山形県収入証紙（県証紙） 売りさばき所
「土曜日」又は「日曜日」に営業している売りさばき所
◆下表の販売時間や休日、連絡先などは変更されている場合があります。
◆在庫の都合上、お求めの証紙が不足している場合があります。
◆新型コロナウイルスの影響により、売りさばき所が臨時休業している場合があります。
ご購入の際には、事前に販売時間や在庫について売りさばき所にご確認ください。
◆一部、駐車料金のサービスを行っていない売りさばき所がありますので、ご注意願います。

（郵便番号順）
売りさばき所

住所

郵便番号

電話

販売時間

主な休日

◆山形市
マツキドライビングスクール山形校

山形市小白川町字川原1242番地５

990-0021 （023）622-4649

年末年始（12月30日から1月4
日）

990-0031 （023）622-3566

（月曜から金曜）10時から18
時（土曜､日曜､祝祭日）10時
から16時
9時から18時30分

本家長門屋

山形市十日町三丁目6番39号

庄司商店

山形市東原町四丁目12番22号

990-0034 （023）641-3104

13時から18時

日曜､祝祭日、年末年始

マツキドライビングスクール山形中央校

山形市漆山字北志田3385番地１

990-2161 （023）686-2650

マツキドライビングスクール太陽校

山形市大字十文字347番地

990-2211 （023）687-4024

年末年始（12月30日から1月4
日）
年末年始

県立中央病院売店ほっとぴあ

山形市青柳1800番地

990-2214 （023）687-3266

（株）渡辺酒類販売

山形市あかねヶ丘一丁目17番15号

990-2481 （023）645-5152

10時から19時（土曜､日曜、祝
祭日も営業）
10時から17時（土曜､日曜、祝
祭日も営業）
月曜から金曜8時から21時
（土曜､日曜、祝祭日）8時から
18時
9時から20時30分

ファミリーマート山形霞城セントラル店

山形市城南町一丁目1番1号

990-8580 （023）647-1020

24時間営業

年中無休

伊藤英助

上山市十日町1番11号

999-3153 （023）672-0167

日中（特に定め無し）

不定期

おいわけ

上山市弁天二丁目14番37号

999-3161 （023）672-2848

9時から20時

水曜､年始

武口千賀子

天童市駅西一丁目11番34号

994-0047 （023）654-4479

日中（特に定め無し）

不定期

鈴木酒店

天童市高擶北149番地

994-0068 （023）655-2623

日中（特に定め無し）

無休

（株）奥山商店大門店

山辺町大字山辺2976番地

990-0301 （023）664-5633

9時から17時

日曜､祝祭日､年末年始

水戸屋書店

山辺町大字山辺218番地

990-0301 （023）664-5167

9時から19時

無休

金子商店

寒河江市白岩178番地の6

990-0505 （0237）87-1609

7時30分から19時30分

不定期

（株）佐藤薬局

寒河江市丸内一丁目1番47号

991-0023 （0237）84-2567

9時30分から18時

日曜、祝祭日

（株）寒河江自動車学校

寒河江市大字寒河江字久保１番地

991-0041 （0237）86-4311

9時30分から17時30分

日曜､祝祭日､年末年始

芳賀大典商店

寒河江市本楯一丁目28番地

991-0049 （0237）86-5551

9時から17時

日曜､祝祭日､年末年始

港屋電器（株）

河北町谷地甲23番地の1

999-3511 （0237）72-2431

酒のクサカベ

河北町谷地字月山堂683番地1

999-3511 （0237）72-2197

（月曜から土曜）9時から19時 第1,第4日曜、元日（1月1日）
（日曜）9時から18時
9時から20時
水曜

（株）丹野商店

河北町溝延字千苅２０－２

999-3522 （0237）73-2211

8時から18時

土曜（1月から3月）、日曜､祝
祭日､年末年始

西川町大字吉川228番地８

990-0711 （0237）74-3019

8時から18時30分

日曜

朝日町大字宮宿1185番地

990-1442 （0237）67-2047

9時から19時

日曜､元日（1月1日）

大江町大字左沢906番地

990-1101 （0237）62-2029

9時から18時

日曜､年末年始

マツキドライビングスクールさくらんぼ校

村山市大字本飯田118番地

995-0003 （0237）58-2131

マツキドライビングスクール村山校

村山市大字櫤山字金谷原3073番地

995-0005 （0237）55-5680

（月曜から金曜）10時から18 年末年始
時（土曜､日曜､祝祭日）10時
から16時
（月曜から金曜）9時から20時 年末年始（12月30日から1月4
（土曜､日曜､祝祭日） 9時か 日)
ら18時

日曜､年末年始

元日（1月1日）

日曜、第1,第3月曜日

◆上山市

◆天童市

◆山辺町

◆寒河江市

◆河北町

◆西川町
阿部無線

◆朝日町
近江屋

◆大江町
（有）井筒屋書店

◆村山市

◆東根市

売りさばき所
東根自動車学校

住所
東根市蟹沢上縄目1843番地の1

郵便番号

電話

999-3716 （0237）43-2400

販売時間
9時から18時

主な休日
日曜､祝祭日､年末年始

売りさばき所

住所

郵便番号

電話

販売時間

主な休日

◆尾花沢市
（株）文長

尾花沢市若葉町三丁目1番1号

999-4225 （0237）22-0031

9時から21時

元日（1月1日）

マイプリントスズキ

尾花沢市上町五丁目５番1号

999-4228 （0237）22-0050

8時30分から19時

元日（1月1日）

(株)新庄第一自動車学校

新庄市大字鳥越929-1

996-0041 （0233）22-3912

日曜､年末年始

山形最上ドライビングスクール

新庄市大字泉田字下村西19番地の1

999-5103 （0233）25-2221

8時30分から17時30分（昼休
憩有り）
9時30分から17時30分

真室川町大字新町823

999-5312 （0233）62-2348

8時から19時30分

無休

◆新庄市

年末年始

◆真室川町
（株）近岡商店

◆米沢市
セブンイレブン米沢窪田工業団地前店

米沢市窪田町窪田字上他谷1271番30 992-0003 （0238）37-2145

24時間営業

無休

（株）牧野洋酒店

米沢市鍛冶町4545番地

992-0014 （0238）23-1307

9時から19時

日曜､祝祭日､元日（1月1日）

（株）米沢自動車学校

米沢市大字花沢3044番地1

992-0021 （0238）21-3711

日曜､祝祭日､年末年始

マツキドライビングスクール米沢松岬校

米沢市大字花沢3356番地5

992-0021 （0238）22-6411

いちや酒店

米沢市花沢町一丁目5番24号

992-0022 （0238）23-4354

（株）コンノ

米沢市門東町三丁目4番5号

992-0039 （0238）21-2222

9時から17時（要事前電話連
絡）
10時から17時（土曜、日曜、
祝祭日も営業）
（月曜から金曜）9時から19時
30分（土曜､日曜､祝祭日）9時
から18時
9時から18時

セブンイレブン米沢工業高校前店

米沢市大字川井219番地

992-0117 （0238）28-4258

24時間営業

無休

神田商店

米沢市諸仏町3687番地

992-1444 （0238）38-5261

元日（1月1日）

（株）平山孫兵衛商店

米沢市大町二丁目2番22号

992-8585 （0238）24-2222
（Fax0238-242220)

7時から19時30分（要事前電
話連絡）
8時から17時15分

佐野書店

南陽市宮内3450番地

992-0472 （0238）47-2168

9時から19時

日曜

マツキドライビングスクール赤湯校

南陽市宮内68番地

992-0472 （0238）47-2393

フードショップいちさか

南陽市赤湯346番地31

999-2211 （0238）43-2195

梅津商店

南陽市赤湯740-1

999-2211 （0238）43-2130

小林酒店

南陽市俎柳1596

999-2223 （0238）43-3007

（株）三和

南陽市二色根116-5

999-2231 （0238）43-3355

（月曜から金曜）10時から19 年末年始
時（土曜､日曜､祝祭日）9時か
ら17時
8時から19時
日曜、年始(1月1日から1月3
日)
8時から20時（要事前電話連 元日（1月1日）ほか不定期
絡）
8時から19時（昼休憩有、要事 不定期
前電話連絡）
8時30分から20時
元日（1月1日）

冨樫酒店

南陽市三間通282番地

999-2232 （0238）43-2886

7時30分から21時

日曜､元日（1月1日）

シマクラ酒店

高畠町大字根岸68番地

992-0343 （0238）52-0132

8時から20時

水曜、元日（1月1日）

小冨士屋商店

高畠町大字高畠1044番地

992-0351 （0238）52-0048

9時から20時

第2,第4日曜

山村陶器店

高畠町大字高畠692番地の6

992-0351 （0238）52-0324

8時から18時

不定期

セブンイレブン高畠福沢店

東置賜郡高畠町大字福沢32番

999-2174 （0238）58-0711

24時間営業

無休

パリドール・サノ

川西町大字上小松3495番地

999-0121 （0238）42-6636

日曜

寒河江長蔵商店

川西町大字洲島119番地

999-0211 （0238）44-2919

8時から19時（要事前電話連
絡）
9時から20時（要事前電話連
絡）

（株）三陽商店

長井市清水町二丁目1番18号

993-0054 （0238）84-2339

8時30分から19時

日曜､元日（1月1日）

マツキドライビングスクール長井校

長井市緑町7番45号

993-0081 （0238）84-2335

（月曜から金曜）9時から17時（土 年末年始
曜､日曜､祝祭日）9時から17時

よしのや

長井市高野町二丁目7番14号

993-0085 （0238）87-3288

8時30分から17時30分

日曜､祝日

小国町栄町1番地、栄町市場内

999-1361 （0238）62-3728

9時から18時

元日（1月1日）

マツキドライビングスクール白鷹校

白鷹町大字鮎貝2198番地

992-0771 （0238）85-2911

（月曜から金曜）9時から20時（土 年末年始
曜､日曜､祝祭日）9時から16時

カクタ商店

白鷹町大字鮎貝3252番地

992-0771 （0238）85-3130

7時から19時

元日（1月1日）ほか不定期

（有）松下商店

白鷹町大字荒砥乙978

992-0832 （0238）85-3116

7時30分から19時30分

第1,第3,第5日曜､元日（1月1
日）

年末年始
第3日曜、年始

日曜､元日（1月1日）

日曜

◆南陽市

◆高畠町

◆川西町

水曜

◆長井市

◆小国町
小国米穀商業協同組合

◆白鷹町

売りさばき所

住所

郵便番号

電話

販売時間

主な休日

◆鶴岡市
庄交学園自動車教習所

鶴岡市日和田町20番48号

（有）阿部久書店

鶴岡市山王町8番21号

997-0016 （0235）25-1911

（月曜から金曜）8時40分から 祝祭日､年末年始
19時40分（土曜､日曜)）8時40
分から17時40分
9時30分から19時
元日（1月1日）

（有）大川火薬銃砲店

997-0028 （0235）22-0220
（Fax0235-220626）
鶴岡市本町一丁目4番23号 銀座会館 997-0034 （0235）22-2202
内
鶴岡市本町二丁目2番30号
997-0034 （0235）22-0607

セーフティードライビングアカデミー鶴岡

鶴岡市西新斎町11番22号

997-0045 （0235）22-0370

9時から18時30分（要事前電
話連絡）
10時から18時30分

（株）鶴岡自動車学園

鶴岡市西新斎町6番34号

997-0045 （0235）22-6200

10時から19時30分

羽黒高等学校事務室

鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198番地

997-0296 （0235）62-2105

（月曜から金曜）9時から17時 日曜､祝祭日､年末年始
（土曜）9時から12時

（株）出羽自動車教習所

酒田市豊里字下西割22

998-0004 （0234）33-1477

9時から17時

日本海病院内売店「日本海」

酒田市あきほ町30番地

998-0828 （0234）24-2066

鳥海自動車学園

酒田市両羽町1番地の13

998-0832 （0234）24-7433

（月曜から金曜）8時から19時 無休
（土曜、日曜、祝祭日）8時か
ら18時
9時30分から17時30分
日曜､祝祭日､年末年始

上野屋書店

庄内町狩川字今岡59番1号

999-6601 （0234）56-2033

8時から19時30分

（株）庄内食肉公社

庄内町家根合字中荒田21番地の2

999-7762 （0234）45-1250

庄内警察署内（（一財）山形県交通安全協
会）
（株）関東自動車学校

庄内町余目字滑石8番地1

999-7781 （0234）42-3620

（月曜から金曜）8時35分から 日曜､祝祭日､年末年始
17時15分（土曜）8時20分から
13時
8時30分から16時:30分
日曜､祝祭日､年末年始

庄内町余目字船塚17-1

999-7781 （0234）43-2327

10時から17時

日曜､祝祭日､年末年始

Book Citｙ とみや

庄内町余目字滑石61番地1

999-7781 （0234）42-1038

10時から22時

元日（1月1日）

（有）富三郎商店

庄内町余目字沢田111番地

999-7781 （0234）42-3218

6時から18時30分

日曜､年末年始

水戸久書店

庄内町余目字沢田161番地

999-7781 （0234）42-3056

9時から19時

日曜､元日（1月1日）

遊佐町遊佐字舞鶴200番地

999-8301 （0234）72-2061

9時から18時

第1日曜､8月13日、元日（1月
1日）

鶴岡銀座商店街振興組合

9時から17時

日曜､祝祭日､年末年始
日曜､年末年始

日曜､祝祭日､年末年始

年末年始

◆酒田市
日曜､祝祭日､年末年始

◆庄内町
第1,第3日曜

◆遊佐町
（有）かどや

