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おらだのおススメの店おしぇる！！ 

～ｂｙ酒田市民～ 

 

 

 

 

 

口コミまっぷ 



 

口コミまっぷについて 

この酒田マップは、酒田市民へのアンケートをもとに作成された、酒田市民による酒田市民のため

の、観光客のための、地図となっております。 

これらの冊子では、地図で見つけたお店の情報をさらに詳しく探すことが出来ます。 

また、実際に行った人の口コミが多く載せられていますので、読むだけでも楽しい地図となっており

ます。 

口コミや情報を見て気になったお店をマップで探していってみるとい方法もいいでしょう。 

 

注意 

情報は実際に行った人の感想になりますので、値段や感想は多少異なる恐れがあります。 

店名は「割烹」や「居酒屋」などの部分は除いています。 

お問い合わせと予約用で電話番号が異なっている店舗は、予約用の番号を掲載しています。 

掲載されている時間はラストオーダーではなく営業時間なのでご注意ください。 

定休日以外にも、臨時休業の場合がありますのでご了承ください。 

アイコンと多少雰囲気がずれている場合があります。 

🍶🍸 居酒屋、バー、スナックなど飲み屋を表しています 

🍴  主に洋食の食事処を示します。中華なども含みます。 

🍚  主に和食の食事処を示します。 

🍣  寿司屋を表します。 

☕  カフェや喫茶店を表します。 

🍢  焼き鳥屋を表します。おでん屋ではありません。 

🍜  主にラーメンを表しています。そば屋も含まれています。 

🐟  海鮮料理屋や魚介を扱った店を表します。 

🍖  肉料理屋全般を表します。 

 すきやき、しゃぶしゃぶ、やきにくなども含まれます。 

🍨  菓子屋を表します。 

🎸  ライブハウスを表します。 

○う   うなぎを扱っているお店を表します。 

 

 

 

 

 



↑ 

カテゴリー

別にアイコ

ンで表して

います 

↑店舗名 

↑一番のポイント 

実際に行った人の声が聴けます 

 

 

口コミまっぷの使い方 

あ ←索引 （あ行のページです） 

🍜🍶愛子屋…中町 ←位置情報 

  

   １８：００～２４：００、（月）（日）（祝） 

      ↓連絡先 

   ０２３４－２３－２８８０ 

           ↓一人当たりの予算、おススメの年齢層 

   ￥３０００～、４０～５０代、 

     ↓お店のおススメポイント 

   雰囲気が良い、こだわりの一品がある、旬の食材がある、 

     ↓おススメの場面 

   一人で静かに、男女のグループで、 

     

   口コミ💭店主（おばちゃん）の打つそばがおいしい。 

     赤い看板が目印。 

 

       

地図について 

地図は、 

酒田市全体  の広域マップと、 

中町 

日和山周辺 

みずほ周辺  の拡大マップがあり、 

合わせて４種類の地図が掲載されています。 

 

中町、日和山周辺、みずほ周辺にあてはまらない位置のお店は「酒田市全体」の地図に掲載されてい

ます。 

 

それぞれの拡大場所は全体の地図にもおおよその場所が載せられているのでそこでご確認ください 

↓営業時間、定休日 



 

 

  



  



 

 

  



 

  



①るんるんバス 市内循環右周り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

②るんるんバス 市内循環左周り 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③④るんるんバス 大学線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑤⑥るんるんバス 古湊砂越駅線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑦⑧るんるんバス かんぽ線  



⑨庄内交通 鶴岡方面 

  



⑩庄内交通 鶴岡方面 



あ 

 🍜🍶愛子屋…中町 

 １８：００～２４：００、（月）（日）（祝）、０２３４－２３－２８８０ 

 ￥３０００～、４０～５０代、雰囲気が良い、こだわりの一品がある、旬の食材がある、 

 一人で静かに、男女のグループで、 

 口コミ💭店主（おばちゃん）の打つそばがおいしい。赤い看板が目印。 

 🍶🐟あひるの子…全体 

 １７：００～２２：３０、（不定休）、０５０―５８７２－４４２８ 

 ￥３０００、４０～５０代、店主の人柄、旬の食材、宴会の席で、食事を楽しみたい方に、 

 口コミ💭女神の細やかな対応に感動。 

  知る人ぞ知る「日本海日替わり海鮮 イカ漬丼」が絶品！ 

 🍣伊豆菊・武蔵…中町 

 １１：００～２２：００、（火）（第２・４水）、０２３４－２２－３２１６ 

 ￥３０００、年齢層なし、種類が豊富、旬の食材がある、こだわりの一品がある、 

 観光客に、家族で 

 口コミ💭鮮魚店が経営する店。 

  すしや定食などメニューも多い。 

  魚市場の競り権を持つ店なので、新鮮な地魚が食べられる。 

 🍶🍚いち蔵…中町 

 １７：３０～２２：００、（火）、０２３４－２２－４８４４ 

 ￥３０００、年齢層なし、雰囲気が良い、値段が手頃、店内が広い、宴会の席で 

 🍶🍚井筒…中町 

 １７：００～２３：００、（日）（月曜が祝日の場合は月）、０２３４－２４－１４２２ 
 ￥３０００～４０００、年齢層なし、雰囲気が良い、旬の食材がある、おいしい、 

 座敷がある、男女のグループで、宴会の席で、一人で静かに、食事を楽しみたい方 

 口コミ💭居酒屋というよりは割烹のような雰囲気です。 

     ゆっくり静かに食事をしたい時に利用しています。 

 🍷WHISKY・BANK…中町 

 ２０：００～２４：００、（日）、０２３４－２４－１９３６ 

 ￥２５００～３０００、年齢層なし、雰囲気が良い、メニューが豊富、店主の人柄、 

 一人で静かに、お酒を楽しみたい方に、 

 口コミ💭スユッチ、バーボン、カクテルなどﾜﾝショットでいろいろ楽しめます 

  お好みに応じていろんなカクテルを作ってくれます。 

  アベックで静かにどうぞ。 

    １杯８００円から 

 🍚🍶うさぎ屋…全体 

 １１：３０～１４：３０、１８：００～２３：００、（日）（祝）、０２３４－２４－５１３０

 ランチ￥６５０、年齢層なし、旬の食材がある、  

 

 

 



あ 

 🍷EST…中町 

 １９：００～２４：００、（日）、０２３４－２４－１８０２ 

 ￥３０００、接客が良い、雰囲気が良い、店主の人柄、お酒を楽しみたい方に、二次会で、 

 口コミ💭大人の雰囲気が楽しめるカクテルバー。 

     ノンアルコールカクテルや、ギネスビールの黒ビールもあり。 

     マスターが韓国の有名俳優に変装するという噂も…（！？） 

 🍶園福…みずほ 

  １７：３０～２４：００、（不定休）、０２３４－２４－６２１４ 

   ￥４０００～５０００、年齢層なし、雰囲気が好ましい、値段が手頃、おいしい、 

  旬の食材、全席個室、男女のグループで、食事を楽しみたい方に、男性のグループ、 

  お酒を楽しみたい方に、飲み放題がある、女子会に 

  口コミ💭元マロンドボアのシェフが経営、洋メニューがおススメ 

       オーナーの人柄が良い。 

か 

 ☕🍷カフェ＋POM…中町 

 １７：００～２４：００、（火）、０２３４－２３－８６８９ 

 夜￥３０００～４０００、２０～３０代、雰囲気が良い、おいしい、店主の人柄、 

 食事を楽しみたい方に、男女のグループで 

 🍜🍶かめちゃん…みずほ 

 １１：００～１４：００ １７：００～２４：００、（日）、０２３４－２２－３６８９ 

 ￥３０００、２０～５０代、値段が手頃、メニューが豊富、店内が広い、 

 男女のグループで、宴会の席で、 

 口コミ💭背油の効いたラーメンが飲酒後に最高です！ 

 🐟🍶北前酒房魚
ぎょ

山人
さんじん

…中町 

 １８：００～２４：００、（月）、０２３４－４３―８０１５ 
 ￥４０００、３０～５０代 ※お子様はご遠慮ください、値段が手頃、旬の食材がある、 
 店主の人柄がいい、男性グループで、男女のグループで 

 口コミ💭地酒・地魚・地鶏ならここ！ 

  庄内をこよなく愛する店主が地元愛を料理に込めて。 

  焼き物は全て炭火です。 

 🍢🍶吉吉…全体 

 １７：００～２５：００、（不定休）、０２３４－２６－６２７３ 
 ￥３０００、２０～５０代、雰囲気が良い、値段が手頃、座敷がある、男性グループで、 

 男女のグループで 

 口コミ💭手羽先の焼き鳥がおいしいです。 

   

 

 

 



か 

 🍜きち弥…全体 

 11：００～１４：３０ １７：００～２０：３０、（月）（祝日の場合（火））、第４（日） 

 ※売り切れ次第終了０２３４－２３－３６０１￥１０００～２５００、 

 ４０代以上、雰囲気が好ましい、値段が手ごろ、旬の食材、おいしい、店主の人柄、 

 男女のグループで、食事を楽しみたい方 

 口コミ💭そばがおいしく、一品料理がいい 

    本当においしいそばを食べながら日本酒を一杯。 

  いろんな味のそばを楽しめます。 

 🍣喰道楽…全体 

 １７：３０～２１：００、（日）、０２３４－２４－６００１ 

  ￥３０００～５０００、年齢層なし、接客が良い、雰囲気が良い、値段が手頃、 

 メニューが豊富、おいしい、お酒を楽しみたい方に、食事を楽しみたい方に、 

 旬の食材がある、観光客に、男女のグループで、こだわりの一品がある、男性グループで、 

 男女のグループで、 

   口コミ💭魚市場に勤めていた経験をもつ主人。 

  魚介類の知識、目利きは確か。 

  良いものを安く食べられる店。 

  以前はカウンターのみの小さな寿司屋でしたが、移転してお座敷が出来ました。 

  気さくな大将の握る寿司はリーズナブルなのに一級品です。 

  おすすめボードにはびっしりと旬の一品料理がならび、どれを頼めばいいか迷うほど 

  です。 

  お酒も豊富なので料理に合わせたチョイスが可能です。 

  飽きっぽい酒田市民が足しげく通う地元の名店です。 

 🍶久村の酒場…中町 

 １７：３０～２１：００、（日）（第２月）、０２３４－２４－１９３５ 

 ￥３０００～４０００、年齢層なし、雰囲気が好ましい種類が豊富、値段が手頃、 

 旬の食材がある、こだわりの一品がある、おいしい、観光客に、男性のグループで、 

 お酒を楽しみたい方に、昭和の雰囲気が味わえる、一人で静かに 
 口コミ💭メニューにないお酒が出る！ 

     その時期のおススメの地酒が安く飲める。 

     自家製のつまみがおいしい 

  （シメサバ、あつみかぶ、ギョーザ、厚揚げとゲソ揚げセット etc…） 

     カウンターでの常連客との会話がおもしろい 

     酒屋さんが経営する居酒屋。 

     あの吉田類の酒場放浪記でも紹介されました。 

     厚揚げとゲソ天の久村セットが絶品！！！ 

     TV にも出る有名店です。 

     JR の旅行情報誌トランヴェールにも掲載され、 

  昔は酒屋の立ち飲み屋であったが、現在は小上がり、個室もある。 

  カウンターのガラス越しに今日のつまみを選択できる。 

 🍴欅…中町 

 １１：３０～１４：００、１７：００～２１：００、（火）、０２３４－２２－７０１９ 
 昼￥１０００～、夜￥３０００～１００００、年齢層なし、雰囲気が良い、 

 こだわりの一品がある、おいしい、旬の食材がある、観光客に、男女のグループで、 

 女子会に、一人で静かに、家族で、宴会の席で、食事を楽しみたい方に、 



か 

 🍜🍴香雅…みずほ 

 １１：００～１４：００、１７：００～２１：３０、（月）（翌日が休日の場合は火） 

 ０２３４－２６－３９０７、￥１０００、 

 年齢層なし、雰囲気が良い、おいしい、店主の人柄、宴会の席で、家族で、 

   口コミ💭家族経営の温かいおもてなし。 

  店主（お父さん）は強面だけど実はとってもチャーミング。 

  音楽関係者のファンが多く、THE ALFEE が酒田に来た際には出前の注文が入る。 

  基本は中華料理屋さんだけど、金曜のランチはいつも挑戦的なメニュー 

  （和洋パンなど） 

    中華料理以外にも娘さん手作りの国産こむぎやきびざとうなど食材にこだわり 

    着色料等不使用のパンも常時販売している。 

さ 

  🍶菜食健美万代
ばんだい

…中町 

 １７：００～２３：００、（日）、０２３４－２２－２２００ 

 ￥３０００～５０００円、３０～５０代、値段が手頃、量が多い、飲み放題がある、 

 男女のグループで、食事を楽しみたい方に 

   口コミ💭創作料理とここでしか飲めない日本酒がおいしいよ！ 

 🍶皐月…全体 

 １６：３０～２１：３０、（日）、０２３４－２２－１４８８ 

 ￥４０００、４０～５０代、雰囲気が良い、値段が手頃、店主の人柄、観光客に、 

 お酒を楽しみたい方に、 

 口コミ💭気さくな女将さんとのトークとともに、旬の食材を使った酒田の「食の魅力」 

   を楽しめます。酒は酒田の銘酒「三十六人衆」がおススメ！ 

   平日は１１：３０～１３：３０の間に１５食限定で６５０円の定食があります。 

   売切必須！ 

   女将さんの「村上五月さん」にちなんでお店の名前が「皐月」です。 

 🍚🍶さわぐち…全体 

 １１：３０～１４：００ １７：００～２１：３０、（日）、０２３４－２６－６８８８ 

 定食￥１２００～ 宴会￥３５００～５０００、旬の食材、値段が手頃、量が多い、 

 宴会の席で、観光客に 

 口コミ💭ご主人の実家が飛島のさわぐち旅館です 

 🍢🍶嶋…中町 

 １７：００～２２：３０、（月）（第３日）、０２３４－４３－６６６１ 

 ￥３０００、４０～５０代、おいしい、雰囲気が良い、店主の人柄、お酒を楽しみたい方 

 🍶笑快晴…中町 

 １７：００～２３：００、（日）（祝日の場合は翌日）、０２３４－２６－０１７０ 

 ￥４０００～５０００、１６歳未満お断り、旬の食材がある、おいしい、雰囲気がいい、 

 値段が手頃、宴会の席で、お酒を楽しみたい方に、食事を楽しみたい方に、観光客に、 

 男女のグループに 

 口コミ💭魚料理がおいしく、落ち着いた雰囲気のお店 

   



さ 

 🍶しょうじ…余目 

 １７：００～２３：００ 月曜祭日は～２２：００、（日）、0234-４３－３９０６ 

 ￥２０００代、４０代以上、値段が手頃、メニューの種類が豊富、おいしい、 

 男性のグループで、男女のグループで、 

 口コミ💭焼き鳥から餃子までメニューにまずいものがなくどれも美味！ 

     自分の好きなメニューで注文良し！ 

 🍶庄内藩…全体 

 １７：００～２３：３０、（第１２３４月）（火曜が祭日の時は火曜が休み） 

 ０２３４－２３－２３７７、￥３０００、 

 年齢層なし、種類が豊富、値段が手頃、旬の食材がある、おいしい、 

 お酒を楽しみたい方に、観光客に、量が多い 

 🍶しら浜…中町 

 １７：００～２３：００、(日)、０２３４－２６－３９４７ 
 ￥２０００～３０００、年齢層なし、値段が手頃、旬の食材がある、店主の人柄、 

 雰囲気が良い、男性グループで、観光客に、宴会の席で、 

 口コミ💭酒田の海鮮にこだわる親父と、庄内弁をこよなく愛する 

   女将さんのハーモニーが素晴らしい。産直の海鮮を堪能したければここ！！ 

 🍜新月…全体 

 11：００～１９：００（スープなくなり次第終了）、（日）、０２３４－２６－０１４１ 

 ￥～１０００、２０～５０代、値段が手頃、おいしい、一人で静かに 

 🍣すしまる…中町   

 １１：３０～１３：３０ １７：００～２２：００ ※日曜は～２１：００、（月） 

 ０２３４－２２－１１３８、￥５０００、 

 年齢層なし、接客が良い、個室がある、こだわりの一品がある、食事を楽しみたい方に、 

 口コミ💭店主との会話を楽しみながらの地酒 

 🍣鈴政…日和山 

 １１：３０～１４：００ １６：００～２２：００、（不定休）、０２３４－２２－２８７２ 

 ￥５０００、４０～５０代、接客が好ましい、種類が豊富、旬の食材がある、観光客に、 

 宴会の席で、  

 🍴スパイス食堂 MILL…中町 

 １１：００～２２：００ ※金土は～２３：３０、（月）、０２３４－４３－８６８７ 

 昼￥１５００、夜（宴会）￥３０００～５０００、２０～３０代、おいしい、 

 こだわりの一品がある、雰囲気がいい、飲み放題がある、値段が手頃、男女のグループ 

 お酒を楽しみたい方、食事を楽しみたい方に 

 口コミ💭スパイスの効いた唐揚げが最高！！ 

 🍴西洋割烹花月…全体 

 １１：３０～１４：００ １７：００～２１：００、（水）、０２３４－２５－３９６６ 

 昼￥１１５０～ 夜￥２４５０、２０代～、接客が良い、雰囲気が好ましい、おいしい、 

 女子会、男女のグループ 

 口コミ💭シェフ阿部三喜夫氏は H２６に厚生労働大臣より表彰を受けています 

 



さ 

 🍖🍴善べえ…全体 

 １１：００～１４：００ １７：００～２０：３０、（火）、０２３４－２６－２０２９ 

 ￥７００～５０００、おいしい、宴会の席で、 

 口コミ💭中華チマキ冷しゃぶがうまい！！ 

     特大ロースかつとひれかつネギトロセットがおススメ 

 🍜川柳…中町 

 １１：００～１９：３０、（水）（祝日なら場合翌日）、０２３４－２２－１１８８ 

 ￥５００～、年齢層なし、おいしい、値段が手頃、雰囲気が良い、家族で、一人で静かに 

 ☕草木舎
そうもくしゃ

…松山 

  １０：００～１８：００、（火）（第１・３月）、０２３４－６２－３８２０ 

    ￥４２０～７００、年齢層なし、店主の人柄、一人で静かに 

 口コミ💭松山にあるコーヒー専門店です。落ち着いた雰囲気と店長の優しい人柄が出てる、 

   ホッとするお店です。 

た 

 ○う🍚玉勘…日和山 

 １１：３０～１４：３０ １７：００～２１：００、（不定休）、０２３４－２２－０２５７ 
 ￥３０００～、４０代以上、雰囲気が好ましい、おいしい、こだわりの一品がある、 

 食事を楽しみたい方に、 

 口コミ💭とにかく雰囲気が良い。卵焼きも有名。 

 🍶長兵衛…全体 

 １７：００～１９：３０、（日）（月）、０２３４－２６－１０６７ 

 ￥３０００、４０～５０代、おいしい、こだわりの一品がある、一人で静かに、 

 値段が手頃、種類が豊富、男女のグループで、宴会の席で、お酒を楽しみたい方に 

 口コミ💭地元ではこだわりの店 

 🍶てつ…中町 

 １８：００～２３：００、（日）、０２３４－４３－８２２５ 

 ￥３５００～４０００、年齢層なし、値段が手頃、接客が良い、おいしい、 

 こだわりの一品がある、座敷がある、女子会に、男性グループで、男女のグループで 

 口コミ💭若い夫婦２人で切り盛りしており明るい雰囲気で 

   お酒と料理が楽しめます。割烹料理で鍛えた腕前は本物で、 

   和食の他に肉料理や創作料理も楽しめ、どれを食べてもハズレが 

   ありません。 

   日本酒を推していて全国の銘酒を常時３０種類そろえている。 

 🍶🐟富重…全体 

 １１：３０～１４：００ １７：００～２２：００、（日）、０２３４－２６－８０４４ 

 ￥４０００～７０００、年齢層なし、旬の食材がある、お酒を楽しみたい方に、おいしい、 

 こだわりの一品がある、観光客に、男女のグループで、食事を楽しみたい方に 

 口コミ💭料理がおいしい！！ 

  

 

 

 



た 

 🍶留よし…中町 

 １７：００～２３：００、（第１日）、０２３４－２４－３０６５ 

 ￥３０００、５０代以上、接客が良い、おいしい、座敷がある、一人で静かに、 

 お酒を楽しみたい方に、 

 口コミ💭昭和４０年代の開業で、現在のお店で３店舗目。 

     クジラ汁など郷土料理もおいしく７０代の女将の人柄に惹かれ 

     若い男性も食事に訪れている。 

 🍶とらさん…全体 

 １７：００～２３：３０、（第２４日）※祭日の場合変更有、０２３４－２４－３０６５ 

 ￥３５００～５０００、４０代以上向け、接客が好ましい、メニューが豊富、おいしい、 

 一人で静かに、観光客に、 

 口コミ💭地酒が豊富で、十四代飲めます。 

 🍴とんぼり…全体 

 １７：３０～２２：００、（月）、０２３４―４１－１６６４  

 ￥４０００、年齢層なし、値段が手頃、おいしい、雰囲気が良い、男性のグループで、 

 女子会に 

 口コミ💭お好み焼きなら１０００円から２０００円で食べられます。 

 🍶とんぼり久…中町 

 １７：３０～２３：３０、（日）、０２３４－２２－３７６９ 

 ￥３０００～４０００、年齢層なし、旬の食材がある、店主の人柄、おいしい、 

 種類が豊富、値段が手頃、男女のグループ、お酒を楽しみたい方に、女子会に 

 口コミ💭その時期おススメの地酒の種類が豊富 

     地魚を使った料理がおいしい。 

     店主との会話が楽しいのでカウンター席がおススメ！ 

  兄妹で店をやっていて話が面白い 

な 

 🍴🍖中島精肉店食堂部…中町 

 １７：００～２１：３０、（日） 

 ０２３４－２４－１８５４ 電話で込み具合を確認するのが良い 

 ￥５０００～７０００、年齢層なし、おいしい、値段が手頃、座敷がある、 

 食事を楽しみたい方に、宴会の席で、家族で、量が多い、店内が広い、男女のグループで、 

 口コミ💭ステーキがおいしい！（時価） 

   すき焼きとしゃぶしゃぶ２５００円から食べられます！要予約です！ 

         すき焼き、しゃぶしゃぶ、メンチカツがおすすめ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



な 

 🐟🍶七つ半…中町 

 １７：００頃～、（日）、０２３４－２２－８１０１ 

 小学生以下はご遠慮ください、 

 店主の人柄、おいしい、値段が手ごろ、旬の食材、男女のグループで、観光客、 

 お酒を楽しみたい方、食事を楽しみたい方、 

 口コミ💭地元の魚を地酒とともに楽しめる。 

      うまい魚介を食べたいならここ！！ 

   家庭的な雰囲気で、２人でもグループでも楽しめます。 

   とにかく魚介類がうまい（メニューが限られていますが） 

   味は群を抜いている！ 

    店が狭いので満員になることが多い。 

      ※駐車場はありません！！ 

 🍖🍴南大門…全体 

 １１：００～２３：００、（木）、０２３４－２４－１９９５ 

 ランチ￥１０８０～ 夜￥２５００～３０００、２０～３０代、接客が良い、値段が手頃、 

 おいしい、男女のグループで、宴会の席で、 

 口コミ💭ボーリング２ゲームと焼肉セットがかなりお得！！ 

 🍷🍴nico…みずほ 

 １１：３０～１４：００ １７：３０～２１：３０、（火）、０２３４－２８―９７７７ 

 ￥６０００、年齢層なし、雰囲気が良い、値段が手頃、旬の食材がある、女子会に、 

 男女のグループで 

 口コミ💭シェフは大田シェフのご子息 

 🍴🍸如意…全体 

 土日祝日のみ１１：３０～１４：００ １８：００～２３：００、（水） 

 ０５０－５５７１－３４５６ 

 昼￥７５０～１０００ 夜￥３０００～、年齢層なし、雰囲気が良い、旬の食材がある、 

 こだわりの一品がある、食事の楽しみたい方に 

 口コミ💭地元の旬の食材を生かした台湾料理と紹喚酒、ワイン、台湾烏龍茶が楽しめる 

       お店。 

は 

 🍷ＨＡＣＨＩ…中町 

 １７：００～２３：００ 日曜は～２２：００、（月）、０２３４－２３－５５５０ 
 ￥２５００～３５００、値段が手頃、飲み放題がある、おいしい、雰囲気が良い、 

 値段が手頃、宴会の席で、男女のグループで、女子会に、 

 口コミ💭お酒もつまみも何でもそろう普通の居酒屋です。 

       ３５００の宴会コースがある。 

 🍶響や…中町 

 １８：００～２２：３０、（日）、０２３４－２６－０３０７ 
 ￥４０００、３０～５０代、接客が好ましい、旬の食材、店内が清潔、男女のグループで、 

 お酒を楽しみたい方に 

 

 

 



は 

 🍷ビミナーレ…全体 

 １７：３０～２３：３０、（月）（火）、０２３４－２３－７７１５ 

 ￥５０００、２０～３０代、雰囲気が良い、値段が手頃、おいしい、男女のグループで、 

 家族で、 

 口コミ💭イカのリゾット美味 

     ワインとチーズを楽しみたい時におススメ。 

 🍴ふきのとう…全体 

 １１：３０～１４：００ １８：００～２１：００、（不定休）※貸し切り利用のため要確認 

 ０２３４－２６－１１１７ 

 朝￥１２００ 昼￥１８００ 夜￥２５００、２０～３０代、メニュー豊富、おいしい、 

 値段が手ごろ、個室がある、雰囲気が良い、旬の食材、男女に人気、家族で、 

 食事を楽しみたい方に、 

 口コミ💭バイキングスタイルです 

     すべておいしく、体に優しい 

     ホテルリッチ内にあります。 

  ブッフェスタイル朝￥１２００、昼￥１８００～、夜￥２５００～ 

 🍚🍶福助さん…全体 

 １８：００～２４：００、（日）（祝日の月）、０２３４－２４－５５７３ 

 ￥３３００～、３０～４０代、接客が好ましい、雰囲気が良い、店内が清潔、おいしい、 

 女子会に、食事を楽しみたい方に、一人で静かに、旬の食材 

 口コミ💭TV ビフォー・アフターで登場した匠が設計したとの噂で、店内が綺麗！ 

     店主が一人で切り盛りするため、オーダーがなかなか通らないが、 

     ３人以上で予約だと２５００円のコースで出してくれる。 

     珍しい県外の日本酒や果実などのカクテルなどバリエーションが豊富 

 🎸ブルースヒロ…中町 

 １８：００～２４：００、（火）、０２３４－２４－４０１６ 

 ￥１５００～２５００、３０代～、雰囲気が良い、一人で静かに、男女のグループで、 

 口コミ💭酒田を代表するライブハウスの１つ。 

     アマチュアからプロまで多くのバンドが利用。 

   生の音楽を聴きたい方にお勧め！お酒を飲みながら楽しめる。 

 🍚ほたる…全体 

 １１：３０～１４：００ １８：００～２１：００、（火） 

 ０２３４－２８－８７９７ ※夜は完全予約制、昼も予約したほうが良い 

 昼￥１５００、夜￥３０００～５０００、年齢層はなし、接客が良い、旬の食材がある、 

 量が多い、個室がある、女子会で、雰囲気が良い、宴会の席で、食事を楽しみたい方に 

 口コミ💭姉妹店「すず音」と共にいい雰囲気 

     味も一品急ですが、見ても楽しめてに満足できます。 

     じっくり旬の料理を楽しみたい方におすすめ。 

     庄内の四季の恵み、旬の食材を贅沢に使用。 

     既製品や化学調味料は一切使っていません。 

     お祝いごとや法事、接待、会合、宴会で食事を楽しみたい方にどうぞ。 

 

 



ま 

 🍶まるげん…中町 

 １７：３０～２３：００、（不定休）、０２３４－４３－１７１９ 

 ￥３０００～５０００、年齢層なし、値段が手頃、接客が好ましい、量が多い、 

 飲み放題がある、メニューが豊富、旬の食材、雰囲気が良い、個室がある、おいしい、 

 男女のグループで、宴会に観光客に 

 口コミ💭酒田市みずほの圓福さんの姉妹店 

 🍴🍷マンマミーア…中町 

 １８：００～４：００、（月）､ ０２３４－２３－７３７６ 

 ￥４０００～５０００、２０～３０代、雰囲気が良い、種類が豊富、おいしい、 

 男女のグループで、お酒を楽しみたい方に、 

 口コミ💭メニュー表のショートカクテルを下から順に頼んで鍛えられました。 

     バーテンダーの方にイメージを伝えるとそれに応じたカクテルを作ってくれます 

 🍜三日月軒…中町 

 １１：００～１８：３０、（不定休）０２３４－２２－２１６２ 

 ￥～８００、年齢層なし、おいしい、値段が手頃、雰囲気が良い、家族で、一人で静かに 

 🍨モアレ…中町 

 １０：００～２１：００、（不定休）、０２３４－２２－５２８０ 

 ￥３００～４００、２０～３０代、雰囲気が良い、メニューが豊富、女子会で、 

 口コミ💭ジェラート、パスタ、ピザ、ロフェが楽しめます。 

 🍴モンテグランデ…全体 

 １１：３０～１３：００ １８：００～２１：００、（日）（第１木） 

 ０２３４－４３－８１６６ 

 ￥２５００、４０～５０代、雰囲気が良い、値段が手頃、旬の食材、男女のグループ、 

 食事を楽しみたい方に、 

 口コミ💭すべておいしい！ワインが豊富！ 

   パスタがメインです。 

や 

 🍜癒庵…全体 

 １１：００～２１：００、（年末年始）、０２３４－２８－８６５９ 
 ￥１０００、２０～３０代、おいしい、店内がきれい、観光客に、家族で、メニュー豊富、 

 男性グループに 

 口コミ💭つけめんがウリです！ 

 🍸ユニオンジャックコレクター…日和山 

 ２０：００～３：００ 週末は～４：００、（火）、０９０－３３６３－００７２ 

 ￥年齢層なし、雰囲気が良い、男性グループで、男女のグループで 

 口コミ💭ＵＫロックのＣＤ、ＤＶＤがありえないくらい置いてある。 

     生ビールではないものの、バスペールベールが飲める。 

   

 

 

 

 



や 

 🐟よしだ…中町 

 １７：００～２２：００、（日）※日曜でも予約があればやります。 

 ０２３４－２３－８０１０ 
 ￥４０００、４０～５０代、個室がある、おいしい、座敷がある、宴会の席で、家族で、 

 口コミ💭昼夜￥～１０８０でお弁当もやってます。（要予約） 

 🍚🍶よしのや…日和山 

 １１：３０～１４：００ １７：３０～２２：００、（不定休）、０２３４－２２－０７３８ 

 ￥４０００～、４０代からそれ以上、雰囲気が良い、値段が手頃、観光客に 

 旬の食材がある、宴会の席で 

 口コミ💭大女将いわく 

     「日和山公園はおらいだの庭ださげ（日和山公園はうちの庭よ）」 

     窓から日和山公園を望むロケーションが素晴らしい。 

     桜のころは予約が一年前から入っているほどの人気。 

     〆に出されるそば粉１００％の細打ちそば目当てに通う常連も多い。 

     建物は相馬屋、山王くらぶ、日和山六角灯台を作った佐藤泰太良棟梁が手掛けた 

     数奇屋建築。 

     古き良き時代の酒田湊の風情が残る。 

 🍚米沢屋…中町 

 １１：００～１９：００、（木）、０２３４－２２－３１０５ 

 ￥６００～８００、年齢層なし、雰囲気が良い、値段が手頃、おいしい、 

 店主の人柄が良い、観光客に、家族で 

 口コミ💭TV ケンミンショーでも紹介されました。 

     焼きそばは後かけソースで自分の好みの味で楽しめます。 

 🍜四十番…松山 

 １０：００～１９：００（スープなくなり次第終了）、（水）（祝日の場合営業） 

 ０２３４－６２－２０４０ 

 ￥～１０００、２０～５０代、値段が手頃、おいしい、一人で静かに 

ら 

 🍴🍷Ravi…全体 

 土日のみ１１：３０～１４：００ １８：００～２３：００、（水）、0234-23-5228 
 ￥４０００～、年齢層はなし、接客が良い、雰囲気が良い、おいしい、一人で静かに、 

 口コミ💭ワインとチーズのお店です。 

     ワインとチーズを楽しめる。２０００円で５種類のワイン飲み比べはお得！ 

     パスタも絶品！バーボンもイケますよ！！ 

 🍸Lapture…中町 

 月から土２２：００～２６：００ 日曜祝日～２４：００、（不定休）、 

 ０２３４－２３－４７２５ 

 ￥３０００、３０～５０代、接客が好ましい、雰囲気が良い、一人で静かに、 

 お酒を楽しみたい方に、カップルで、 

   



ら 

 🍶ラ・ボンヌ…日和山 

 １７：００～２５：３０、（不定休）、０２３４－２３－００９８ 

 ￥２０００、２０～３０代、接客が良い、店主の人柄が良い、男女に人気、 

  口コミ💭台町のスナック、マスター夫婦が面白い 

 🍶りーる…全体 

 １８：００～２５：００、（不定休）、０２３４－７８－４４３９ 

 ￥３０００、４０～５０代、雰囲気が良い、値段が手頃、メニューが豊富、 

 男性グループで、お酒を楽しみたい方に、 

 🍴ロアジス…中町 

 １１：３０～１４：００ １７：００～２１：００※夜は要予約、（水） 

 ０２３４－２４－０１１２  

 昼￥１２９０～５４００ 夜￥３２４０ ￥４３２０ ￥６４８０ ￥８６４０のコース、 

 年齢層はなし、接客が好ましい、おいしい、一人で静かに、女子会に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平牧の金華豚を安く食べられる！ 

平牧のお肉を食べるならとんかつ！！

（とんや） 

酒の種類も豊富で特に焼酎や日本酒は

good！ 

肉は全部豚肉なので珍しい部位も食べら

れる。 

サイドメニューもおいしい（焼しゃぶ） 

 

 

シロコロホルモン美味！！ 

（たかみ） 

～公益大生によるおススメスポット～ 

 

 

 

 

 

 

 

     ４年 佐藤友也 

 🍖平田牧場とんや…みずほ 

 １１：００～１４：３０、１７：００～２１：００、（不定休） 

 ０２３４－２３－８０１１ 

 ￥１０００～ 

 🍖焼肉しゃぶしゃぶ平田牧場…みずほ 

 １７：００～２３：００※金土翌日が祝日の場合は～２４：００、（年末年始） 

 ０２３４－２１－２９１９ 

 ￥３０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３年 佐々木源太 

 🍶秋津…全体 

 平日２０：００～、週末１８：００～、（月）、０２３４－３１－２４７７ 

 ￥３０００、２０代、接客が良い、雰囲気が良い、飲み放題がある、一人で静かに、 

 男性グループで 

 🍖ホルモンたかみ…全体 

 １７：００～２２：３０、（木）、０２３４－３１－１５３１ 
 ￥４０００、４０代、値段が手頃、おいしい、雰囲気が良い、男性グループに、家族で 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



実は学生にもっと飲みに来てほしいです

（groove） 

屋台村です！（炭かへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年 玉舘 岬 

🍸groove…全体 

 １８：００～２４：００、（水）、０２３４－４３－１５６７ 
 ￥３０００、２０～４０代、接客が良い、雰囲気が良い、値段が手頃、女子会に、 

 男女のグループで、 

☕🍸nano cafe…全体 

 １１：００～２２：００※金、休日前日は～２４：００、（月）、０２３４－68-0398 
 ￥３５００、２０～３０代、雰囲気が良い、店主の人柄、接客が良い、 

 男女のグループで、宴会の席で 

 

 

 

 

 

 

 

４年 菊地晶樹（左）、４年 畠山勇人（右） 

🍶炭かへ…中町 

 １７：００～２３：００、（水）、０９０－７０７０－１０７５ 

 ￥２０００～２５００、雰囲気が良い、個室がある、男女のグループで 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 佐藤里紗 

🍶寧々家…全体 

 １７：００～２２：００、（不定休）、０２３４－２１－１２３１ 

 ￥２５００、２０代、値段が手頃、飲み放題がある、個室がある、女子会に、 

 男女のグループで 

 

 

 

 

 

 

落ち着いて飲めます（寧々家） 



 

 

 

 

 

 

 

 

２年 石川誠弥 

 🍶千年の宴…中町 

 １７：００～３：００※金・日祝前は～５：００、日祝は１：００、（不定休） 

 ０２３４－２３－２０３８ 

 ￥３０００～、２０～３０代、接客が良い、値段が手頃、飲み放題がある、 

 お酒を楽しみたい方に、男女のグループで 

 🍴昇竜閣…全体 

 １１：００～１４：００ １７：３０～２４：００、（不定休）、０２３４－２６－６００９ 

 昼￥６５０～ 夜￥３０００～、年齢層なし、値段が手頃、量が多い、メニューが豊富、 

 宴会の席で、食事を楽しみたい方に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べ応えばっちり！ 

飲み放題が人気です（昇竜閣） 



 

 

 

 

このたびは、酒田まっぷを手に取っていただきまことにありがとうござい

ました。 

 

魅力的なお店は見つかりましたでしょうか？ 

あなたのお力になれたのならば幸いです。 

 

よろしければ、これからの酒田まっぷの進化のためにぜひ感想をお聞かせ

ください。 

 

 

 

 

口コミまっぷを作るにあたってお忙しい中ご協力いただいたお店の方々や

様々な人に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成者：  梅津沙耶(左)、     甲斐菊乃（中）、          千葉裕（右） 

 

 


