
スタッフ厳選 ! ヤマガタの知る人ぞ知る「名店」「穴場」など16 店から好みの 2 軒をお得にハシゴ酒 !

チケ
ット

フロ
ント

にて
販売

中

2枚
組

¥4
,00

0(税
込)

★チケットは１枚につきお一人様一軒１回、有効期間内に限りご利用いただけます。

ヤマガタバーホッピング

協力： 山形市 / 山形市ホテル協会　　運営事務局： 山形まちづくり株式会社 / オガル株式会社　  企画： 株式会社アイサイト　

フラム
023-665-0066 不定休
山形県山形市七日町 1-4-27

ロジウラ度 :★

ヤマガタ度 :★★★

BAR SAUDADE
023-631-8727 不定休
山形県山形市七日町 3-3-21

ロジウラ度 :★★★

ヤマガタ度 :★★★

ロジウラ度 :★★

ヤマガタ度 :★★★

台湾你好
023-625-7170  日祝定休 
山形県山形市七日町 4-16-23

ロジウラ度 :★★★★★

ヤマガタ度 :★★

● 山形県産グラスワイン
 One glass of Yamagata wine

● プチ前菜
 Amuse bouche of the day

● 本日のおまかせの一皿
 One dish of the day

● ピッツァマルゲリータ
 Pizza margherita

新進気鋭のピッツァとワインのお店。薪窯で焼き

上げるできたて『ピッツァ』と、地元食材をふん

だんに使った創作洋食が自慢。ソムリエの資格

を持つスタッフが選ぶワインとのペアリングを気

軽に楽しんでください。

● 生ビール
 One pint of beer

● 前菜三点盛り
 Three assorted  appetizers

● ごろごろ山形牛すじ煮込み
 Simmered Yamagata-gyu beef

● 本日のおまかせ
 The special of the day

山形七日町のディープゾーン「花小路」にある

知る人ぞ知る台湾料理の名店。台北出身で話し

好きのママが一人で切り盛りしているが、料理

はグルメも唸る本格派。山形産の有機野菜、そ

してもちろん台湾本場の食材など、その拘りよう

はただ者ではない。

● お通し三点盛り
 Three assorted  appetizers

● お好みのカクテル 2 杯
 Two drinks of your choice

七日町の老舗バーの代表格。ブラジル音楽が静

かに流れる、落ち着いた大人の空間で出迎えてく

れる。音楽好きのマスターとラテン音楽はもちろ

ん、70～80 年代ジャパニーズポップスの話で盛

り上がるのも一興。

小太郎分店
080-1823-7643 日曜定休
山形県山形市七日町 1-4-18

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

●  お通し
 Amuse bouche

● 本日のオススメ握り4カン
 � Four nigiri-sushi of the day

● 山形名物すじこ巻き一本
 Salmon cavier in the sack sushi roll

● きのこたっぷり鶏団子せり汁
 Japanese chicken ball and mushroom 
 soup with Seri, a herby green

お寿司あり、山形牛あり。大将は老舗の地元有名

寿司屋で修行、本店を経営する叔父は精肉業 47

年のベテラン。気取らずゆっくり出来るお店です。

そば処 庄司屋

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● おつまみ三点盛
 Three assorted  appetizers

● 天ぷら盛り合わせ
 Assorted Tempura

● もりそば
 Morisoba (cold soba noodles)

023-673-9639 水曜日
山形県山形市七日町 2-7-6

ロジウラ度 :★

ヤマガタ度 :★★★★

たけまるの傳々

● 十四代
 Jyuyondai sake

● 菊おひたし
� Edible chrysanthemum

● だし奴
 Tofu with minced veggie sauce

● 芋煮
 Imoni (Simmered beef and taro)

● 玉こん
 Konnyaku balls simmered in soy broth

● 串焼
 BBQ pork skewer

● 冷たい肉そば
 Cold chicken soba noodles

● 山形の漬物
 Locally made pickles

023-622-3063 日曜定休
山形県山形市七日町 1-4-28

ロジウラ度 :★

ヤマガタ度 :★★★★

夢はな
090-7566-0965  年中無休 
山形県山形市七日町 2-1-14-6

ロジウラ度 :★★★　

ヤマガタ度 :★★★★

ロジウラ度 :★★

ヤマガタ度 :★★★★

慶応年間創業、山形そばの名店。店内で手打ち

のそばと全国から厳選した最高級の天然素材を

使ったそばつゆ。また、山形の地酒も多く取り揃

え、そば屋ならではのおつまみも豊富に用意して

おります。モダンでオープンな店内で気軽に本格

をお楽しみください。

※チケットは「七日町御殿堰店」のみでご利用になれます。

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● 山形牛入り芋煮
 Yamagata-gyu beef Imoni

● どんどん焼き
 Dondonyaki (Simple Okonomiyaki roll)

● 牛レバ・豚タン・鶏砂肝「刺し風」
 Lightly cooked beef liver, pork 
 tongue and chicken gizzards

「山形屋台村ほっとなる横丁」の人気店。「山形牛

入り芋煮」は年間芋煮を4000 食以上作る名物

オーナー自慢の逸品。「どんどん焼き」は山形 B 級

グルメの王様。「刺し風」は当店でしか食べられな

い！生じゃ無いけど生より美味い3 点盛り。

ふきのとう
023-642-4027  日曜定休 
山形県山形市七日町 3-3-37

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● 本日の気まぐれ一品
 The special of the day

知る人ぞ知る「メニューがない小料理屋さん」通常

のおまかせコースではオマールや雲丹、本マグロ

など高級食材がめじろおし。女将の気まぐれでお

宝メニューにありつけるかも。

★ ジブリ映画ファン注目 !

こちらの名物女将は映画「おもひで

ぽろぽろ」キヨ子役で出演しています。

女将のおいしい手料理とネィティブ山形

弁のおしゃべりをお楽しみ下さい。

町家風の佇まいで、ジャズが流れる店内。地酒も

豊富。旧い趣の個室もあり、落ち着いて過ごせる

お店です。

きがるに大衆酒場

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● シウマイセット (8 個付 )
 Assorted shao mai 8 pcs
  (Steamed Chinese dumplings)

● 生ポテトフライ
 House made fried potatoes

● 親鶏サラダ
 Salad topped with 
   slices of Oyadori chicken

023-674-7220 年中無休
山形県山形市香澄町 2-1-1 2F

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★☆☆ライケン

ヒトリ★★★☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★★☆☆☆スウニン

川なり
023-631-0994 日祝定休
山形県山形市香澄町 1-21-3

鶏や あさぎ
023-687-1484 不定休
山形県山形市香澄町 1-21-28

山形駅前で言わずと知れた「地元の人が行きた

い」人気店。居酒屋のどこか懐かしい雰囲気の

中で 2020 年 10月よりジューシーさにこだわって

リリースした「シウマイ」シリーズは早くも大人気

でリピーター続出。

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● お通し
 Amuse bouche

● 焼き鳥おまかせ3 本
 Three assorted Yakitori

● とり皮ポン酢
 Seasoned chicken skin with
  Ponzu citrus soy sauce

● 小盛りポテトサラダ
 Small potato salad

雰囲気の良い店内で美味しい焼き鳥を食すなら

ココ。焼き鳥はもちろん、鶏肉を使用した一品料

理はどれも美味しく、日本酒とのペアリングは抜

群。店主も店員も気さくで地元の方と話をしたい

方には特におすすめ。

KAZU
023-623-3337  日曜日 
山形県山形市幸町 5-2

～山形県産牛と牛肉ハムの店～

山形県産の牛肉を美味しくいただけるお店。自家

製の「和牛ハム」や、陶板でさっと焼いて、特製

ダレと卵につけていただく「焼きすき」は絶品。

口の中で肉のうまみが広がります。

● 山形県産グラスワイン
 One glass of Yamagata wine

● 牛肉を使った前菜
 Beef appetizer

● 和牛ハムサラダ
 Salad topped with beef cured ham

● 焼きすきハーフセット
 Beef Yakisuki half-set

● 上喜元 (お試しサイズ )
 Jokigen sake tasting

● 季節の盛り合わせ7 点
 Seven assorted  seasonal appetizers

● 旬の刺身 4 点盛り
 Seven assorted  seasonal  Sashimi

● 旬の汁物 (きのこor 納豆 )
 Seasonal Japanese soup
            (Mushroom or Natto)

裏路地に佇む小料理屋。田舎料をたらふく食べ

たい方におすすめ。日本酒も多く取り揃えており、

山形の旬の食材とのペアリングンは最高です。

「日本の田舎」に帰ってきたかのような雰囲気の

中で味わう食とお酒は「山形」を感じずにはいら

れません。※外に灰皿あり

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★☆☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★★★☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★★☆☆☆スウニン

Bistro Auger
023-625-6533 日曜定休
山形県山形市香澄町 1-9-11 B1F

BAR 巣穴
電話なし  水曜定休
山形県山形市香澄町 1-6-7 2F

Sky Fall
050-5263-1724 日祝定休 
山形県山形市香澄町 2-3-36 3F

● 山形県産グラスワイン
 One glass of Yamagata wine

●  季節の前菜 3 点盛
 Three assorted seasonal appetizers

● 山形県産野菜を使った緑のリゾット
 Risotto with locally produced veggies

ひっそりと地下に佇む隠れ家のようなお店。山形

の食材と生産者から直接仕入れた山形ワインの

マリアージュをカジュアルに愉しめる。グラスワイ

ンは常時５～６種、ボトルも50種類以上そろえて

いることから、2軒目のバーとしての利用も大歓迎。

※月曜祝日の場合は、日曜営業、月曜休み

● お好みのお飲み物 2 杯
 Two drinks of your choice

● 季節の前菜プレート
 Seasonal appetizers

● 若鶏のから揚げ ハーフ
 Fried chicken half-size

ソファ席もあり、ゆったり過ごせるカジュアルダイ

ニングバー。山形牛をはじめとする山形県産の食

材にこだわった料理と豊富なお酒のペアリングを

数人でも一人でも気軽に楽しむことができるお

店。自家製若鳥のから揚げはジューシーで食べ

応えのある一品です。

● カクテル又は指定ウイスキー

 の中からお好きなものを2杯
 Two drinks of your choice

● お通し
 Amuse bouche

２軒目にこもり酒を楽しみたいならココ。扉を開

けると外とは別世界のような静けさ。落ち着いた

大人の空間で出迎えてくれる店主は、数々の名店

で経験を積んでおり、お酒はどれも絶品。１人の

時間を過ごしたい人、食事の後に美酒に酔いし

れたい人におすすめ。

小料理 BAR あんのん
090-9532-3005 日曜定休
山形県山形市香澄町 1-7-7 1F

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● 手作りおばんざい盛り合わせ
 �Assorted home-style items

● おつまみ
 Bar snacks

居心地の良い店内で、粋な山形の小料理とお酒

を堪能できる小料理 BAR。手作りおばんざいに

女将と山形ならではの会話に花を咲かせながら、

おだやかな時間をお過ごしいただけます。

※外に灰皿あり



スタッフ厳選 ! ヤマガタの知る人ぞ知る「名店」「穴場」など8 店からお好きな二軒をお得にハシゴ酒 !

【ジモト<>ライケン】の★は地元客と来県客の割合を意味
します。地元の方と交流を深めたい方はジモト率の高いお
店がオススメです！【ヒトリ<>スウニン】の★はお一人様と
数名様の割合を意味します。座席数が限られているお店も
ございますので、人数に合わせてお選びください。

【ジモト< >ライケン】= [ Local favorite - Popular with visitors]

【ヒトリ< >スウニン】 = [Small group - Large group]

【山形駅前エリア編】

Your ticket to the best local secrets in Yamagata. Discover Yamagata nightlife like a local!
Plan includes two ticket vouchers, redeemable at any two of the locations below. 

!

きがるに大衆酒場

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● シウマイセット (8 個付 )
 Assorted shao mai 8 pcs
  (Steamed Chinese dumplings)

● 生ポテトフライ
 House made fried potatoes

● 親鶏サラダ
 Salad topped with 
   slices of Oyadori chicken

023-674-7220 年中無休
山形県山形市香澄町 2-1-1 2F

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★☆☆ライケン

ヒトリ★★★☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★★☆☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★☆☆ライケン

ヒトリ★☆☆☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★★★☆☆スウニン

ジモト★★★★☆ライケン

ヒトリ★★☆☆☆スウニン

Bistro Auger
023-625-6533 日曜定休
山形県山形市香澄町 1-9-11 B1F

BAR 巣穴
電話なし  水曜定休
山形県山形市香澄町 1-6-7 2F

川なり
023-631-0994 日祝定休
山形県山形市香澄町 1-21-3

鶏や あさぎ
023-687-1484 不定休
山形県山形市香澄町 1-21-28

Sky Fall
050-5263-1724  日祝定休 
山形県山形市香澄町 2-3-36 3F

山形駅前で言わずと知れた「地元の人が行きた

い」人気店。居酒屋のどこか懐かしい雰囲気の

中で 2020 年 10月よりジューシーさにこだわって

リリースした「シウマイ」シリーズは早くも大人気

でリピーター続出。

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● お通し
 Amuse bouche

● 焼き鳥おまかせ3 本
 Three assorted Yakitori

● とり皮ポン酢
 Seasoned chicken skin with
  Ponzu citrus soy sauce

● 小盛りポテトサラダ
 Small potato salad

雰囲気の良い店内で美味しい焼き鳥を食すなら

ココ。焼き鳥はもちろん、鶏肉を使用した一品料理

はどれも美味しく、日本酒とのペアリングは抜群。

店主も店員も気さくで地元の方と話をしたい方に

は特におすすめ。

KAZU
023-623-3337  日曜日 
山形県山形市幸町 5-2

～山形県産牛と牛肉ハムの店～

山形県産の牛肉を美味しくいただけるお店。自家

製の「和牛ハム」や、陶板でさっと焼いて、特製ダ

レと卵につけていただく「焼きすき」は絶品。口の

中で肉のうまみが広がります。

● 山形県産グラスワイン
 One glass of Yamagata wine

●  季節の前菜 3 点盛
 Three assorted seasonal appetizers

● 山形県産野菜を使った緑のリゾット
 Risotto with locally produced veggies

● 山形県産グラスワイン
 One glass of Yamagata wine

● 牛肉を使った前菜
 Beef appetizer

● 和牛ハムサラダ
 Salad topped with beef cured ham

● 焼きすきハーフセット
 Beef Yakisuki half-set

ひっそりと地下に佇む隠れ家のようなお店。山形

の食材と生産者から直接仕入れた山形ワインの

マリアージュをカジュアルに愉しめる。グラスワイン

は常時５～６種、ボトルも50種類以上そろえてい

ることから、2軒目のバーとしての利用も大歓迎。

※月曜祝日の場合は、日曜営業、月曜休み

● お好みのお飲み物 2 杯
 Two drinks of your choice

● 季節の前菜プレート
 Seasonal appetizers

● 若鶏のから揚げ ハーフ
 Fried chicken half-size

● 上喜元 (お試しサイズ )
 Jokigen sake tasting

● 季節の盛り合わせ7 点
 Seven assorted  seasonal appetizers

● 旬の刺身 4 点盛り
 Seven assorted  seasonal  Sashimi

● 旬の汁物 (きのこor 納豆 )
 Seasonal Japanese soup
            (Mushroom or Natto)

ソファ席もあり、ゆったり過ごせるカジュアルダイ

ニングバー。山形牛をはじめとする山形県産の食

材にこだわった料理と豊富なお酒のペアリングを

数人でも一人でも気軽に楽しむことができるお

店。自家製若鳥のから揚げはジューシーで食べ応

えのある一品です。

● カクテル又は指定ウイスキー
 の中からお好きなものを2 杯
 Two drinks of your choice

● お通し
 Amuse bouche

２軒目にこもり酒を楽しみたいならココ。扉を開

けると外とは別世界のような静けさ。落ち着いた

大人の空間で出迎えてくれる店主は、数々の名店

で経験を積んでおり、お酒はどれも絶品。１人の

時間を過ごしたい人、食事の後に美酒に酔いし

れたい人におすすめ。

小料理 BAR あんのん
090-9532-3005 日曜定休
山形県山形市香澄町 1-7-7 1F

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● 手作りおばんざい盛り合わせ
 �Assorted home-style items

● おつまみ
 Bar snacks

居心地の良い店内で、粋な山形の小料理とお酒

を堪能できる小料理 BAR。手作りおばんざいに女

将と山形ならではの会話に花を咲かせながら、お

だやかな時間をお過ごしいただけます。

※外に灰皿あり

裏路地に佇む小料理屋。田舎料をたらふく食べ

たい方におすすめ。日本酒も多く取り揃えており、

山形の旬の食材とのペアリングンは最高です。

「日本の田舎」に帰ってきたかのような雰囲気の

中で味わう食とお酒は「山形」を感じずにはいら

れません。※外に灰皿あり

【チケットの使い方】 

・本券は１枚につきお一人様一軒１回、有効期間内に限りご利用いただけます。

・本券は１セットで２軒分 (2,000 円 ×2 軒 ) ご利用いただけます。 

・領収書が必要な方はホテルフロントにてお申しつけください。各店舗では本券の領収書は発

行いたしません。 

・各店舗にて本券記載メニュー以外もオーダーいただけますが、各店舗のメニュー価格に応じ

て別途ご精算ください。 Go To トラベルや他クーポン券と併用いただけます。

【注意事項】

・本券記載店舗は満席の場合がございます。特に週末や祝日前、年末年始等のハイシーズンは

事前確認の上、ご来店いただきますようお願いいたします。 

・本券記載メニューは季節や状況により予告なく変更となる場合がございますので、予めご了

承ください。 

・営利目的でのチケット転売はいかなる場合においても固くお断りいたします。 

・本券の複製は固くお断りします。

協力：  山形市 / 山形市ホテル協会　　運営事務局： 山形まちづくり株式会社 / オガル株式会社　  企画： 株式会社アイサイト　



スタッフ厳選! ヤマガタの知る人ぞ知る「名店」「穴場」など8店からお好きな二軒をお得にハシゴ酒!
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われわれスタッフが足を運んで厳選した「はまる人ははま

る」美味しいお店です!

[ロジウラ度★★★★★] Get a feeling for where the locals eat 

and drink at these great holes in the wall.

[ヤマガタ度★★★★★] This is the *real* Yamagata. Plenty of 

regional specialties, characters, and sake! 

【七日町エリア編】

Your ticket to the best local secrets in Yamagata. Discover Yamagata nightlife like a local!
Plan includes two ticket vouchers, redeemable at any two of the locations below. 

!

【チケットの使い方】 

・本券は１枚につきお一人様一軒１回、有効期間内に限りご利用いただけます。

・本券は１セットで２軒分(2,000円×2軒)ご利用いただけます。 

・領収書が必要な方はホテルフロントにてお申しつけください。各店舗では本券の領収書は

発行いたしません。 

・各店舗にて本券記載メニュー以外もオーダーいただけますが、各店舗のメニュー価格に応じ

て別途ご精算ください。 Go Toトラベルや他クーポン券と併用いただけます。

【注意事項】

・本券記載店舗は満席の場合がございます。特に週末や祝日前、年末年始等のハイシーズンは

事前確認の上、ご来店いただきますようお願いいたします。 

・本券記載メニューは季節や状況により予告なく変更となる場合がございますので、予めご

了承ください。 

・営利目的でのチケット転売はいかなる場合においても固くお断りいたします。 

・本券の複製は固くお断りします。

協力：  山形市 / 山形市ホテル協会　　運営事務局： 山形まちづくり株式会社 / オガル株式会社　  企画： 株式会社アイサイト　

そば処 庄司屋

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● おつまみ三点盛
 Three assorted  appetizers

● 天ぷら盛り合わせ
 Assorted Tempura

● もりそば
 Morisoba (cold soba noodles)

023-673-9639 水曜日
山形県山形市七日町2-7-6

ロジウラ度:★

ヤマガタ度:★★★★

フラム
023-665-0066 不定休
山形県山形市七日町1-4-27

ロジウラ度:★

ヤマガタ度:★★★

BAR SAUDADE
023-631-8727 不定休
山形県山形市七日町3-3-21

ロジウラ度:★★★

ヤマガタ度:★★★

たけまるの傳々

● 十四代
 Jyuyondai sake

● 菊おひたし
� Edible chrysanthemum

● だし奴
 Tofu with minced veggie sauce

● 芋煮
 Imoni (Simmered beef and taro)

● 玉こん
 Konnyaku balls simmered in soy broth

● 串焼
 BBQ pork skewer

● 冷たい肉そば
 Cold chicken soba noodles

● 山形の漬物
 Locally made pickles

023-622-3063 日曜定休
山形県山形市七日町1-4-28

ロジウラ度:★

ヤマガタ度:★★★★

夢はな
090-7566-0965  年中無休 
山形県山形市七日町2-1-14-6

ロジウラ度:★★★★　

ヤマガタ度:★★★★

ロジウラ度:★★

ヤマガタ度:★★★

ロジウラ度:★★

ヤマガタ度:★★★★

台湾你好
023-625-7170  日祝定休 
山形県山形市七日町4-16-23

ロジウラ度:★★★★★

ヤマガタ度:★★

慶応年間創業、山形そばの名店。店内で手打ち

のそばと全国から厳選した最高級の天然素材を

使ったそばつゆ。また、山形の地酒も多く取り揃

え、そば屋ならではのおつまみも豊富に用意して

おります。モダンでオープンな店内で気軽に本格

をお楽しみください。

※チケットは「七日町御殿堰店」のみでご利用になれます。

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● 山形牛入り芋煮
 Yamagata-gyu beef Imoni

● どんどん焼き
 Dondonyaki (Simple Okonomiyaki roll)

● 牛レバ・豚タン・鶏砂肝「刺し風」
 Lightly cooked beef liver, pork 
 tongue and chicken gizzards

「山形屋台村ほっとなる横丁」の人気店。「山形牛

入り芋煮」は年間芋煮を4000食以上作る名物

オーナー自慢の逸品。「どんどん焼き」は山形B級

グルメの王様。「刺し風」は当店でしか食べられな

い！生じゃ無いけど生より美味い3点盛り。

ふきのとう
023-642-4027  日曜定休 
山形県山形市七日町3-3-37

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

● 本日の気まぐれ一品
 The special of the day

知る人ぞ知る「メニューがない小料理屋さん」通常

のおまかせコースではオマールや雲丹、本マグロ

など高級食材がめじろおし。女将の気まぐれでお

宝メニューにありつけるかも。

★ ジブリ映画ファン注目!

こちらの名物女将は映画「おもひで

ぽろぽろ」キヨ子役で出演しています。

女将のおいしい手料理とネィティブ山形

弁のおしゃべりをお楽しみ下さい。

● 山形県産グラスワイン
 One glass of Yamagata wine

● プチ前菜
 Amuse bouche of the day

● 本日のおまかせの一皿
 One dish of the day

● ピッツァマルゲリータ
 Pizza margherita

新進気鋭のピッツァとワインのお店。

薪窯で焼き上げるできたて『ピッツァ』と、地元

食材をふんだんに使った創作洋食が自慢。ソム

リエの資格を持つスタッフが選ぶワインとのペア

リングを気軽に楽しんでください。

● 生ビール
 One pint of beer

● 前菜三点盛り
 Three assorted  appetizers

● ごろごろ山形牛すじ煮込み
 Simmered Yamagata-gyu beef

● 本日のおまかせ
 The special of the day

山形七日町のディープゾーン「花小路」にある

知る人ぞ知る台湾料理の名店。台北出身で話し

好きのママが一人で切り盛りしているが、料理

はグルメも唸る本格派。山形産の有機野菜、そ

してもちろん台湾本場の食材など、その拘りよう

はただ者ではない。

● お通し三点盛り
 Three assorted  appetizers

● お好みのカクテル2杯
 Two drinks of your choice

七日町の老舗バーの代表格。ブラジル音楽が静

かに流れる、落ち着いた大人の空間で出迎えてく

れる。音楽好きのマスターとラテン音楽はもちろ

ん、70～80年代ジャパニーズポップスの話で盛り

上がるのも一興。

小太郎分店
080-1823-7643 日曜定休
山形県山形市七日町1-4-18

● お好きなお飲み物
 One drink of your choice

●  お通し
 Amuse bouche

● 本日のオススメ握り4カン
 � Four nigiri-sushi of the day

● 山形名物すじこ巻き一本
 Salmon cavier in the sack sushi roll

● きのこたっぷり鶏団子せり汁
 Japanese chicken ball and mushroom 
 soup with Seri, a herby green

お寿司あり、山形牛あり。大将は老舗の地元有名

寿司屋で修行、本店を経営する叔父は精肉業47

年のベテラン。気取らずゆっくり出来るお店です。

町家風の佇まいで、ジャズが流れる店内。地酒も

豊富。旧い趣の個室もあり、落ち着いて過ごせる

お店です。
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