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「生活ガイド」ページは、暮らしに役立つ情報を掲載しております。
尚、地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載いただきました施設の情報のみ表示しています。
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〈 以下は広告スペースです 〉

産業保健に関するご相談は

山形産業保健総合支援センター

独立行政法人 労働者健康安全機構 山形産業保健総合支援センター
【TEL】 023-624-5188 【FAX】 023-624-5250

山形市旅篭町3-1-4　食糧会館4階
【E-mail】　 sanpo06-kenkou@yamagatas.johas.go.jp

労働者を中心に、主治医と職場が病状・治療計画や職場情報を共有し、
主治医からの意見書をもとに職場復帰や両立支援のプランを立てます。
情報共有やプランの作成等について、産保センターがお手伝いします︕

産保センターが行う　「治療と仕事の両立支援のサポート」（個別調整支援）

「治療と仕事の両立支援」の進め方

◇◇　働く人の「こころ」と「からだ」の健康を無料でサポートします ◇◇

職　場労働者（患者）主治医
配慮
・環境整備

診断
・治療

情報共有情報共有
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山形市 病院・医院マップ Yamagata City Medical Map

このページは有料広告ページです中央部エリア
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ド 休診日／水曜午後･第二､四土曜午後･日曜･祝日

◇臨床心理士による発達の相談 (要予約)

午前  9:00～12:00
午後  2:00～  6:00
※月・水・木・金曜日の午後2:00～2:30は乳幼児健診・予防接種
　の予約外来となります｡終了後通常の外来を行います｡

平日午後の受付時間は午後5:30までとなります｡

発熱専用待合室有り
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このページは有料広告ページです中央部エリア
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https://i-clinic1.wixsite.com/ishigookaclinic
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このページは有料広告ページです中央部エリア

　「眠らなければ」と意気込
むと、かえって頭が冴えて
寝つきを悪くしてしまいま
す。眠れないときはいった
ん布団を出てリラックスし、
眠くなってからもう一度床
につくようにしましょう。

眠くなってから床につく
気持ちよく眠りにつくために health

advice

　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐして
みましょう。
　口を軽く開けて、ハァーとため息をつい
てください。苦しくならない程度に長く息
を吐いたら、少し息を止めて休みます。息
を吸うのは自然に任せ、吸ったら、また
ハァーと吐いて休む、というのを繰り返し
ます。
　吐く息に集
中するのがポ
イント。気分が
落ち着くまで何
回でもやってみ
ましょう。

リラックス呼吸法

心と体の
リラクゼーション法

health
advice
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井出眼科病院
http://www.ideganka.or.jp/

外来時間
8:30～12:00

14:00～18:00

月 火 水 木 金 土 日祝

14:00～17:00 【休診】木曜・日曜・祝日

山形市香澄町3-6-13 ☎023-641-3111
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むと、かえって頭が冴えて
寝つきを悪くしてしまいま
す。眠れないときはいった
ん布団を出てリラックスし、
眠くなってからもう一度床
につくようにしましょう。

眠くなってから床につく
気持ちよく眠りにつくために health

advice

　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐして
みましょう。
　口を軽く開けて、ハァーとため息をつい
てください。苦しくならない程度に長く息
を吐いたら、少し息を止めて休みます。息
を吸うのは自然に任せ、吸ったら、また
ハァーと吐いて休む、というのを繰り返し
ます。
　吐く息に集
中するのがポ
イント。気分が
落ち着くまで何
回でもやってみ
ましょう。

リラックス呼吸法

心と体の
リラクゼーション法

health
advice
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休診日 : 日曜日･祝日･木曜､土曜午後

8:30～12:00

14:00～17:00

8:00
　～11:00

受付時間 月 火 水 金 土木

休
11:00まで

休診日
 日曜､祝日
木曜･土曜午後

山形市小姓町6-35
TEL.023-632-0666　FAX.023-632-0665
http://www.mariko-ladiesclinic.com

真理子レディースクリニック

内科　呼吸器内科　アレルギー科

斯 波 医 院
院長　熱田 明子

診療時間 月 火 水 木 金 土

● ● ● ● ●

● ● ● ●

●9:00～13:00

14:30～18:00

休診日／日曜・祝日
山形市宮町五丁目4-28

TEL(０２３)６２２-００２２

人工透析のみ(月･水･金曜夜間透析あり､火･木･土17時まで)
泌尿器科一般診療、CT検査や内視鏡検査(膀胱)、
性感染症診療、EDのご相談も行っております。
お気軽にお越しください。www.kojin-kai.or.jp
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心と体のリラクゼーション法

動物や植物に癒される

health
advice

　動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈拍数や血圧が安定するなどの生理的な効果に加え、元気
が出る、リラックスするなど、心理面でも大きなメリットがあるとされています。犬、猫、うさぎ、小鳥な
どのペットや、馬、イルカなどの動物と実際に手でふれあうことで、心身ともにリラックスできます。
　植物にふれることも精神的な癒しリラクゼーション効果があると注目されています。ガーデニング
はもちろん、部屋に観葉植物をひとつ置くだけでも心がなごみます。
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松田綵子松田剛院長 医師

医療法人社団

理事長

休 診 日  日曜日･祝日･水曜日･土曜日午後
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心と体のリラクゼーション法

動物や植物に癒される

health
advice

　動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈拍数や血圧が安定するなどの生理的な効果に加え、元気
が出る、リラックスするなど、心理面でも大きなメリットがあるとされています。犬、猫、うさぎ、小鳥な
どのペットや、馬、イルカなどの動物と実際に手でふれあうことで、心身ともにリラックスできます。
　植物にふれることも精神的な癒しリラクゼーション効果があると注目されています。ガーデニング
はもちろん、部屋に観葉植物をひとつ置くだけでも心がなごみます。
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耳鼻咽喉科医師 平林 敬之 皮膚科医師 平林 昌子

023-688-1771

禁煙指導・物忘れ相談・各種健康診断
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山形市 歯科医院マップ Yamagata City Dental Map

このページは有料広告ページです中央部エリア

　歯垢の定着を防ぎ、口内を清潔に保つためには、食事後
すぐに歯磨きをすることが大切。デンタルフロスの併用も効
果的です。歯と歯ぐきを傷つけないよう軽い力で丁寧にブ
ラッシングしましょう。

　磨き残しを防ぐには、歯ブラシの毛先を小刻みに動かし、
1～2本ずつ磨くといいでしょう。1回あたり10分くらいか
けて、丁寧に磨きましょう。

歯磨き
　歯周病は自覚症状が少ないだけに、早期
発見が大切です。自覚症状があれば早めに
歯医者に行き、歯垢や歯石を除去してもらい
ましょう。そのときに正しいブラッシング方法
の指導を受け、半年に一度か年
に一度の割合で、定期的にチェッ
クしてもらうといいでしょう。

歯周病のかかり始めを
見逃さない!

dental
advice

食後すぐに磨く！Point1 歯ブラシの毛先を
小刻みに動かすこと！

Point2

dental
advice歯の健康のための
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逸見歯科医院

山形市清住町1-2-31
☎023-645-1548

診療時間 月 火 水 木 金 土
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

日･祝

AM9:00～12:30
PM2:00～  6:00

駐車場あり

牧 野 歯 科 医 院

M A K I N O
D E N TA L
C L I N I C

山形市五日町7番10号

tel023-645-3772

院長　鬼頭仁美

診療時間
9:00～12:30
14:00～18:00 14:00

17:00
〜

月
〇
〇

火
〇
〇

水
〇
〇

木
／
／

金
〇
〇

土
〇

休診日：日曜日･祝日･木曜日
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発見が大切です。自覚症状があれば早めに
歯医者に行き、歯垢や歯石を除去してもらい
ましょう。そのときに正しいブラッシング方法
の指導を受け、半年に一度か年
に一度の割合で、定期的にチェッ
クしてもらうといいでしょう。
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見逃さない!
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食後すぐに磨く！Point1 歯ブラシの毛先を
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Point2
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advice歯の健康のための
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患者さんの歯を残すことを目指す。予防治療の

さとみ矯正歯科さとみ矯正歯科
クリニッククリニック 土·日診療

指定自立支援医療機関(育成医療·更生医療)
院長　里見 優

www.satomikyosei-shika.jp

ことばのリハビリ室 併室

山形市香澄町2丁目9番19号

TEL 023-632-9553
駐車場12台

0120-310398＋

診 療 時 間

9:00～13:00

14:00～18:30

月 火 水 木 金 土 日
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歯周病のかかり始めを見逃さない!

歯周病予防診断チェックしっかり
予防！

　歯周病は自覚症状が少ないだけに、早期発見が大切です。自覚症
状があれば早めに歯医者に行き、歯垢や歯石を除去してもらいま
しょう。そのときに正しいブラッシング方法の指導を受け、半年に一
度か年に一度の割合で、定期的にチェックしてもらうといいでしょう。

dental
advice
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※土曜日は9:00～18:00

▲ ▲
▲ ▲

▲：水・木は週により休診日が異なるため、
       HP をご覧ください。　
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歯周病のかかり始めを見逃さない!

歯周病予防診断チェックしっかり
予防！

　歯周病は自覚症状が少ないだけに、早期発見が大切です。自覚症
状があれば早めに歯医者に行き、歯垢や歯石を除去してもらいま
しょう。そのときに正しいブラッシング方法の指導を受け、半年に一
度か年に一度の割合で、定期的にチェックしてもらうといいでしょう。
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0120-32-7749
tel.023-632-7749

※土曜17:00まで

休診日：木曜・日曜・祝日 ※診療時間は変更になる場合がございます。

https://www.miharashi-dental.com/

9：00～12：30

14：00～17：45

日金木水火月診療時間 土

● ● ● ● ●
●●●● ● ／

／ ／ ／
／

祝

／

〒990-2317
山形県山形市みはらしの丘4-2-15

tel.023-679-5801
インターネット予約

(24時間受付)

歯科・小児歯科・歯科口腔外科 院長 土谷　理恵子 歯科医師
医学博士
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　山形市医師会は、市民の皆様
の健康を守るために活動してい
ます。疾病や外傷の治療はもち
ろん健康診断や予防接種などの
予防医学にも力を入れていま
す。小さなお子さんからお年寄
りの方まで、皆様が安心して医
療が受けられるように、診療所
と病院が日夜努力しています。
　 香 澄 町 の 山 形 市 医 師 会 館
は、地域医療を担う活動拠点です。また、南館の山形
市医師会健診センターでは、健康診断や各種検診を
行っており、市民の皆様の健康の砦になっています。
　山形市医師会は、皆様が住み慣れた地域でいつま
でも安心して暮らせるよう活動を続けていくととも
に、この「山形市くらしのガイド」が皆様の健康増進に
役立つことを願っております。

一般社団法人 山形市医師会
〒990-0039　山形市香澄町2-9-39　TEL：641-3650　FAX：624-6754

山形市医師会館
山形市香澄町2-9-39
TEL：641-3650

山形市医師会
健診センター
山形市南館5-3-10　
TEL：645-7222

山形市医師会
在宅医療･介護連携室｢ポピー｣
山形市香澄町2-9-39（医師会館2F）
TEL：641-5555

山形市
休日夜間診療所
山形市香澄町2-9-39
(医師会館1F）
TEL：635-9955

山形市医師会健診センターG
S

↑

山形市医師会館

一般社団法人山形市医師会

　私たち山形市薬剤師会は、薬の専門家として、薬の調剤、医薬品の製造・
供給、学校や地域衛生管理を行い、市民の皆様の健康維持・増進のお手伝
いをさせていただいております。

当会では「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」を推進しています。複数の
薬局に行くのではなく、いつでも気軽に相談できる「かかりつけ薬局」を定着で
きるよう、研修会や講習会を開催して、薬剤師の生涯教育に努めております。
　また、処方箋をもとに調剤した薬を患者さんの自宅に届けて、お薬の説明
をしたり、残薬をチェックしたり、副作用を確認する在宅医療や、こども薬剤
師体験のイベント、おくすり相談コーナー等を通じて、薬剤師の活躍も広が
り、市民の皆様と顔の見える関係を築いてきております。
　今後もこれまで以上に研鑽し、山形市の皆様の健康生活のお役に立てる
よう、地域医療に貢献してまいりますので、ご支援くださいますようお願い申
し上げます。

市民の皆様の健康相談、学校や地域の衛生管理を行っています。
かかりつけ薬局、薬剤師にお気軽にご相談ください。

　本会では、本会会員の各歯科医院における歯科診
療はもとより介護保険、学校歯科、地域医療、保健衛
生など多岐にわたって取り組んでおります。特に山形
市の協力の下に下記の事業を行っております。
❶80歳でよくかめる歯を20本以上残そうという運動
　を基に「8020運動推進事業」としての「歯の長寿賞」
　表彰
❷1988年より全国でも先駆けて始まった「在宅ねた
　きり高齢者等歯科診療」事業
❸休祝日、年末年始の救急歯科診療事業
　「歯と口の健康」と「全身の健康」の関係が重要視さ
れている中、「歯と口」に関するさまざまな事業を通し
て地域社会へ貢献できるようこれからも努力してまい
ります。

地域に根ざした歯科保健の伸展のために
組織の総力を結集して努力してまいります

一般社団法人 山形市薬剤師会
〒990-0041　山形市緑町4-14-65　TEL:616-5101　FAX:616-5102

山形市歯科医師会
中小企業の経営をサポート！

経営支援 共済・福利厚生の充実 その他

休日診療のご案内

山形市医師会館山形市医師会館

山形市歯科医師会
休日救急歯科診療所
山形市香澄町2-9-39(医師会館1F)
TEL：629-9988

一般社団法人山形市薬剤師会

山形商工会議所

一般社団法人
山形市医師会

会長

●診療日

●診療時間

日曜・祝日・年末年始
(12/31～1/3)

午前10時～午後4時
(受付は午後3時30分まで)

●経営革新、新分野進出に関する相談
●新規創業に関する相談
●税務・記帳・決算に関する相談
●事業継続力強化（BCP）支援
●経営安定特別相談室
●小規模事業者経営改善資金
   (マル経資金)
●金融機関および信用保証の仲介、斡旋
●制度融資の斡旋
●事業資金調達、返済軽減に関する相談
●労務に関する相談
●情報化に関する相談
●販路開拓に関する相談
●経営計画策定支援

●生命共済制度
(はながさ共済)

●特定退職金共済制度
●小規模企業共済制度
●中小企業倒産防止共済制度

(経営セーフティ共済)
●ビジネス総合保険制度
　（PLプラン含む）
●火災共済
●情報漏えい賠償責任保険制度
●休業補償プラン
●業務災害補償プラン

●各種講習会
●無料窓口相談
●会員のつどい
●映画鑑賞会
●ComComボックス
　（会員事業所のPR支援）
●優良従業員表彰
●LINE公式アカウント配信
●広報誌『商工月報』による情報提供
●商工会議所ホームページによる

情報提供
●オリジナルカレンダー
●青年部・女性会
●パソコン教室の運営
　（会員割引特典あり）

病院・医院・歯科医院・
薬局に行くとき

入院するとき

薬局・ドラッグストア等で
薬を買うとき

くすりアレルギーの未然防止に

急に体調が
悪くなった時や
災害時に

Yamagata City
 Medical Association

Yamagata City
 Pharmacist Association

Yamagata City
Dental Association

Yamagata Chamber of
 Commerce & Industry

山形商工会議所
〒990-8501 山形市七日町3-1-9
TEL：622-4666   FAX：622-4668　
HP：https：//www.yamagata-cci.or.jp

会費（年度会費）
個人事業所……12,000円以上
法人事業所……20,000円以上

入会資格
山形市内で営業されている商工業者、協同組合、団体など。
規模、業種に制限はありません。
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　山形市医師会は、市民の皆様
の健康を守るために活動してい
ます。疾病や外傷の治療はもち
ろん健康診断や予防接種などの
予防医学にも力を入れていま
す。小さなお子さんからお年寄
りの方まで、皆様が安心して医
療が受けられるように、診療所
と病院が日夜努力しています。
　 香 澄 町 の 山 形 市 医 師 会 館
は、地域医療を担う活動拠点です。また、南館の山形
市医師会健診センターでは、健康診断や各種検診を
行っており、市民の皆様の健康の砦になっています。
　山形市医師会は、皆様が住み慣れた地域でいつま
でも安心して暮らせるよう活動を続けていくととも
に、この「山形市くらしのガイド」が皆様の健康増進に
役立つことを願っております。

一般社団法人 山形市医師会
〒990-0039　山形市香澄町2-9-39　TEL：641-3650　FAX：624-6754

山形市医師会館
山形市香澄町2-9-39
TEL：641-3650

山形市医師会
健診センター
山形市南館5-3-10　
TEL：645-7222

山形市医師会
在宅医療･介護連携室｢ポピー｣
山形市香澄町2-9-39（医師会館2F）
TEL：641-5555

山形市
休日夜間診療所
山形市香澄町2-9-39
(医師会館1F）
TEL：635-9955

山形市医師会健診センターG
S

↑

山形市医師会館

一般社団法人山形市医師会

　私たち山形市薬剤師会は、薬の専門家として、薬の調剤、医薬品の製造・
供給、学校や地域衛生管理を行い、市民の皆様の健康維持・増進のお手伝
いをさせていただいております。

当会では「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」を推進しています。複数の
薬局に行くのではなく、いつでも気軽に相談できる「かかりつけ薬局」を定着で
きるよう、研修会や講習会を開催して、薬剤師の生涯教育に努めております。
　また、処方箋をもとに調剤した薬を患者さんの自宅に届けて、お薬の説明
をしたり、残薬をチェックしたり、副作用を確認する在宅医療や、こども薬剤
師体験のイベント、おくすり相談コーナー等を通じて、薬剤師の活躍も広が
り、市民の皆様と顔の見える関係を築いてきております。
　今後もこれまで以上に研鑽し、山形市の皆様の健康生活のお役に立てる
よう、地域医療に貢献してまいりますので、ご支援くださいますようお願い申
し上げます。

市民の皆様の健康相談、学校や地域の衛生管理を行っています。
かかりつけ薬局、薬剤師にお気軽にご相談ください。

　本会では、本会会員の各歯科医院における歯科診
療はもとより介護保険、学校歯科、地域医療、保健衛
生など多岐にわたって取り組んでおります。特に山形
市の協力の下に下記の事業を行っております。
❶80歳でよくかめる歯を20本以上残そうという運動
　を基に「8020運動推進事業」としての「歯の長寿賞」
　表彰
❷1988年より全国でも先駆けて始まった「在宅ねた
　きり高齢者等歯科診療」事業
❸休祝日、年末年始の救急歯科診療事業
　「歯と口の健康」と「全身の健康」の関係が重要視さ
れている中、「歯と口」に関するさまざまな事業を通し
て地域社会へ貢献できるようこれからも努力してまい
ります。

地域に根ざした歯科保健の伸展のために
組織の総力を結集して努力してまいります

一般社団法人 山形市薬剤師会
〒990-0041　山形市緑町4-14-65　TEL:616-5101　FAX:616-5102

山形市歯科医師会
中小企業の経営をサポート！

経営支援 共済・福利厚生の充実 その他

休日診療のご案内

山形市医師会館山形市医師会館

山形市歯科医師会
休日救急歯科診療所
山形市香澄町2-9-39(医師会館1F)
TEL：629-9988

一般社団法人山形市薬剤師会

山形商工会議所

一般社団法人
山形市医師会

会長

●診療日

●診療時間

日曜・祝日・年末年始
(12/31～1/3)

午前10時～午後4時
(受付は午後3時30分まで)

●経営革新、新分野進出に関する相談
●新規創業に関する相談
●税務・記帳・決算に関する相談
●事業継続力強化（BCP）支援
●経営安定特別相談室
●小規模事業者経営改善資金
   (マル経資金)
●金融機関および信用保証の仲介、斡旋
●制度融資の斡旋
●事業資金調達、返済軽減に関する相談
●労務に関する相談
●情報化に関する相談
●販路開拓に関する相談
●経営計画策定支援

●生命共済制度
(はながさ共済)

●特定退職金共済制度
●小規模企業共済制度
●中小企業倒産防止共済制度

(経営セーフティ共済)
●ビジネス総合保険制度
　（PLプラン含む）
●火災共済
●情報漏えい賠償責任保険制度
●休業補償プラン
●業務災害補償プラン

●各種講習会
●無料窓口相談
●会員のつどい
●映画鑑賞会
●ComComボックス
　（会員事業所のPR支援）
●優良従業員表彰
●LINE公式アカウント配信
●広報誌『商工月報』による情報提供
●商工会議所ホームページによる

情報提供
●オリジナルカレンダー
●青年部・女性会
●パソコン教室の運営
　（会員割引特典あり）

病院・医院・歯科医院・
薬局に行くとき

入院するとき

薬局・ドラッグストア等で
薬を買うとき

くすりアレルギーの未然防止に

急に体調が
悪くなった時や
災害時に

Yamagata City
 Medical Association

Yamagata City
 Pharmacist Association

Yamagata City
Dental Association

Yamagata Chamber of
 Commerce & Industry

山形商工会議所
〒990-8501 山形市七日町3-1-9
TEL：622-4666   FAX：622-4668　
HP：https：//www.yamagata-cci.or.jp

会費（年度会費）
個人事業所……12,000円以上
法人事業所……20,000円以上

入会資格
山形市内で営業されている商工業者、協同組合、団体など。
規模、業種に制限はありません。
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医療機関名 所在地 電話番号
青山皮膚科 五十鈴1-8-14 633-7715

明石医院 旅篭町1-9-22 622-7621

あかねヶ丘あきば小児科医院 あかねヶ丘2-10-54 647-4011

あかねヶ丘えんどう耳鼻咽喉科 上町4-14-20 645-7070

あかねヶ丘整形外科医院 あかねヶ丘2-10-3 645-7380

あかねヶ丘高橋レディスクリニック 久保田2-16-19 673-0123

あきらクリニック 南四番町12-10 687-1855

あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院 あさひ町7-25 628-1711

安孫子内科医院 大字風間1145 686-2388

阿部クリニック 桜田西4-3-4 624-1125

荒井小児科医院 久保田1-4-27 674-8357

いがらし内科循環器科クリニック 銅町2-24-5 615-6050

池澤内科クリニック 松山1-1-105 626-6266

池田小児科クリニック 大字松原311-1 666-8220

伊沢内科胃腸科医院 大字下東山4319-1 686-2816

いしい醫院 富の中4-1-27 666-6290

いしい腎泌尿器科クリニック 桜田西4-17-49 616-3601

石郷岡クリニック 双葉町1-4-6 647-0050

いしだ耳鼻咽喉科クリニック 清住町2-2-12 674-7603

いそだ医院 漆山2573-1 682-1522

板垣クリニック 成沢西4-4-5 689-9588

板坂胃腸科内科クリニック 江俣4-6-23 682-2121

いちかわ整形外科 上町3-12-12 664-0303

伊藤泌尿器科クリニック 五十鈴1-1-28 615-1150

いなむら耳鼻咽喉科クリニック 篭田3-1-2 643-3344

内ヶ崎医院 幸町12-50 624-0547

大泉胃腸科内科クリニック 城西町5-21-15 643-9021

大内外科医院 宮町2-6-13 641-6867

大島医院 桜田西4-1-14 641-6419

おおたけ医院 南三番町7-18 633-2571

オーヌマ眼科 鈴川町3-8-10 634-7113

大沼産婦人科医院 十日町1-3-26 622-0243

大畠整形外科医院 鈴川町3-15-64 635-3900

おかべクリニック 長谷堂4464 688-8733

小川クリニック 落合町528-5 634-1024

奥山眼科 七日町2-1-3プラザビル
七日町1Ｆ 642-5211

奥山内科胃腸科クリニック 深町3-1-20 646-3223

小田消化器科内科クリニック 大字片谷地121-12 689-1077

音山医院 三日町1-2-7 631-4190

加賀山医院 南一番町5-26 631-1171

笠原整形外科 久保田1-8-13 645-1567

霞城眼科クリニック 双葉町2-4-23 665-1177

片桐皮膚科医院 十日町3-1-36 665-5873

かつうら小児科 あさひ町15-15 642-7222

勝島小児科医院 南館4-4-12 643-0123

かとう内科クリニック 千手堂大門96-1 687-1706

金井たかはし眼科 瀬波1-6-15 681-0090

川越医院 大手町9-25 641-6467

かわごえ内科クリニック 松波2-2-9 626-5120

かわしま内科循環器科クリニック 城西町5-29-22 646-7220

かわぞえ嶋北泌尿器科内科クリニック 嶋北3-10-1 665-1660

かんの眼科 吉原2-10-5 674-8513

菅野内科医院 旭が丘2-34 624-1233

医療機関名 所在地 電話番号
きくち内科医院 松見町16-24 664-1285

黒田内科クリニック 七日町4-13-33 625-3081

くわぞえ整形外科クリニック 花楯2-7-6 627-6222

こころのクリニック山形 江俣4-18-26 681-6226

小関皮ふ科眼科クリニック あこや町2-2-15 632-5678

こにだ高橋クリニック 小荷駄町12-32 633-0602

小松医院 長町1-4-1 684-1360

小松胃腸科内科クリニック 吉原2-4-19 647-3131

小松眼科医院　 元木2-13-5 641-3811

こまつ整形外科クリニック 富の中4-4-21 647-3882

小松内科医院 元木2-13-8 634-5500

こんの小児科アレルギー科クリニック 銅町2-6-6 687-0380

ごとう医院 東青田3-11-10 626-5515

西條クリニック あこや町3-12-15 642-3332

さいとう脳神経・内科クリニック 桜田東1-14-18 666-6904

さいとう泌尿器科皮膚科 あかねヶ丘2-10-58 645-7080

堺内科・胃腸科医院 小白川町2-1-65 641-8379

さがえ整形外科クリニック あこや町2-2-23 631-8336

佐々木医院 肴町3-34 643-4703

佐藤眼科医院 美畑町11-11 622-3711

佐藤眼科医院銅町クリニック 銅町1-6-35 664-1310

佐藤清医院 五十鈴1-6-56 626-7275

佐藤整形外科クリニック 小立3-13-25 626-5000

さとこ女性クリニック 中野4103 687-0213

沢村クリニック 東原町4-16-7 633-3670

三條クリニック 寿町14-3 635-5566

ざおう整形外科クリニック 蔵王半郷字西の宮244-1 688-8891

塩見整形 成沢西1-2-6 674-8585

至誠堂とかみクリニック 富神前48-5 646-5588

篠原神経・心療内科クリニック 元木3-2-5 634-1230

斯波医院 宮町5-4-28 622-0022

嶋南つちや整形外科 嶋南3-8-1 664-2101

消化器科・内科井上クリニック 北町3-7-1 681-6080

白壁内科クリニック 陣場1-9-21 682-8811

城西医院 春日町13-27 644-0276

しろにし診療所 城西町4-27-25 643-2017

耳鼻咽喉科・アレルギー科深瀬医院 七日町2-7-30 631-2533

城南胃腸科内科医院 若葉町5-13 641-4617

城北すずき内科クリニック 城北町2-10-5 687-1870

杉山内科クリニック 嶋北1-14-3 682-1277

鈴木クリニック 桧町4-6-16 681-8011

鈴木外科胃腸科医院 七日町4-4-7 623-1966

セントラルクリニック 吉原3-10-17 647-3837

相馬脳神経クリニック 松波1-11-35 634-2111

高橋胃腸科内科医院　飯塚診療所 飯塚町字中道北448-3 643-5575

高橋胃腸科内科医院　古館診療所 大字古館字替所1560-2 643-2150

髙橋クリニック 上町3-6-41 644-8601

髙橋外科内科医院 大字大森1075-2 686-2055

高柳整形外科クリニック 十日町3-7-22 631-7267

武田整形外科クリニック 山家町2-6-6 631-7322

武田内科胃腸科医院 鈴川町3-15-61 628-0508

橘医院 西田4-9-16 645-4265

橘内科循環器内科クリニック 北山形2-5-43 674-0180

田中利治皮フ科 篭田1-14-30 647-8778

田中皮膚科医院 春日町2-26 645-1235
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大道寺内科医院 上町3-11-4 644-7555

大野目クリニック 大野目3-6-22 625-8611

大野目耳鼻科 大野目2-2-37 635-4187

つげ医院 香澄町1-11-15 631-1131

土屋眼科医院 七日町3-5-7 631-3005

つのだ内科クリニック 青田南24-45 665-0223

鶴宮小児科医院 東原町3-10-7 632-6677

TFメディカル嶋北内科脳神経外科
クリニック 嶋北3-1-11 665-0101

東海林皮ふ科医院 桧町2-5-13 681-1281

十日町ようこクリニック 十日町3-2-8 623-9200

ときめき形成外科 大野目2-2-33 635-1800

とくなが整形外科医院 木の実町10-17 624-3300

殿岡内科医院 中桜田3-2-17 625-7200

ともおか整形外科 元木2-8-8 634-3355

内藤医院 鉄砲町1-4-20 624-1500

中井こども医院 花楯1-16-11 625-7171

中島眼科医院 春日町8-31 643-5515

中村医院 あかねヶ丘1-1-1 646-5161

長岡医院 七日町4-5-20 622-1191

長嶋医院 小姓町3-10 641-4166

七日町メンタルクリニック 七日町1-4-31山形七日町
ワシントンホテル1階 625-8887

なわの内科医院 七日町3-5-1 632-0120

西バイパスひとみ整形外科 砂塚12-8 644-1200

にとうべ内科 大字松原488-18 665-5600

二瓶内科クリニック 宮町1-5-23 626-3020

ねもとクリニック 小白川町4-8-13 628-5656

のだ耳鼻咽喉科クリニック 桧町3-7-30 676-9100

芳賀胃腸科内科クリニック あこや町2-15-1 624-8686

橋本こどもクリニック 瀬波1-1-36 681-4800

長谷川医院 印役町2-1-2 631-7874

羽根田産婦人科クリニック 寿町19-1 622-3507

濱井眼科 南原町2-7-44 625-5077

早坂内科循環器科医院 あかねヶ丘2-10-2 645-2223

林内科・レディースクリニック 成沢西2-1-21 688-8681

東山形やまかわクリニック 東山形2-3-34 664-3918

ひのき町小松眼科 桧町2-6-4 681-8668

皮ふ科桜井医院 南原町3-1-3 625-1241

平林耳鼻科皮膚科医院 成沢西2-9-3 695-3010

平本整形外科 千石65 685-6322

PFC JAPAN CLINIC山形 南四番町3-6 625-5515

ファミリークリニックやざわ 青柳1544-5 687-5222

深瀬内科医院 落合町195-3 631-7010

ふじもり形成外科クリニック 松波2-2-6 625-5880

ふるかわ整形外科クリニック 南四番町7-18 665-0188

ブレインクリニック妻沼 嶋南2-7-3 665-1551

べにばな内科クリニック 成沢西4-11-32 688-3511

訪問診療クリニックやまがた 銅町2-13-11 616-6360

堀米医院 木の実町7-4 632-3939

本町矢吹クリニック 本町1-6-17 615-1877

ほんまこどもクリニック 若宮1-11-33 646-5533

まつだクリニック 桧町2-11-15 682-3136

まつながキッズクリニック 西田2-2-10 687-0225

松本内科クリニック 双葉町2-1-22 676-5566

馬見ヶ崎こどもクリニック 馬見ヶ崎1-18-6 616-6611

医療機関名 所在地 電話番号
真理子レディースクリニック 小姓町6-35 632-0666

みさわクリニック 城南町3-5-28 647-3301

緑町関口クリニック 緑町1-7-16 633-0030

緑町山田医院 緑町3-2-51 665-1152

みゆき会南館クリニック 南館4-1-45 647-7555

南原耳鼻咽喉科医院 南原町3-19-26 632-4133

美畑町耳鼻咽喉科クリニック 美畑町12-12 623-2763

みはらしの丘こどもクリニック みはらしの丘4-10-1 676-5245

宮川整形外科クリニック 宮町2-1-34 623-6110

村田内科医院 十日町4-7-23メディカル
プラザ十日町3F 633-5580

メンタルクリニック城西 城西町4-18-24 616-6868

もときクリニック 元木2-9-39 625-7500

桃井整形外科 緑町4-14-8 615-7115

もんま医院 小立2-7-20 625-8811

矢尾板医院 十日町1-2-29 622-2406

やさく医院 成沢西5-6-22 688-1771

やまかわ整形外科 瀬波1-6-10 682-3323

山形眼科歯科 香澄町2-4-1 626-0020

山形県職員診療所 松波2-8-1 630-3005

山形市休日夜間診療所 香澄町2-9-39 635-9955

山口内科クリニック 七日町5-12-14 622-7151

山口ハートクリニック 花楯2-50-3 615-2215

山田菊地医院 西田2-1-27 643-5500

やまもと眼科クリニック 元木3-3-7 615-6270

ゆうき整形外科 南原町1-25-20 634-5111

由美子こどもクリニック 大字中野4101 681-4150

横田耳鼻咽喉科医院 桜田東2-10-40 629-8585

横山小児科医院 荒楯町2-20-21 622-8822

吉池小児科皮膚科医院 十日町2-4-16 622-2606

芳川小児科医院 元木2-6-13 625-7700

吉川皮ふ科クリニック 富の中4-1-12 647-5880

吉原眼科 西田2-3-3 646-8805

吉村医院 小姓町1-34 626-3701

レディースクリニック高山 嶋北1-14-13 674-0815

若杉内科医院 荒楯町1-7-19 626-2323

わかばクリニック 旅篭町1-7-23 634-3460

わたなべ耳鼻咽喉科クリニック 城西町4-5-19 646-4133

わだ心療内科クリニック 小白川町4-3-24 624-0246

和田内科クリニック 桜田東2-10-37 634-3300

山形県立中央病院 大字青柳1800 685-2626

山形市立病院済生館 七日町1-3-26 625-5555

東北中央病院 和合町3-2-5 623-5111

山形済生病院 沖町79-1 682-1111

篠田総合病院 桜町2-68 623-1711

至誠堂総合病院 桜町7-44 622-7181

小白川至誠堂病院 東原町1-12-26 641-6075

矢吹病院 嶋北4-5-5 682-8566

井出眼科病院 香澄町3-6-13 641-3111

国立病院機構山形病院 行才126-2 684-5566

千歳篠田病院 長町2-10-56 684-5331

山形さくら町病院 桜町2-75 631-2315

山形厚生病院 大字菅沢字鬼越255 645-8118

横山病院 十日町3-6-48 622-3415

若宮病院 吉原2-15-3 643-8222
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医療機関名 所在地 電話番号

あいおい歯科クリニック 相生町6-37 635-4618
青木歯科医院 富の中4-6-35 647-2250
青山歯科医院 漆山2447-9 612-0814
あきらデンタルクリニック 馬見ヶ崎1-2-3 682-6480
あさの歯科クリニック 馬見ヶ崎2-11-20 681-4618
あやこ歯科医院 内表東291-1 682-8241
あらい歯科医院 元木1-10-62 641-6080
有泉歯科医院 南原町3-14-20 626-2772
アルファ矯正歯科 香澄町3-1-7朝日生命ビル3階 624-2328
五十嵐歯科医院 本町1-7-31大二ビル内 633-1377
五十嵐歯科クリニック 城西町4-20-24 645-7171
池野歯科医院 千歳2-15-4 681-7171
伊藤歯科医院 宮町5-10-42 622-4140
いわぬま歯科クリニック 香澄町3-2-1山交ビル８階 641-7742
江良歯科医院 落合町字二口203-1 642-1184
遠藤歯科医院 若宮1-6-20 685-8338
大泉歯科クリニック 城西町5-29-11 666-7340
太田歯科医院 深町2-4-14-2 644-8686
大沼歯科医院 長町2-4-12 684-6510
沼木 大沼歯科医院 明神前32-4 643-1510
小倉歯科医院 元木2-10-10 633-6480
かいわ歯科クリニック あかねヶ丘1-1-4 644-1730
加藤歯科医院 花楯1-21-3 624-3456
小白川加藤歯科医院 小白川町2-2-12 624-5500
神尾歯科医院 西田1-1-42 643-3332
きくち歯科クリニック 桜田東1-4-1 624-4611
日下部歯科医院 小白川町5-3-17 624-0077
くつざわ歯科医院 成沢西5-5-15 689-0648
国井歯科医院 白山3-4-8 632-7749
久米井歯科医院 東青田1-12-5 634-3611
コスモ歯科クリニック城西 城西町5-3-1 644-1188
小関歯科医院 本町2-3-32 641-1742
後藤歯科医院 緑町1-7-9 622-0829
後藤歯科医院 上町1-13-11 644-1814
ごとう歯科・矯正歯科クリニック 旅篭町3-3-45 642-1818
小林歯科診療所 十日町3-2-45 632-8089
小林矯正歯科医院 七日町1-4-59 625-6989
小林歯科医院 七日町1-4-59 622-3536
小松歯科医院 双葉町2-6-15 643-8771
小松歯科医院 あこや町3-9-10 632-2433
小屋歯科医院 鉄砲町1-4-34 641-3433
今野歯科医院 北山形1-2-15 645-4521
あかねヶ丘斎藤歯科医院 あかねヶ丘2-15-50 645-5155
桜田斎藤歯科医院 桜田東4-8-41 641-2048
緑町斎藤歯科医院 緑町2-12-45 622-0303
斉藤憲歯科医院 十日町4-1-40 633-8020
さいとう矯正歯科 成沢西1-5-29 688-8887
坂下歯科医院 南原町3-3-1 641-8888
坂田歯科医院 小姓町4-10 631-0317
坂本デンタルオフィス 江俣5-8-8 682-8214
さくま歯科医院 七日町4-4-39 627-4618
さくら歯科クリニック 小白川町1-16-33 634-0018
佐々木歯科医院 大字松原137-13 688-8148
笹原歯科医院 五十鈴3-9-23 631-8101
江俣ささはら歯科クリニック 江俣1-10-10 681-8884
あこや佐藤歯科医院 あこや町2-15-6 641-5801
さとう歯科クリニック 城西町2-1-5 645-5555
さとうデンタルクリニック 桜田東4-8-24 664-2323
さとみ矯正歯科クリニック 香澄町2-9-19 632-9553
さなだ歯科クリニック 香澄町2-11-8 641-3748
鹿野歯科医院 大野目2-4-10-3 631-6868
しのだ歯科医院 久保田1-8-14-2 647-5022
清水歯科医院 江俣4-11-20 684-6470
庄司歯科医院 富の中1-12-1 644-3811
鈴川リアデンタルクリニック 五十鈴2-2-55-1 666-5418
鈴木歯科医院 城北町2-2-18 643-1818
鈴木歯科医院 東原町4-7-4 633-8241
鈴木歯科クリニック 南栄町1-3-33 626-1855
すまいる歯科 城西町2-10-15 647-6323
ソフィア歯科 松見町5-5 624-5630
高木歯科医院 十日町1-2-30-202 625-5825

医療機関名 所在地 電話番号
高田歯科医院 六日町1-3 626-3555
高橋歯科医院 漆山1098-1 686-2246
タクヤデンタルクリニック 嶋北4-2-33 681-4182
竹田歯科医院 花楯2-1-40 615-3323
たちばな歯科クリニック 西田3-11-23 646-0648
T’s DENTAL OFFICE 嶋南2-13-18 674-8390
寺嶋歯科医院 東山形1-1-8 635-1766
十日町デンタルクリニック 十日町2-2-51レモンハイツ 664-2700
徳光歯科医院 久保田2-9-26 645-5016
錦町冨田歯科医院 錦町15-37 623-1184
冨田歯科医院 西見田1 644-5757
富田歯科西高前医院 美畑町4-29 664-2201
豊田会   五十鈴歯科診療所 五十鈴3-2-15 624-1000
豊田会   仁歯科医院 南原町1-20-20 641-8148
豊田会   本町歯科診療所 本町1-4-26 622-3837
長岡歯科医院 小白川町1-2-8 631-8668
長崎歯科医院 宮町1-10-15 632-8814
永田歯科医院 松原303-10 688-2230
東青田なりはら歯科医院 東青田3-7-20 674-0442
成瀬歯科クリニック 松波2-1-25 625-2525
西村歯科医院 十日町3-1-41 633-2705
新田歯科医院 片谷地399-8 689-1145
楡の木歯科医院 宮町4-6-6 615-6874
沼澤歯科医院 錦町11-15 635-5454
橋本歯科医院 六日町5-28 641-3515
橋本歯科医院 荒楯町1-4-10 622-3332
橋本歯科医院 あさひ町7-21 632-7416
橋本歯科医院 宮町4-24-12 622-5868
橋本歯科医院 緑町1-9-24 623-0476
東原はしもと歯科 東原町3-3-43 633-5454
はやかわ歯科クリニック 南三番町7-15 624-8241
早坂歯科クリニック 南原町1-3-15 632-2777
はやし歯科医院 桧町4-3-12 684-3744
はらだ歯科クリニック 桜田西2-6-8プラザ桜田 635-1180
成原歯科医院ひまわりデンタルクリニック 松栄1-2-31 664-2825
平沢歯科医院 上町5-9-10 644-1180
ファミリー歯科原医院 十日町2-1-20 622-3898
深瀬歯科医院 鈴川町3-1-3 623-3718
藤原歯科医院 松波4-5-19 624-4515
布施歯科医院 蔵王半郷113-7 688-8180
逸見歯科医院 清住町1-2-31 645-1548
穂積歯科医院 香澄町2-8-21 632-4865
堀歯科クリニック 下条町2-4-13 645-1234
ホワイト歯科医院 桜田西2-7-19 631-4088
前田歯科医院 桧町3-1-43 684-0210
牧野歯科医院 五日町7-10 645-3772
まほろば歯科大野目診療所 浜崎97-2 664-1182
まむろ歯科 桧町3-8-10 616-4618
まり歯科クリニック 小白川町4-24-13 665-1182
三浦歯科医院 南館1-8-3 645-2733
峯田歯科医院 宮町4-16-22 624-4115
みはらしの丘デンタルクリニック みはらしの丘4-2-15 679-5801
宮田歯科医院 西田2-1-8 644-8825
メイプル歯科クリニック 若宮3-7-8イオン山形南店2階 646-1370
もとさわ歯科 長谷堂字御手作4442 688-2201
森歯科医院 七日町1-2-42TAN６スクエア3階 625-4060
森谷歯科医院 南四番町2-12 631-1148
安田歯科医院 青田1-1-15 641-6695
山形眼科歯科 香澄町2-4-1 626-0040
やまだ歯科医院 成沢西2-9-14 695-4182
結城歯科医院 久保田3-7-28 645-3225
あこや町ゆうきデンタルクリニック あこや町1-2-15 633-2317
よしはら歯科医院 若宮3-1-22 685-8741
四葉こども歯科 十日町2-1-42 687-0648
YGT矯正歯科クリニック 錦町12-24 616-6588
山形県立中央病院  歯科口腔外科 青柳1800 685-2626
山形市立病院済生館  歯科口腔外科 七日町1-3-26 625-5555
公立学校共済組合東北中央病院  歯科 和合町3-2-5 623-5111
医療法人篠田好生会  篠田総合病院  歯科 桜町2-68 623-1711
医療法人徳洲会  山形徳洲会病院  歯科 清住町2-3-51 647-3434
セントラルクリニック  歯科 吉原3-10-17 647-3835
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地区名 医療機関名 所在地 電話番号
第一 アイン薬局山形さくら町店 桜町1-12 664-0225

さくら調剤薬局十日町店 十日町1-2-30-102 666-6822
豊田薬局 本町1-4-30 622-2747
ナカムラ薬局 香澄町2-6-3 632-3011
なぬか町ほっと薬局 七日町1-4-47 664-3180
はたご町薬局 旅篭町1-3-27 679-4011
ブナの森調剤薬局山形駅前店 香澄町1-18-7 674-9250
ほんちょうアイ薬局 本町1-5-10 615-7714
ヤマザワ調剤薬局済生館前店 七日町1-4-20 615-1331
萬屋薬局七日町店 七日町1-2-35 642-1889
わかば調剤薬局 桜町4-10 664-0211

第二 あしかが薬局 上町1-9-7 647-1888
かごた調剤薬局 篭田1-14-28 647-8726
樫の木薬局上町店 上町4-8-13 647-7251
源泉堂薬局駅前店 幸町16-8 626-4561
ちとせ薬局 双葉町2-1-24 679-3800
ファーコス薬局うわまち 上町3-11-6 646-2293
ふたば調剤薬局 双葉町1-4-18 647-4363
萬屋薬局駅前店 香澄町3-6-25 624-2401

第三 くるみ薬局 銅町2-24-17 615-6461
どうまち薬局 銅町2-6-33 687-0266
ハート調剤薬局宮町店 宮町1-5-22 674-0892

第四 カメイ調剤薬局緑町店 七日町4-13-34 615-7390
にじいろ薬局 大手町8-12 632-1007
萬屋薬局 六日町2-3 623-1805

第五 アイン薬局東原店 東原町1-12-24 664-1200
あおば調剤薬局 あこや町2-6-12 634-8844
エコー調剤薬局 あこや町2-7-20 629-8460
エムハート薬局あこや町店 あこや町3-12-14 626-3270
七日町調剤薬局 七日町5-12-13 642-1200
松波調剤薬局 松波1-11-3 615-6722
もりの季調剤薬局 東原町4-17-49 615-3338

第六 エール薬局南四番町店 南四番町12-11 687-1500
オレンジ調剤薬局 十日町4-7-23 635-5670
カメイ調剤薬局小荷駄町店 小荷駄町12-33 615-6767
とがみ薬局 南四番町7-12 665-0235
ペンギン調剤薬局 荒楯町2-20-20 628-8861
みなみ三番町調剤薬局 南三番町7-22 664-1781

第七 エムハート薬局北やまがた店 肴町3-39 647-6430
オアシス調剤薬局 西田2-3-7 646-8802
北山形薬局 北山形2-5-42 679-5415
コスモス薬局西田店 西田2-8-6 687-0681
城北薬局 城北町2-10-1 665-0366
にした薬局 西田3-11-25 679-5233
ヤマザワ調剤薬局城西店 城西町4-19-3 685-7071
レモン調剤薬局北町店 北町3-7-4 682-1180

第八 アイン薬局小白川店 小白川町4-8-12 628-5556
あおば調剤薬局小白川店 小白川町4-3-12 676-5880
緑町Kokoro薬局 緑町4-14-63 679-5890
みんなの薬局松波店 松波2-2-7 674-0720
もみの木薬局 あさひ町15-16 642-2177

第九 アイ調剤薬局 桧町2-6-14 681-5021
あらた調剤薬局山形嶋店 嶋北4-5-2 666-5474
イオン薬局山形北店 馬見ヶ崎2-12-19 682-5585
岡崎医療ひのき町調剤薬局 桧町3-7-31 616-4000
カメイ調剤薬局山形北店 嶋北1-14-7 682-1560
カメイ調剤薬局馬見ヶ崎店 馬見ヶ崎4-3-40 682-8988
カメイ調剤薬局桧町店 桧町4-6-1 682-8420
クオール薬局桧町店 桧町2-11-16 682-3210
クレア薬局馬見ヶ崎店 馬見ヶ崎1-18-35 665-1100
さくら薬局山形馬見ヶ崎店 馬見ヶ崎4-1-19 674-6826
嶋北調剤薬局 嶋北3-10-26 664-1860
調剤薬局ツルハドラッグ山形嶋店 嶋北4-2-18 682-7221
ひのき調剤薬局 桧町2-5-11 681-8733
ホープ薬局嶋店 嶋北3-1-4 665-0877
馬見ヶ崎みらい薬局 馬見ヶ崎4-2-5 666-5451
ヤマザワ調剤薬局山形済生病院前店 馬見ヶ崎4-1-1 674-6812

第十 あおぞら薬局かすが店 春日町13-28 646-1135
あさひ薬局 あかねヶ丘1-1-39 647-7321
いずみ調剤薬局 城西町5-20-17 643-9922
城西調剤薬局 城西町5-29-24 646-8820

地区名 医療機関名 所在地 電話番号
第十 山形調剤薬局 春日町2-29 645-0183

よねた薬局 城南町3-4-27 647-3207
萬屋薬局コープしろにし店 城西町5-26-28 643-5206

飯塚 ら・ふらんす調剤薬局 飯塚町中道北448-3 644-7512
大郷 中野調剤薬局 大字中野4105 681-6207
金井 カワチ薬局山形北店 嶋南2-14-6 682-0380

陣場調剤薬局 陣場1-9-20 682-3811
大丸薬局 江俣5-4-12 684-4916
ぴーく調剤薬局 江俣4-7-22 684-9110
ひまわり調剤薬局嶋南本店 嶋南1-2-10 665-5394
ファミリー調剤薬局 瀬波1-6-3 612-0145
ブナの森調剤薬局陣場店 瀬波1-1-7 681-5855
ホープ薬局嶋南店 嶋南3-5-20 665-5871
萬屋薬局江俣店 江俣4-17-33 612-0262

椹沢 かえで薬局 砂塚13-9 674-0864
蔵王 アイン薬局成沢店 成沢西2-9-6 688-3447

あらき調剤薬局 飯田西4-4-17 632-0857
岡崎医療医学部前調剤薬局 飯田西4-5-35 624-1123
カメイ調剤薬局山大附属病院前店 飯田西4-4-16 615-0933
共栄堂薬局さくらだ西店 桜田西4-17-46 616-5815
共創未来アカデミア薬局 飯田西1-2-26 615-7441
けやき薬局成沢店 成沢西5-6-20 689-1050
蔵王サン薬局 成沢西4-4-11 666-6498
桜田調剤薬局 桜田東2-9-19 674-9735
スマイル薬局桜田店 桜田東3-1-9 632-6986
トレーフルなりさわ調剤薬局 成沢西1-2-9 674-8120
なりさわ西調剤薬局 成沢西4-11-31 687-0250
日本調剤山形大前薬局 飯田西4-1-20 615-0307
みんなの薬局桜田東店 桜田東1-14-17 679-5703
ヤマザワ調剤薬局山形大学病院前店 飯田西4-4-3 623-6333

鈴川 アイン薬局医者街通り店 花楯1-16-12 631-1447
イーグル薬局 平久保131 666-7407
オオタ薬局 双月町2-2-1 622-8259
源泉堂薬局 五十鈴1-1-3 642-2055
さくら調剤薬局鈴川店 五十鈴1-1-27 687-0622
鈴川調剤薬局 鈴川町3-8-5 624-6861
すみれ調剤薬局本店 大野目2-2-35 635-2020
ホープ薬局花楯店 花楯2-6-13 687-1477

滝山 アイン薬局芸工大前店 東青田3-11-5 625-1447
アイン薬局元木店 元木3-2-4 633-4247
えぼし薬局青田店 青田南24-46 665-5615
かえで薬局白山店 白山1-17-43 674-7751
樫の木薬局元木店 元木2-7-25 635-1122
紅喃調剤薬局 南原町3-19-24 626-9341
調剤薬局ツルハドラッグ中桜田店 中桜田3-2-16 632-0706
みどり調剤薬局南原町店 南原町2-7-48 625-8535
元木調剤薬局 元木2-13-10 631-7741

楯山 アーク調剤薬局県立中央病院前店 大字青柳1561-8 674-0177
アイン薬局県立中央店 大字青柳1544-9 679-3211
アイン薬局県立中央２号店 大字青柳1539-1 686-2151
ヤマザワ調剤薬局県立中央病院前店 青柳1562-1 686-9266

出羽 アーク調剤薬局 千手堂大門97-3 681-3440
ハート調剤薬局漆山店 漆山2579-6 674-6023

南沼原 イオン薬局山形南店 若宮3-7-8 647-2352
エイブル薬局ひかり店 富の中4-1-14 647-5523
エイブル薬局みのり店 富の中4-4-20 647-5070
エール薬局吉原店 吉原2-18-6 645-8400
エール薬局南沼原店 松栄1-1-55 647-6970
樫の木薬局あかねヶ丘店 あかねヶ丘2-10-45 645-2222
コスモ調剤薬局篭田店 篭田3-1-21 647-6880
調剤薬局ツルハドラッグ山形吉原店 吉原2-10-10 647-7860
調剤薬局ツルハドラッグ吉原店 吉原3-9-14 644-2706
ブナの森調剤薬局吉原店 吉原2-4-21 645-5775
ふれあい調剤薬局深町店 深町3-1-13 647-3902
まごころ薬局 若宮1-11-31 646-5777
萬屋薬局みなみ店 南館4-4-13 644-7000

南山形 漢タロウ薬局 蔵王成沢2200-4 688-8007
ざおう薬局 大字片谷地315-6 665-5755
プライム調剤薬局 大字松原312-8 679-4453
みつばち薬局 みはらしの丘4-10-5 616-5945

本沢 さくら調剤薬局長谷堂店 長谷堂113-2 674-0215

令和4年2月現在
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　住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または
家を建てた人から話を聞くなど、住まいづくりのための情報収
集を行い、ライフスタイルや家族の要望などとすりあわせなが
ら、イメージを固めていきましょう。併せて資金の目途や施工
の時期などの大まかなプランニングも行うとよいでしょう。

1
Step

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の
選定など具体的に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も
兼ねて現地調査を必ず行い、総合的に判断しましょう。建築の規
制や地盤の確認も必要です。施工依頼先については、住宅メー
カーや設計事務所、工務店などそれぞれの特性を理解し、これか
らの住まいづくりに一番合った依頼先をじっくり選びましょう。

2
Step

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　土地や施工先が決まれば、プランニングを伝え、設計図面や
見積もりを確認します。その際、きっちりと相談しておくこと

が大切です。納得いくまで確認したら、いよいよ契約です。トラ
ブルを避けるためにも、契約書にはしっかり目を通し、不明点
は解消しておきましょう。

3
Step

▼
▼
▼

　着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないよう
にしましょう。工事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、
内装・外装工事といった順に進みます。家の基礎部分や構造な
ど、完成後には確認できない部分もあるため、こまめに現場に
足を運び、進行を確認しましょう。

4
Step

▼
▼
▼
▼
▼

　無事に家が完成すると、引渡しの
前に竣工検査を行います。設備の不
具合がないか、契約に沿って工事が
行われたかなどを確認するために
も、必ず立ち会いましょう。検査が終
了すれば、いよいよ入居となります。

5
Step

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

住まいづくり「夢」を「かたち」に…

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

マイホームづくりの進め方とポイント
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　住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または
家を建てた人から話を聞くなど、住まいづくりのための情報収
集を行い、ライフスタイルや家族の要望などとすりあわせなが
ら、イメージを固めていきましょう。併せて資金の目途や施工
の時期などの大まかなプランニングも行うとよいでしょう。

1
Step

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の
選定など具体的に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も
兼ねて現地調査を必ず行い、総合的に判断しましょう。建築の規
制や地盤の確認も必要です。施工依頼先については、住宅メー
カーや設計事務所、工務店などそれぞれの特性を理解し、これか
らの住まいづくりに一番合った依頼先をじっくり選びましょう。

2
Step

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　土地や施工先が決まれば、プランニングを伝え、設計図面や
見積もりを確認します。その際、きっちりと相談しておくこと

が大切です。納得いくまで確認したら、いよいよ契約です。トラ
ブルを避けるためにも、契約書にはしっかり目を通し、不明点
は解消しておきましょう。

3
Step

▼
▼
▼

　着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないよう
にしましょう。工事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、
内装・外装工事といった順に進みます。家の基礎部分や構造な
ど、完成後には確認できない部分もあるため、こまめに現場に
足を運び、進行を確認しましょう。

4
Step

▼
▼
▼
▼
▼

　無事に家が完成すると、引渡しの
前に竣工検査を行います。設備の不
具合がないか、契約に沿って工事が
行われたかなどを確認するために
も、必ず立ち会いましょう。検査が終
了すれば、いよいよ入居となります。

5
Step

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

住まいづくり「夢」を「かたち」に…

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

マイホームづくりの進め方とポイント
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ａ ｒｏｏｆ ｓｈｅｅｔｍｅｔａｌ ｗｏｒｋｅｒ

株式会社 ナガオカ
建築板金工事一式

〒990-0066　山形県山形市印役町5丁目2-1

山形県知事許可（般-30）第102286号

代表取締役　長岡利樹

環境に適した安心施工で、
より良い工事内容をご提案いたします。

屋根・雨樋・板金工事の事なら当社へお任せください。

ａ ｒｏｏｆ ｓｈｅｅｔｍｅｔａｌ ｗｏ

：０２３-６６４-３６９１
：０２３-６６４-３６９２

T E L
F A X
M A I L :

２２０５山形市4(SG130)企画後半.indd   145 2022/04/06   15:01:43



万一に備えて、住まいの講座

▶事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
▶今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

Step4 着工後

　定期的に施工業者から報
告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合
は施工業者の担当者を通じて
確認するようにしましょう。

▶工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
▶工程表に基づいて進んでいるか？
▶変更・追加などが発生していないか？

Step3 着工
▶時期、期間は？  ▶予算は？

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認し
ましょう。見積書・提案書や契約書だけでな
く、打ち合わせの際の資料やメモなど書類に
はしっかり目を通し、保管しておきましょう。

　リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

▶施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
▶実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
▶候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい、検討したか？

Step1

Step2 事業者を決める～契約する

具体的な計画をたてる

リフォームの進め方とポイント

リフォームの基礎知識 1

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです
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〒990-0001　山形市穂積126-東

023-664-0333
023-664-0334

TEL
FAX

取扱品目／
3重ガラス・カーポート・風除室
キッチン・ユニットバス・洗面化粧台
サンルーム・フェンス ・物置等外構工事

網戸張替えからリフォーム工事
ガラス修理やトイレ交換

生まれ変わり空間をお作りします！

２２０５山形市4(SG130)企画後半.indd   146 2022/03/31   8:54:09



万一に備えて、住まいの講座

▶事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
▶今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

Step4 着工後

　定期的に施工業者から報
告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合
は施工業者の担当者を通じて
確認するようにしましょう。

▶工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
▶工程表に基づいて進んでいるか？
▶変更・追加などが発生していないか？

Step3 着工
▶時期、期間は？  ▶予算は？

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認し
ましょう。見積書・提案書や契約書だけでな
く、打ち合わせの際の資料やメモなど書類に
はしっかり目を通し、保管しておきましょう。

　リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

▶施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
▶実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
▶候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい、検討したか？

Step1

Step2 事業者を決める～契約する

具体的な計画をたてる

リフォームの進め方とポイント

リフォームの基礎知識 1

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

　日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。「ちょっと変だ」と早めに異変に気付
くことで、多くのトラブルを回避することができます。その為のアドバイスを紹介します。

愛車のメンテナンス

エンジンの点検は耳でもできる
　水温計などの計器でエンジンの異常を確認する事は出来ますが、エンジンから普
段と違う音がしないかどうかでも確認は出来ます。ガラガラ・キューキューというよう
な音がしたらすぐに点検しましょう。

燃費チェックで健康診断
　普段からガソリンを入れた時には燃費を調べて、燃費の変化に注意しま
しょう。燃費が悪くなったように感じたら点検しましょう。

排気ガスで健康チェックを
　エンジンをかけたら排気ガスをチェックしましょう。無色のはずの排気ガスが黒
ずんでいるなど、普段と異なる状態を発見したら早めに整備工場に相談しましょう。

タイヤ点検
　タイヤは、唯一路面と接して重い車重を支えている、負担の大きなパーツです。
ドライブに出かける前に、タイヤの寿命や溝の有無、空気圧などチェックしましょう。

エンジンオイルの交換は定期的に
　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交換時期はエンジンの状態や使
用状況によって異なりますが、一般的に5,000～10,000km経過時（走行距離が少な
い場合でも6 ヶ月～1年ごと）と言われています。オイルのグレードによって交換時期が
定められているので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

ランプはこまめに点検を
　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他に、周りに対して意思表示
を伝える役割もあります。安全に走行するために、日頃から故障しているラ
ンプが無いか点検しましょう。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

リフォームの基礎知識 2

Q.2 満足いくリフォームのポイントは？

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすすめします。
そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検討出来るように
なり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールームな
どで実際に見て触ってみる事も重要です。

A まずは現在の不満点を挙げてみましょう

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリフォームです。
当然のことですが、手を加えれば加える程かかる費用は増えていきます。例
えば、畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数万円ですが、家全
体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くなる事もあります。

Q.1

A 改装の範囲で変わっていきます

リフォームの費用はどのくらいかかりますか？

リフォームの疑問

A

Q.3 信頼のおける業者とは？
2～3社は候補を挙げて比較しましょう

◎費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約をかわしましょう。
◎建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
◎経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
◎アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

健康に配慮したＳＶ規格やＥ規格の
壁紙ってどんなもの？

リフォームについて

Q リフォーム工事の保証期間

　新築住宅の基本構造部分には、最低10年間の
瑕疵（かし）担保期間が業者に義務付けられていま
すが、リフォーム工事に関してはそのような法的義
務はありません（一定の条件を満たす増改築工事
を除く）。だからといって、一切保証を設けていない
という業者は、信頼性に欠けるといえるでしょう。

　健康と室内環境に配慮した安全品質、工期を遅
らせない優れた施工品質、快適空間を創造するデ
ザイン品質等の綿密なマーケティングに基づき、

機能・特性を備えておりますので、安心して快適な
生活ができます。

Q

❶汚れ防止
❹防カビ加工

❷表面強化
❺通気性

❸抗菌加工
❻蓄光　　など
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　日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。「ちょっと変だ」と早めに異変に気付
くことで、多くのトラブルを回避することができます。その為のアドバイスを紹介します。

愛車のメンテナンス

エンジンの点検は耳でもできる
　水温計などの計器でエンジンの異常を確認する事は出来ますが、エンジンから普
段と違う音がしないかどうかでも確認は出来ます。ガラガラ・キューキューというよう
な音がしたらすぐに点検しましょう。

燃費チェックで健康診断
　普段からガソリンを入れた時には燃費を調べて、燃費の変化に注意しま
しょう。燃費が悪くなったように感じたら点検しましょう。

排気ガスで健康チェックを
　エンジンをかけたら排気ガスをチェックしましょう。無色のはずの排気ガスが黒
ずんでいるなど、普段と異なる状態を発見したら早めに整備工場に相談しましょう。

タイヤ点検
　タイヤは、唯一路面と接して重い車重を支えている、負担の大きなパーツです。
ドライブに出かける前に、タイヤの寿命や溝の有無、空気圧などチェックしましょう。

エンジンオイルの交換は定期的に
　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下します。交換時期はエンジンの状態や使
用状況によって異なりますが、一般的に5,000～10,000km経過時（走行距離が少な
い場合でも6 ヶ月～1年ごと）と言われています。オイルのグレードによって交換時期が
定められているので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

ランプはこまめに点検を
　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他に、周りに対して意思表示
を伝える役割もあります。安全に走行するために、日頃から故障しているラ
ンプが無いか点検しましょう。
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リフォームの基礎知識 2

Q.2 満足いくリフォームのポイントは？

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすすめします。
そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検討出来るように
なり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールームな
どで実際に見て触ってみる事も重要です。

A まずは現在の不満点を挙げてみましょう

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリフォームです。
当然のことですが、手を加えれば加える程かかる費用は増えていきます。例
えば、畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数万円ですが、家全
体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くなる事もあります。

Q.1

A 改装の範囲で変わっていきます

リフォームの費用はどのくらいかかりますか？

リフォームの疑問

A

Q.3 信頼のおける業者とは？
2～3社は候補を挙げて比較しましょう

◎費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約をかわしましょう。
◎建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
◎経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
◎アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

健康に配慮したＳＶ規格やＥ規格の
壁紙ってどんなもの？

リフォームについて

Q リフォーム工事の保証期間

　新築住宅の基本構造部分には、最低10年間の
瑕疵（かし）担保期間が業者に義務付けられていま
すが、リフォーム工事に関してはそのような法的義
務はありません（一定の条件を満たす増改築工事
を除く）。だからといって、一切保証を設けていない
という業者は、信頼性に欠けるといえるでしょう。

　健康と室内環境に配慮した安全品質、工期を遅
らせない優れた施工品質、快適空間を創造するデ
ザイン品質等の綿密なマーケティングに基づき、

機能・特性を備えておりますので、安心して快適な
生活ができます。

Q

❶汚れ防止
❹防カビ加工

❷表面強化
❺通気性

❸抗菌加工
❻蓄光　　など
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交差店 山形市西田2-4-3

665-4673023-
TEL

本店 山形市城西町5-35-43

646-4673023-
TEL

《メーカー保証､プレミアム保証､自社保証》
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服装のマナー
　会葬者の服装は黒で統一する人がほ
とんどです。

　地味なデザインのワンピースやスー
ツに、黒か肌色のストッキングを身につ
けて。濃い口紅は避け、傘は黒、ハンカチ
は白や地味な色のものを選びましょう。

　ブラックかダークスーツに、黒のネク
タイを。

女性の場合

男性の場合

宗教別 拝礼の方法 不祝儀袋 不祝儀袋の描き方

仏教

神道

キリスト教

無宗教

焼香・線香・数珠

玉串奉奠・手水

献花

献花など 御花料・御霊前
などが無難

御花料・御ミサ料
御霊前

御榊料・玉串料
御神饌料・御霊前

御仏前・御霊前
御香典・御供物料

白黒や双銀の結び切りで、のしは付け
ない。

双白や双銀の結び切りで、のしは付け
ない。

水引、のしは付けない。白封筒か十字
架やユリの花が描かれた不祝儀袋。

白黒の結び切りで、のしはつけない。

宗教別葬儀のルール

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉
は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。悲し
みに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、しきた
りや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うすることとし
て、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。い
ざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。
て、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。い
ざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

臨終から法要まで

　法要後、お世話になっ
た人に感謝と慰労の気持
ちを込めて喪主が挨拶。
遺族が酒と料理でもてな
し、故人をしのびます。

　持ち帰った遺骨、位牌
を祭壇に安置し、僧侶が
読経する中、遺族による
焼香が行われます。この
とき、本来7日目に行う初
七日法要を、繰り上げて
とりおこなう場合が多く
なっています。

　初七日に始まり、三十
五日、四十九日、百か日
と、お経を上げて、お香で
供養します。このとき納骨
を行う場合もあります。

8. 精進落とし

　故人との別れを惜し
み、夜通し香と灯火を絶
やさず遺体を守ったのが
本来の通夜ですが、最近
では数時間ほどで終わる
形式が多くなりました。
通夜が終了した後は、通
夜ぶるまいとして親族や
親しい人に食事などを振
る舞ったり、代わりに折
り詰めなどをお渡しする
こともあります。

3. 通夜
　遺体を北枕に安置し、
喪主、儀式の形式と日取
り、葬儀社を決めて依頼
し、寺院や知らせるべき
人に連絡します。

　火葬の前に全員が焼
香。火葬終了後は、二人
一組になって箸で遺骨を
はさみ骨壺にいれる骨上
げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

6. 火葬・骨上げ

1. 臨終
　枕飾りをして遺体を安
置。喪服、遺影の準備と
世話役との打ち合わせ。
戒名の依頼や隣近所へ
の挨拶、死亡届の手配も
行います。

7. 還骨回向

2. 通夜の準備
　通夜の翌日に、死者を
弔うのが葬儀で、故人に
別れを告げるのが告別
式です。読経の後、遺族、
親族が焼香し、参列者の
焼香へと移ります。

9. 追善供養

4. 葬儀・告別式

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、
また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

弔事の流れ

悲しみの中にも故人への真心を込めて
しきたりや作法を心得ておきましょう

知っておきたい 葬儀の流れ

　一周忌に始まり、2年
目の三回忌、6年目の七
回忌、その後十三回忌、
十七回忌、二十三回忌、
二十七回忌、三十三回
忌、三十七回忌、五十回
忌と法要を続けます。三
十三回忌または五十回
忌をもって、弔い上げ（最
終の年忌法要）とする場
合が多くなっています。

10. 年忌法要

5. 出棺・火葬
　最後の対面の後、別れ
の花などを行い、遺族の
手で霊柩車へ。会葬者は
合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです
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想儀という名の葬儀へ想儀 へ想儀 名 葬儀へ想儀という名の葬儀へ想儀という名の葬儀へ
村山地区に14ヵ所の会館と21の通夜室

｢終活｣　｢事前相談｣ から 
｢法事｣ や ｢遺品整理｣ まで
もしもの時に相談できるプロがいます。

想儀想儀想儀というというという名名名ののの葬儀葬儀葬儀へへへ想儀想儀想儀想儀想儀想儀想儀というというというというというというというという名名名名名名名のののののののの葬儀葬儀葬儀葬儀葬儀葬儀葬儀へへへへへへへへ
｢終活｣　｢事前相談｣ から 
｢法事｣ や ｢遺品整理｣ まで
もしもの時に相談できるプロがいます。もしもの時に相談できるプロがいます。

｢終活｣　｢事前相談｣ から 
｢法事｣ や ｢遺品整理｣ まで
もしもの時に相談できるプロがいます。

｢終活｣　｢事前相談｣ から 
｢法事｣ や ｢遺品整理｣ まで
もしもの時に相談できるプロがいます。

株式会社 ジョイン
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服装のマナー
　会葬者の服装は黒で統一する人がほ
とんどです。

　地味なデザインのワンピースやスー
ツに、黒か肌色のストッキングを身につ
けて。濃い口紅は避け、傘は黒、ハンカチ
は白や地味な色のものを選びましょう。

　ブラックかダークスーツに、黒のネク
タイを。

女性の場合

男性の場合

宗教別 拝礼の方法 不祝儀袋 不祝儀袋の描き方

仏教

神道

キリスト教

無宗教

焼香・線香・数珠

玉串奉奠・手水

献花

献花など 御花料・御霊前
などが無難

御花料・御ミサ料
御霊前

御榊料・玉串料
御神饌料・御霊前

御仏前・御霊前
御香典・御供物料

白黒や双銀の結び切りで、のしは付け
ない。

双白や双銀の結び切りで、のしは付け
ない。

水引、のしは付けない。白封筒か十字
架やユリの花が描かれた不祝儀袋。

白黒の結び切りで、のしはつけない。

宗教別葬儀のルール

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉
は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。悲し
みに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、しきた
りや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うすることとし
て、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。い
ざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

臨終から法要まで

　法要後、お世話になっ
た人に感謝と慰労の気持
ちを込めて喪主が挨拶。
遺族が酒と料理でもてな
し、故人をしのびます。

　持ち帰った遺骨、位牌
を祭壇に安置し、僧侶が
読経する中、遺族による
焼香が行われます。この
とき、本来7日目に行う初
七日法要を、繰り上げて
とりおこなう場合が多く
なっています。

　初七日に始まり、三十
五日、四十九日、百か日
と、お経を上げて、お香で
供養します。このとき納骨
を行う場合もあります。

8. 精進落とし

　故人との別れを惜し
み、夜通し香と灯火を絶
やさず遺体を守ったのが
本来の通夜ですが、最近
では数時間ほどで終わる
形式が多くなりました。
通夜が終了した後は、通
夜ぶるまいとして親族や
親しい人に食事などを振
る舞ったり、代わりに折
り詰めなどをお渡しする
こともあります。

3. 通夜
　遺体を北枕に安置し、
喪主、儀式の形式と日取
り、葬儀社を決めて依頼
し、寺院や知らせるべき
人に連絡します。

　火葬の前に全員が焼
香。火葬終了後は、二人
一組になって箸で遺骨を
はさみ骨壺にいれる骨上
げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

6. 火葬・骨上げ

1. 臨終
　枕飾りをして遺体を安
置。喪服、遺影の準備と
世話役との打ち合わせ。
戒名の依頼や隣近所へ
の挨拶、死亡届の手配も
行います。

7. 還骨回向

2. 通夜の準備
　通夜の翌日に、死者を
弔うのが葬儀で、故人に
別れを告げるのが告別
式です。読経の後、遺族、
親族が焼香し、参列者の
焼香へと移ります。

9. 追善供養

4. 葬儀・告別式

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、
また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

弔事の流れ

悲しみの中にも故人への真心を込めて
しきたりや作法を心得ておきましょう

知っておきたい 葬儀の流れ

　一周忌に始まり、2年
目の三回忌、6年目の七
回忌、その後十三回忌、
十七回忌、二十三回忌、
二十七回忌、三十三回
忌、三十七回忌、五十回
忌と法要を続けます。三
十三回忌または五十回
忌をもって、弔い上げ（最
終の年忌法要）とする場
合が多くなっています。

10. 年忌法要

5. 出棺・火葬
　最後の対面の後、別れ
の花などを行い、遺族の
手で霊柩車へ。会葬者は
合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う
　場合もあります。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです
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(国道13号線青田陸橋そば)

惜別の想い、感謝の気持ちを
真心にこめて。

JA葬祭センター
24時間ご対応致しております。

㈱ジェイエイあぐりんやまがた
山形市大字下椹沢1098-5

☎023-647-5969 FAX023-647-5970

9:00～15:309:00～15:30
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　「山形市くらしのガイド」は、山形市にお住まいの皆さんへ、市の行政
情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的とし
て発行しました。
　また、住民の皆さんに、より利便性の高い情報源としてご利用いただ
けるよう、官民協働事業として山形市と株式会社サイネックスとの共同
発行としました。
　「山形市くらしのガイド」は、地域の各団体および事業者の皆さんのご
協力により、行政機関への設置はもとより、山形市の全世帯へ無償配布
することができました。あらためて心より厚くお礼申しあげます。

編 集 後 記
■「山形市くらしのガイド」に掲載の行政情報は、令和4年4月

1日現在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により
内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承
ください。行政情報で内容・手続き等で不明な場合は、各担
当課までお問い合わせください。

■掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活
用ください。広告内容については株式会社サイネックスに
お尋ねください。

令和4年5月発行

くらしのガイド

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

※掲載している広告は、
令和4年4月現在の情報です。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

山形市／株式会社サイネックス発　行

株式会社サイネックス 東京本部
〒102-0083　東京都千代田区麹町5-3
TEL．03-3265-6541（代表）

制　作

株式会社サイネックス 山形支店
〒990-0024　山形県山形市あさひ町17-7
TEL．023-632-0179

広告販売
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