもご利用いただけます。

【 お問合せ 】　米沢市役所 産業部
　　　　　　　　　 商工課・観光課　 22-5111

外出自粛要請中の米沢の飲食店等の

　　　テイクアウト（お持ち帰り）を応援！！

小売店に連絡いただき、配達が可能か確認をお願いします

米沢市緊急経済対策事業

令和2年5月1日（金）～31日（日）

 生活必需品 タクシー買物代行支援事業

期間限定

 依頼　 

 　商品購入
　　　     　（領収書・レシート）

　　  代金立替

 商品配達
　　　     　（領収書・レシート）

　　  代金支払い

　　　　商品代 ＋運賃

2,000円以上、10,000円まで

市民（自宅） 小売店

タクシー会社

< 取扱店 >

米商連

加盟店限定

取扱店は
裏面をご覧ください

運賃は1回あたり一律 500円

米沢市にお住まいの方であれば、何
度でもご利用いただけます。

外出自粛要請中の米沢の

生活必需品の配達を応援！！

（便利屋タクシー代行）

 　注文確認

米沢地区ハイヤー協議会(50音順)
 吾妻観光タクシー　　 22-1317
 今村タクシー　　 22-2360
 辻タクシー  23-3200
 ツバメタクシー　　 22-1301
 米沢タクシー　　 22-1225

配達エリア
米沢市内全域

（特例有償貨物運送）

米沢地区ハイヤー協議会(50音順)
 吾妻観光タクシー　　 22-1317
 今村タクシー　　 22-2360
 辻タクシー  23-3200
 ツバメタクシー　　 22-1301
 米沢タクシー　　 22-1225
 マルミヤタクシー  55-2001

＊米商連加盟店以
外の場合は通常の
タクシー料金となり
ます。



米商連加盟店

Yonezawa　Take-away　Information 登録店

事業所名 電話番号 所在地 事業所名 電話番号 所在地 事業所名 電話番号 所在地 事業所名 電話番号 所在地

山形屋染物店 23-1908 門東町2-2-6 （有）とかちや 23-2147 門東町1-3-6 中屋旅館 55-2121 大字関1534 白布温泉 居酒屋　弁慶 21-5949 中央1-3-26

山一遠藤商店 23-0928 城南4-1-4 （株）安部利吉商店 23-0423 本町1-3-41 （有）西屋旅館 55-2480 大字関1527 （株）紫雲堂 22-2467 金池2-1-17

（有）粡町ハリマヤ 22-3111 中央4-1-84 （有）油屋 23-1653 門東町2-8-28 （株）マルトモ 22-0119 中央3-1-1 ラウンジキャロット 23-2111 中央1-14-1 柳ビル２Ｆ

西舛形屋 23-2355 大町1-4-17 五百川屋酒店 23-0522 中央3-10-33 リーガル 21-2709 門東町3-1-47 美容室ジュエリー 23-5357 御廟1-7-36

伊勢屋呉服店 23-1142 春日3-3-8 相田酒店 23-1234 中央2-1-23 （有）峠の力餅米沢支店 22-6388 駅前3-4-9 （有）ブロス 24-7142 徳町7-37-1

（有）ふなやま 22-2780 門東町2-3-14 （株）牧野洋酒店 23-1307 鍛冶町4545 八巻商店 24-0980 駅前2-3-37 （有）ビックエフ商会 21-8228 徳町2-67

ソーインググッズ福屋 23-1379 中央4-2-16 （株）山一酒販 23-1475 丸の内2-4-21 （有）井上ふとん店 38-3409 泉町2-2-1 花園 24-7711 金池5-11-37

朝倉支店 23-1921 丸の内2-1-2 （有）岩瀬商店 32-2701 小野川町2491 （株）ワイ・エム・ピー 21-2800 春日1-3-31 （有）わくわく舘 24-0268 御廟1-2-37
おしゃれの店 丸正・カットサロン スウィング 23-4559 中央1-14-17 かのまた商店 28-8413 大字竹井1762 むすめや花店 23-1632 桜木町2-70 ファッションハウスたかぎ 22-9000 鍛冶町4578

平和通りハナヤ 23-6582 大町5-3-19 （有）小嶋卯之助商店 23-1226 大町2-3-4 美翔 23-2188 相生町2-66 米澤牛ダイニング　べこや 24-2788 東3-2-34

（有）花屋 23-0828 中央3-10-18 大門屋 35-2354 大字関根 14095 いちや酒店 23-4354 花沢町1-5-24 Ｋ－プランニング 28-1123 万世町桑山4076-1

（有）大和屋 23-1118 松が岬2-1-82 いけだや 23-1939 大町5-3-20 （有）イタガキ 38-2255 諸仏町4836-1 （有）エル　西洋菓子プランタン 24-1988 徳町2-7

（有）ゆあーず 21-6521 駅前1-1-63 山大商店 23-2555 松が岬3-3-31 （株）ベーカリー中村屋 21-3833 中央3-2-5 （有）三王 24-4989 春日3-4-1

ビューティショップながい 21-4656 金池1-5-22 （有）手塚屋商店 37-5318 大字上新田1155-1 （株）キョウリツ 37-6363 中田町1248-4 （有）おたまや 23-1850 城西4-7-33

グリーンピアわがつま 23-1359 城南5-2-5 （株）米澤紀伊國屋 23-2260 丸の内1-6-2 （有）理美容　タナカ 23-5945 鍛冶町1-6 （有）オプター大宮 24-3588 東3-3-48

（有）青木堂 23-0663 中央7-3-16 角屋菓子店 23-1637 城南4-2-16 （有）近野燃料店 22-5252 矢来3-2-24 （有）エンプランニング居酒屋えん 23-1889 万世町片子295-5

斎藤時計店 23-0527 丸の内2-1-6 （株）菓匠庵錦屋　金池店 42-2636 春日1-2-9 菓子舗　松うら 23-1353 中央1-14-5 （株）天元台 55-2236 大字李山 12118-6

（有）米沢楽器店 23-2505 駅前3-5-25 （有）永井屋菓子店 23-0381 中央4-1-16 珍味のまる七 23-2073 大町1-4-10 （有）アイエフ 21-5759 駅前2-2-24

あいづや靴店 23-2037 中央2-1-1 五興製菓（有） 23-0421 中央1-13-8 山川屋商店 32-2903 小野川町2433 レストラン　カッペリーニ 24-0510 城西2-4-61

（株）新田家具店 22-5435 中央2-3-4 （株）杵屋本店 21-5467 金池5-6-113 （株）エフ・シー・エス 23-8606 金池5-1-27 （有）海の幸　まぐろや 22-1515 中央1-13-45

高山紙店 23-0262 門東町3-1-45 （株）松島屋菓子店 23-0212 松が岬2-3-48 会津屋米穀店 23-1185 門東町2-1-8 （有）ランドトラスト 22-5663 門東町3-3-22

渋谷文具（株） 21-2020 大町3-4-46 富田屋菓子店 23-1204 桜木町1-29 太兵衛のこぎり 23-7662 鍛冶町4573 旬彩はなみずき 24-6282 金池7-7-21

塩川印房 23-2089 中央4-1-2 （有）ナカヤママート 23-0302 西大通1-1-59 （有）一つ待 23-9294 大町3-4-8 （株）米沢書道センター 27-9133 金池2-6-26

（株）遠藤書店 23-0893 松が岬2-5-44 （有）穴熊商店 23-0577 本町2-2-55 （有）喜多屋果実店 23-5315 東3-1-10 （株）Ｓｔｕｄｉｏ　ＺＥＲＯ 26-8805 御廟2-2-41

（株）吾妻スポーツ 23-7333 丸の内1-1-90 （有）小野里鮮魚センター 21-1119 中央2-7-15 後藤ボデー 21-2858 大字花沢3102-11 豆いち 27-1151 門東町2-1-7

（有）山口製綿所 23-1095 駅前2-3-8 （有）えだまつ 23-0650 中央7-6-13 （株）杵屋本店城南店 22-4327 城南4-1-13 ｓ　ｆｌｏｒａｌ　ａｒｔ 49-8755 塩井町塩野1493-7

神林ふとん店 23-0691 東2-4-24 （有）山正井上商店 38-4147 泉町2-1-3 片野商店 35-2525 大字関根 13723 畠山畳店 21-0703 御廟3-2-14 -1

バドミントン寝装プラザ麻屋 23-1196 門東町1-2-64 （株）タスクフーズ 22-7188 相生町7-130 白布サービスステーシヨン 55-2008 大字関1523 カフェバー　コットンクラブ 24-2234 中央1-4 ー１８

（有）和泉屋 23-1880 中央5-3-13 （有）羊肉のなみかた 21-5522 東2-1-30 （有）太田酒店 55-2255 大字関1514-3 呑喰処　笑 22-1280 中央1-7-5

（有）月岡でんき 22-1420 金池5-11-46 （有）鳥勝牛肉店 21-4129 城北1-1-8 大平温泉滝見屋旅館 38-3360 大字李山 12127 パッケージプラザ米沢店 24-4833 金池1-5-41

（有）ソエカワ電器 23-3466 駅前2-2-50 （株）登起波 23-4400 中央7-2-3 （有）丸の内ナカムラ薬局 23-2779 丸の内2-4-13 晩酌亭 090-5185-3097 中央1-13-24 松山ビル1F

（有）電気のオオタキ 22-1413 中央3-9-37 米一牛肉店 23-0705 鍛冶町4535-7 肉のウメツ 22-1332 中央1-1-27 （株）ミドルウッド　ホテルモントビュー米沢 21-3211 門東町3-3-1

サイクルプラザ　セイリン 23-2048 中央4-1-14 （株）米沢牛黄木 22-2241 桜木町3-41 親玉まんじゅう 23-1277 中央7-3-18 ファミリーマート米沢中央3丁目店 37-8677 中央3-3-8

ライダーズサロンヤマカ 23-1108 中央4-1-76 （有）グルメ小僧 24-5455 中央1-14-6 山形おきたま農業（協） 22-7100 金池3-1-55 産業会館２Ｆ うつわのわ 21-0109 駅前3-4-3

サイクルハウス前山 23-0028 門東町3-1-18 （有）扇屋牛肉店 23-3457 中央1-11-9 （株）チキバーン 21-5139 塩井町塩野1713 ダイニング海豚 21-2083 中央1-8-15滝口ビル1F

（株）ホンダ野村モータース 22-0452 丸の内2-3-27 （有）肉のさかの 26-4629 金池5-6-115 （有）アルル 24-1260 金池6-4-10 らーめん三男坊 23-0111 金池5-8-84

（有）八巻輪店 37-3046 窪田町窪田1435-1 権清食品 23-2607 成島町2-3-3 マルキン花店 23-0479 松が岬2-3-51 観光案内センターアスク 24-2965 駅前1-1-43米沢駅構内

サイクルセンター卯月 23-1127 丸の内2-1-5 八百勘本店 23-0409 大町3-5-41 丸十餅店 23-0369 松が岬2-1-77 （株）キムラ本店 22-5858 春日2-4-80

（有）近藤佛具店 23-0798 中央4-1-82 （有）八巻商店 23-0605 中央1-14-15 金沢屋 22-7345 直江町4-95 （株）キムラ駅前店 22-5858 駅前2-1-35

佐渡生花 23-4135 東3-2-24 （有）茨城屋茶店 23-0086 中央3-10-10 （株）大丸石油店コスモ成島サービスステーション 22-4155 成島町3-2780-5 （株）キムラ御廟店 22-5858 御廟2-7-93

（有）昌生堂薬局 21-3133 中央6-1-208 （株）桑名園本店 37-3330 中田町760 （有）徳重電器 23-2661 矢来2-4-11 -1 （株）キムラ桑山店 22-5858 万世町桑山4469

（有）くすりのコジマ 23-2059 大町1-4-20 （株）松川弁当店 29-0141 駅前2-1-29 平山商事（有） 22-7804 相生町2-74 （株）キムラ通町店 22-5858 通町6-7-2

（有）アリカベ薬局 23-0228 中央1-12-26 （有）新杵屋 22-1311 東3-1-1 （有）美喜 23-4531 駅前3-4-4 （株）キムラ松が岬店 22-5858 松が岬3-5-20

（有）ナカタ薬局 23-7725 中央5-3-16 ディスカウントショップエビスヤ 23-1150 中央3-8-35 うどん匠　元 21-6689 門東町3-2-37 ENEOS米沢春日SS 23-3158 春日2-3-10

ハトヤ薬局 23-0805 駅前3-4-7 （有）今村タクシー 22-2360 中央4-1-9 東京第一ホテル米沢 24-0411 中央1-13-3 （株）吾妻スポーツ徳町 23-0295 徳町129

（有）ハヤシ薬局 23-1331 駅前3-5-10 辻自動車（株） 22-3221 大町4-1-67 （株）吉祥 21-6733 城南3-1-30 食事処登 21-1129 金池5-10-21

（株）長沢燃料商事 23-0216 中央6-1-211 （株）吾妻観光タクシー 22-1317 城南2-1-7 （有）エースヴィジョン 22-2606 中央3-1-7 ファミリーマート米沢中央一丁目店 26-8218 中央1-14-12

（株）西方商店 22-8120 花沢町2634-7 米沢タクシー（株） 22-1225 万世町片子4382-13 炭火焼肉いろり 21-5996 中央2-4-30 米沢日石（株）米沢北給油所 37-3263 窪田町窪田1233

（株）近野 23-0860 本町1-1-22 銀嶺堂カメラ店 21-1120 駅前2-1-35 （有）マルエー石油 23-4130 万世町片子5388-1 置賜ツバメ石油（株）米沢金池SS 24-4890 金池8-1-12

小笠原商事（株） 23-4117 東大通3-8-26 佐々木写真館 22-0041 米沢市東3-2-5 （株）キムラ中央店 22-5858 中央2-3-18 置賜ツバメ石油（株）米沢成島SS 37-5695 成島町3-2758-1

富士ガス販売（株） 37-7111 中田町1977 吉田写真館 23-1802 米沢市丸の内1-7-5 （有）金池薬局 24-2661 中央3-6-19 欧風酒場Diningえん 23-5510 門東町3-3-32

長井石油（株） 22-3226 中央2-7-2 （株）米沢ツーリストサービス 23-0919 中央3-10-17 （有）丸忠太田商店コスモ石油米沢 22-5078 花沢町2841-9 上杉伯爵邸 21-5121 丸の内1-3-60

（有）山木鈴木商店 23-4112 中央5-2-57 （有）理容いまむら 21-0188 中央7-2-32 （有）ふる山 23-0075 金池5-6-17 上杉城史苑 23-0700 丸の内1-1-22

（株）會芳産業 21-5566 下花沢3-8-68 （有）みつわ美容室 23-1513 中央1-1-23

米沢日石（株） 22-2220 大町1-1-59 （有）海老屋商店 23-1371 大町5-4-22

（有）永井屋石油店 21-1331 中央4-2-4 （有）粉名屋小太郎 21-0140 中央5-3-19

（株）大丸石油店 22-4155 中央1-7-30 （株）志ん柳 21-1234 中央1-14-4

（株）小池商店 23-0744 門東町2-4-48 （有）松月 23-0427 駅前2-1-13

（有）相田仏光堂 23-0536 桜木町2-63 山大前やまとや 23-3012 城南3-3-33

（有）源兵衛堂 23-0304 大町4-4-33 （有）ヴェルデ 23-5842 大字花沢883-11

（株）羽陽印刷 23-0467 中央3-9-22 水原旅館 23-0518 駅前2-6-24

平野屋商店 21-1125 本町2-1-54 （有）丸万旅館 23-0640 中央3-9-28

金子酒店 23-1795 城西3-9-54 （株）小野川温泉　河鹿荘 32-2221 小野川町2070

（有）金内酒店 23-1192 駅前3-4-2 （有）吾妻荘 32-2311 小野川町2471

米沢酒類販売（株） 22-1300 中田町760-1 （有）高砂屋旅館 32-2224 小野川町2427

（有）富士屋商店 22-4060 春日3-2-21 （有）登府屋旅館 32-2611 小野川町2493

⇓　検索はこちらから
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