
元気にやまぐち券 第１期
参加店舗⼀覧（⽬次）

※各地区、店舗名を五⼗⾳順で掲載しています。

下関市 １〜８ページ 柳井市 ３４〜３５ページ

宇部市 ９〜１２ページ 美祢市 ３６ページ

⼭⼝市 １３〜１８ページ 周南市 ３７〜４０ページ

萩市 １９〜２０ページ ⼭陽⼩野⽥市 ４１〜４２ページ

防府市 ２１〜２４ページ 周防⼤島町 ４３ページ

下松市 ２５〜２６ページ 和⽊町 ４３ページ

岩国 ２７〜２９ページ 上関町 ４４ページ

光市 ３０〜３１ページ ⽥布施町 ４４ページ

⻑⾨市 ３２〜３３ページ 平⽣町 ４５ページ

阿武町 ４５ページ
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 下関 Arkshair 美容・理容 下関 石窯ダイニング炎-EN- 飲食業

下関 アートビレッジ39 その他小売 下関 石窯Ristorante結 飲食業

下関 eyesroom＋ 美容・理容 下関 石田屋 その他サービス

下関 アイラッシュサロンルアナ 美容・理容 下関 石原石油株式会社 その他サービス

下関 青い麦 飲食業 下関 お好み焼き 鉄板焼 伊勢路 飲食業

下関 赤間醸造株式会社 その他小売 下関 一期家 飲食業

下関 AKAMA布久亭 飲食業 下関 一の俣温泉観光ホテル 旅館・ホテル

下関 空家ガーディアンズ山口西店 その他サービス 下関 一の俣温泉グランドホテル 旅館・ホテル

下関 AKIRA その他サービス 下関 伊藤精肉店 食品・生活用品販売

下関 アグーバンビーノ（クチーナagoobambino） 飲食業 下関 田舎そば 飲食業

下関 あけぼの珈琲 飲食業 下関 有限会社井上畳店 その他小売

下関 旭無線パーツセンター その他小売 下関 癒し処　オオイワ 美容・理容

下関 紫陽花 飲食業 下関 癒し処楓伶 その他サービス

下関 アシストサービス その他小売 下関 囲炉裏処なべや 飲食業

下関 あじひろ 飲食業 下関 インド料理ナマステ長府店 飲食業

下関 味美　神在 飲食業 下関 インド料理ナンダン赤間店 飲食業

下関 アっ晴゜(割烹) 飲食業 下関 インド料理ナンダンカモンワーフ店 飲食業

下関 アトム接骨院 その他サービス 下関 インド料理ニューナンダン 飲食業

下関 AMANN. 美容・理容 下関 ヴィル・セゾン卯 飲食業

下関 網焼庵やす 飲食業 下関 有限会社植木紙店 その他小売

下関 有限会社雨森商店 飲食業 下関 魚重　カモンワーフ店 食品・生活用品販売

下関 あらかぶ 飲食業 下関 魚重　唐戸市場店 食品・生活用品販売

下関 アラドモキッチン＆カフェ 飲食業 下関 UOHANA-KITCHEN 飲食業

下関 アリーナ 飲食業 下関 魚正本陣 飲食業

下関 有馬水産 食品・生活用品販売 下関 ウズハウス 飲食業

下関 有吉酒店 その他小売 下関 うどん屋千兆亭 飲食業

下関 アルソアサロンねむの樹アルソア姫組 その他小売 下関 旨いものや廉 飲食業

下関 アロマリラクゼーション Vert 美容・理容 下関 旨いものや廉　ゆめシティ店 飲食業

下関 アロマワークス その他サービス 下関 ウミノネコーヒー焙煎所 飲食業

下関 あわゆき本舗　松琴堂 食品・生活用品販売 下関 浦商店 その他小売

下関 アンシャーリー一の宮店 食品・生活用品販売 下関 A.S.M.Nagano 飲食業

下関 アンシャーリー下関清末店 食品・生活用品販売 下関 エイジングケアサロンプドゥース 美容・理容

下関 ambi×tiara 美容・理容 下関 auショップコスパ新下関 その他小売

下関 いか鮮下関 飲食業 下関 EXAS THE BAR 飲食業

下関 IKUMI 飲食業 下関 有限会社エクセル その他サービス

下関 憩 飲食業 下関 えこる　唐戸店 その他小売

下関 居酒barスペシャル 飲食業 下関 エステサロン　ブルーミング 美容・理容

下関 IZAKAYAかえる 飲食業 下関 エステサロンMuse Beaute 美容・理容

下関 居酒屋かっぱ 飲食業 下関 エステティックサロン　ベルネ 美容・理容

下関 居酒屋　ぐるり 飲食業 下関 ekko spice powder 食品・生活用品販売

下関 居酒屋こすも 飲食業 下関 エディオン豊田店 その他小売

下関 居酒屋つね 飲食業 下関 NTAトラベルシーモール下関支店 その他サービス

下関 居酒屋どん八 飲食業 下関 Ever Fresh82. その他小売

下関 居酒屋どん兵衛 飲食業 下関 江原仏具店シーモール店 その他小売

下関 居酒屋　誠 飲食業 下関 江原仏具店総本店 その他小売

下 関 市
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下関 Ｅｍｉ　小月店 美容・理容 下関 割烹 蔦 飲食業

下関 Ｅｍｉ　シーモール店 美容・理容 下関 割烹旅館寿美礼 旅館・ホテル

下関 Ｅｍｉ　ゆめタウン長府店 美容・理容 下関 家庭創作料理　はら田 飲食業

下関 Elinor 美容・理容 下関 カトルセゾン大丸下関店 食品・生活用品販売

下関 Lサイズショップ　インターハウス アパレル 下関 カネヒ 飲食業

下関 エルブ・フルール その他小売 下関 capanna di CIPOLLA 食品・生活用品販売

下関 おうちごはん彩葉 飲食業 下関 Capigallery その他小売

下関 ＯＭエコショップＣＯＭ（木夢） その他小売 下関 カフェ・ティーフル 飲食業

下関 大阪王将 下関長府店 飲食業 下関 Cafe　Leaf 飲食業

下関 大阪王将 下関椋野店 飲食業 下関 Cafe&Bar JUNON 飲食業

下関 大津屋 食品・生活用品販売 下関 カフェテラスロワール 飲食業

下関 オールディーズカヨ 飲食業 下関 Cafeteria Mia's 飲食業

下関 おかず専科　田園 飲食業 下関 cafe de curage 飲食業

下関 お好み焼き　まいの 飲食業 下関 カフェ　麓 飲食業

下関 ojica hair 美容・理容 下関 株式会社　千代田商事 その他サービス

下関 osteria伊庵 飲食業 下関 釜飯茶屋酔ってき 飲食業

下関 お膳家　喜あき 飲食業 下関 かめや 飲食業

下関 お惣菜とお弁当の店　おもと 食品・生活用品販売 下関 有限会社かやモータース その他小売

下関 おそうじ本舗新下関店 その他サービス 下関 からあげ　鶏幸 飲食業

下関 小月タクシー その他サービス 下関 Colors & Rosso 美容・理容

下関 小月パン工房 食品・生活用品販売 下関 カラオケ喫茶円 飲食業

下関 おでん専門店いちば 飲食業 下関 カラオケ酒場　歌音 飲食業

下関 おばんざい屋　永(とこしえ) 飲食業 下関 カラオケスタジオリバーサイド倶楽部 飲食業

下関 おふくろの味　暖 飲食業 下関 カラオケスナックLOVE 飲食業

下関 オフハウス新下関店 その他小売 下関 唐戸寿し仁 飲食業

下関 お弁当劇場虎の巻 飲食業 下関 からと屋 飲食業

下関 OMAMAGOTO 飲食業 下関 咖喱家ゆるり 飲食業

下関 オリーブホリスティックアカデミー その他サービス 下関 カレーハウスCoCo壱番屋　コスパ新下関店 飲食業

か行 下関 ガーデンマルシェ下関店 その他小売 下関 カレーハウスCoCo壱番屋　下関武久店 飲食業

下関 カーポリッシュ　ナガタ その他サービス 下関 花れん 飲食業

下関 開花 飲食業 下関 かわいい雑貨と手作り教室 tobiusagi その他小売

下関 海峡ﾋﾞｭｰしものせき 旅館・ホテル 下関 河内電器商会 その他小売

下関 海宏 飲食業 下関 韓国料理コリアン 飲食業

下関 海鮮市場　ふくの関 飲食業 下関 元祖瓦そばたかせ 飲食業

下関 海鮮酒家敦煌　山口下関店 飲食業 下関 元祖瓦そばたかせ ゆめシティ店 飲食業

下関 Chiropractic  Ciel その他サービス 下関 元祖ナップンナムジャ 飲食業

下関 花炎 飲食業 下関 韓どり 飲食業

下関 格安スマホの窓口×エコモ×リンゴ屋 新下関店 その他サービス 下関 漢方薬局　SALON DU KAMPOU その他小売

下関 貸衣裳千景店 アパレル 下関 関門飲 飲食業

下関 果子乃季熊野店 食品・生活用品販売 下関 関門お好み焼きヴェルデポンテ 飲食業

下関 果子乃季大丸店下関店 食品・生活用品販売 下関 関門カフェ 飲食業

下関 果子乃季ゆめタウン長府店 食品・生活用品販売 下関 関門の宿　源平荘 旅館・ホテル

下関 菓子の蔵でせえる三好 食品・生活用品販売 下関 巌流一撰　細江店 飲食業

下関 がっつり市場　唐戸店 飲食業 下関 巌流本舗　本店 食品・生活用品販売

下関 がっつり市場　シーモール店 飲食業 下関 KeatsChara 美容・理容

下関 カットガーデンアミカ 美容・理容 下関 企業組合うつい工房 食品・生活用品販売

下関 カットスペースアミカ 美容・理容 下関 菊川カイロプラクティック院 その他サービス

下関 カットハウスアミカ 美容・理容 下関 喫茶わすれじの… 飲食業

下関 カットルームアミカ 美容・理容 下関 キッチン＆カフェ　イムジン 飲食業

下関 割烹お富 飲食業 下関 Ｋｉｔｃｈｉｎ　Ｂａｒ　万里乃 飲食業
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下関 ギフトギャラリーオズ新下関店 その他小売 下関 寿旅館 旅館・ホテル

下関 ギフトハウスかみなか その他小売 下関 こなぎ 飲食業

下関 きもの伸裳 アパレル 下関 こまつクリーニング その他サービス

下関 Gallery CAFEとこのま 飲食業 下関 古民芸館あぬいて その他サービス

下関 ギャラリー四季彩 その他小売 下関 コメダ珈琲下関綾羅木店 飲食業

下関 牛すじボンギャン　ポシュー 飲食業 下関 米ぬか酵素風呂　天心 その他サービス

下関 共栄工務店 その他サービス 下関 小料理　さく 飲食業

下関 京都きものサロン萬亀 アパレル さ行 下関 サーティワン　シーモール下関店 飲食業

下関 きらら 飲食業 下関 サーティワン　新下関ロードサイド店 飲食業

下関 KINGCAFE 飲食業 下関 サーフサイド レジャー

下関 GINNA その他小売 下関 サイクルピット２４０　海峡店 その他サービス

下関 銀のさら下関店 飲食業 下関 サイト美容室 美容・理容

下関 筋膜リリースエステネイチャー 美容・理容 下関 さかな市場下関駅前店 飲食業

下関 くいもの屋わん下関シーモール店 飲食業 下関 酒工房酒楽株式会社 その他小売

下関 串揚げ　茶山　はんなり 飲食業 下関 酒のバッカス　下関店 その他小売

下関 串焼き三々五々 飲食業 下関 酒のフロンティア長府店 その他小売

下関 くすりのふじさき その他小売 下関 酒のフロンティア元町店 その他小売

下関 ぐっさん家 飲食業 下関 さこ治療院 その他サービス

下関 靴下屋下関シーモール店 食品・生活用品販売 下関 サラダ館王司店 その他小売

下関 靴のヤマツル長府店 その他小売 下関 サラダ館小月店 その他小売

下関 くまのパン屋 食品・生活用品販売 下関 サラダ館菊川店 その他小売

下関 クラブKAKA 飲食業 下関 salondemiyako 美容・理容

下関 グランシャリオ下関店 食品・生活用品販売 下関 Salon Liangel 美容・理容

下関 グランドカフェ　ラ・フィオーレ 飲食業 下関 さわた自動車 その他サービス

下関 グランビスタ角島 飲食業 下関 サンシード山口株式会社　 その他小売

下関 グリーンホテル下関 旅館・ホテル 下関 三春堂本店 飲食業

下関 グリムランドシーモール下関店 その他小売 下関 サンセット 食品・生活用品販売

下関 Quru Pecco 美容・理容 下関 サンタクロース川中豊田町本店 飲食業

下関 グレイス　ジョーク 飲食業 下関 有限会社　サンヨー蜂園 食品・生活用品販売

下関 バストサロンCREVE 美容・理容 下関 cpサロン　R-true 美容・理容

下関 ﾃﾞﾄｯｸｽ&ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ Creve 美容・理容 下関 CPサロン COMPLEX 美容・理容

下関 くれよん アパレル 下関 CPサロン趣姫 美容・理容

下関 ケアサロンmiraku その他サービス 下関 CPサロン　ひらり 美容・理容

下関 ケイズサポート その他サービス 下関 Jｸﾗﾌﾞ 飲食業

下関 玄海ざんまい下関店 その他サービス 下関 ジェラテリアバンビーニ その他小売

下関 コインランドリー虹ハウス その他サービス 下関 cielohair 美容・理容

下関 弘々家 飲食業 下関 シオン（下関グランドホテル） 旅館・ホテル

下関 弘 Tomorrow 飲食業 下関 四季彩しば咲 飲食業

下関 高乃房 飲食業 下関 四季時計 その他サービス

下関 香房ふじ 飲食業 下関 四季の味　小樽 飲食業

下関 ゴエモンゴルフ下関店 その他小売 下関 しずく髪 美容・理容

下関 珈琲gatto 飲食業 下関 仕出し屋千兆亭 飲食業

下関 珈琲屋のギフトショップ 飲食業 下関 地鶏酒家　黒かしわ 飲食業

下関 Cove Dot 美容・理容 下関 地鶏食堂　下関店 飲食業

下関 古串屋 飲食業 下関 下口酒店 その他小売

下関 心と体の整骨院 その他サービス 下関 下関おみやげ市場　ふくの関 食品・生活用品販売

下関 個室で楽しむ九州・下関料理　千鳥丸 飲食業 下関 下関グランドホテル 旅館・ホテル

下関 コスメ・ド・ピサ その他小売 下関 下関山電タクシー その他サービス

下関 コスメ＆ビューティオーシャン その他小売 下関 株式会社下関米穀 食品・生活用品販売

下関 KOTO&ARKS シーモール店 アパレル 下関 下関炉端バル雷電 飲食業
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下関 ジャルダン 飲食業 下関 セブンイレブン下関グリーンモール店 その他小売

下関 酒庵「空」 食品・生活用品販売 下関 セブンイレブン下関綾羅木新町店 その他小売

下関 shuan KU cafe 飲食業 下関 セブンイレブン下関小野店 食品・生活用品販売

下関 じゅえりぃばんく その他小売 下関 セブンイレブン下関川棚店 その他小売

下関 酒樂座　ごもん 飲食業 下関 セブンイレブン下関関門海峡店 その他小売

下関 旬菜KOUNOIKE 飲食業 下関 セブンイレブン下関漁港前店 その他小売

下関 旬彩工房まるほ 飲食業 下関 セブンイレブン下関小串店 その他小売

下関 旬彩小町 飲食業 下関 セブンイレブン下関汐入 その他小売

下関 旬の食と楽しい酒　和 飲食業 下関 セブンイレブン下関長府珠の浦店 その他小売

下関 城下町横丁 飲食業 下関 セブンイレブン下関豊田蛍街道店 その他小売

下関 焼酔亭　蔵 飲食業 下関 セブンイレブン下関彦島水門店 その他小売

下関 食彩　三国志 飲食業 下関 セブンイレブン下関彦島福浦口店 その他小売

下関 食事処　はやま 飲食業 下関 セブンイレブン下関彦島向井町店 その他小売

下関 食楽屋えんや 飲食業 下関 セルフホワイトニングサロンGrace 美容・理容

下関 末次ふとん店 食品・生活用品販売 下関 セレクト雑貨千秋 その他小売

下関 スカイビアガーデン（下関グランドホテル） 旅館・ホテル 下関 セレクト雑貨　Ｐｒｉ－Ｎｏｗａ （プリノワ） その他小売

下関 寿司割烹　浪花 飲食業 下関 鮮圭 飲食業

下関 寿し四海 飲食業 下関 SOU/ZAEMON by TAKADA COFFEE 飲食業

下関 鮨　創作和食　丸山 飲食業 下関 創作居酒屋　ゑびす門 飲食業

下関 すし処鮨正 飲食業 下関 創作料理四季の味ひろなか 飲食業

下関 寿し処ひのき 飲食業 下関 創作和膳たから 飲食業

下関 すし遊館唐戸店 飲食業 下関 ソシアルクラブメンバーズ　カカ 飲食業

下関 Style Book Collections新下関駅前店 美容・理容 下関 そば処山笠 飲食業

下関 ステーキダイニングロッソ 飲食業 下関 そばのれん 飲食業

下関 ステーキハウス神戸ジュジュ 飲食業 た行 下関 大黒荘 飲食業

下関 ステンドグラス工房アンビエントスタジオ その他小売 下関 ㈱大進本店　下関店 その他小売

下関 スナック　えり子 飲食業 下関 株式会社　ダイチ工業 その他サービス

下関 スナック蓼 飲食業 下関 大ちゃんうどん 飲食業

下関 スナックつた 飲食業 下関 ダイニング囃子 飲食業

下関 スナックニーナ 飲食業 下関 ダイビングショップFUN レジャー

下関 素晴らしきかな人生　下関店 飲食業 下関 太平楽 飲食業

下関 スペイン酒場ウニコ 飲食業 下関 太平楽　本店 飲食業

下関 スペースインテリア その他サービス 下関 タイヤ館下関 その他小売

下関 株式会社スマイル消毒 その他サービス 下関 タイヤ館豊浦 その他小売

下関 炭火串焼き　やきとん　正一郎 飲食業 下関 TAKADA COFFEE カモンワーフ店 飲食業

下関 炭火焼七輪亭 飲食業 下関 宅配クック１２３下関店 食品・生活用品販売

下関 炭火焼き鳥颯 飲食業 下関 タクラベーカリー679 食品・生活用品販売

下関 炭火焼肉　ホルモン横丁　下関店 飲食業 下関 takura base 599 飲食業

下関 炭焼きダイニングRazan 飲食業 下関 たこ焼ききむら 飲食業

下関 炭焼 たぬき 飲食業 下関 ダスキン幡生支店 その他サービス

下関 相撲茶屋　長州場所 飲食業 下関 ダスキン　ヘルスレント下関ステーション その他サービス

下関 スワン本店 美容・理容 下関 田所商店 下関駅前店 飲食業

下関 スワン山の田店 美容・理容 下関 玉川文具 その他小売

下関 整体家　心 その他サービス 下関 たまや本店 飲食業

下関 セイユウ建設㈱ その他サービス 下関 有限会社馳走家池田 飲食業

下関 西洋菓子ちからや 飲食業 下関 Chinese Restaurant 菜華 飲食業

下関 ＳｅｃｏｎｄＬｉｎｅ 飲食業 下関 茶翠縁 飲食業

下関 関太郎印のクジラ専門店　東冷 食品・生活用品販売 下関 Cha-no-koku その他小売

下関 有限会社　世喜乃 食品・生活用品販売 下関 茶店庵しみず 飲食業

下関 セブンイレブン関門医療センター店 その他小売 下関 茶屋竹膳 飲食業
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下関 中華料理　生野飯店 飲食業 下関 農水フーヅ　工場直売店 食品・生活用品販売

下関 ちゅう吉 その他小売 下関 ノーブル 美容・理容

下関 チョアチョア韓国文化教室 その他サービス 下関 野間工芸有限会社 その他小売

下関 長州吟米 食品・生活用品販売 は行 下関 Bar So Forso 飲食業

下関 長府やぶそば 飲食業 下関 ハードオフ新下関店 その他小売

下関 角島ジェラートポポロ 飲食業 下関 BarBerPaPaハウス 美容・理容

下関 角島総本家 食品・生活用品販売 下関 BAR梟 飲食業

下関 Dia PRIDE その他小売 下関 梅寿軒　本店 食品・生活用品販売

下関 ティアラ 飲食業 下関 ハウスコンシェルジュ下関店 その他サービス

下関 テーラーしばた アパレル 下関 株式会社ハウスディフェンダー その他サービス

下関 手作りレストラン燻製屋 飲食業 下関 博多一番どり居食家あらい小月店 飲食業

下関 鉄板月輪 飲食業 下関 はかりや 飲食業

下関 鉄板ダイニン笑和 飲食業 下関 花瀬（下関グランドホテル） 旅館・ホテル

下関 田園 飲食業 下関 パナどっと　ながおか彦島店 その他小売

下関 天下一品　長府店 飲食業 下関 パナどっと　ぱれっと富任店 その他小売

下関 有限会社 天恵堂薬品 健康ひろば その他小売 下関 パナどっとゆたか梶栗店 その他小売

下関 tenのてしごと 飲食業 下関 花のみせ　ピゴラ長府店 その他小売

下関 堂野商店 その他小売 下関 離れ　竜胆 飲食業

下関 トータルアイケアサロンmano&mano 美容・理容 下関 ハニードライ　綾羅木ハローデイ店 その他サービス

下関 トータルアイサロンARE:a 美容・理容 下関 ハニードライ　綾羅木ビッグ店 その他サービス

下関 total training studio LUANA その他サービス 下関 ハニードライ　一の宮まるき店 その他サービス

下関 トータルペイント その他サービス 下関 ハニードライ　王司プラネット店 その他サービス

下関 株式会社豊浦環境管理センター その他サービス 下関 ハニードライ　小月トライアル店 その他サービス

下関 とようら交通株式会社 その他サービス 下関 ハニードライ　小月まるき店 その他サービス

下関 torattoria ALBERI 飲食業 下関 ハニードライ　海峡ゆめタワーハローデイ店 その他サービス

下関 トランジスタ 飲食業 下関 ハニードライ　形山まるき店 その他サービス

下関 鶏虎王司店 飲食業 下関 ハニードライ　上新地店 その他サービス

下関 鶏虎武久店 飲食業 下関 ハニードライ　上田中マックスバリュ店 その他サービス

下関 トリトリ 飲食業 下関 ハニードライ　川棚サンパルゆめマート店 その他サービス

下関 鶏料理天月 飲食業 下関 ハニードライ　菊川まるき店 その他サービス

下関 ドロシー新下関 食品・生活用品販売 下関 ハニードライ　熊の店 その他サービス

な行 下関 ナイガイ建装有限会社 その他サービス 下関 ハニードライ　黒井店 その他サービス

下関 中川拓工有限会社 その他サービス 下関 ハニードライ　小林店 その他サービス

下関 中久寿し 飲食業 下関 ハニードライ　幸町店 その他サービス

下関 長島サイクル その他小売 下関 ハニードライ　勝谷店 その他サービス

下関 有限会社中村石油　セルフ滝部SS その他小売 下関 ハニードライ　新垢田マルショク店 その他サービス

下関 ナカモト株式会社 その他小売 下関 ハニードライ　新下関コープ店 その他サービス

下関 natural standard アパレル 下関 ハニードライ　新下関コスパゆめマート店 その他サービス

下関 ナマステゆめシティ店 飲食業 下関 ハニードライ　新椋野ゆめモール店 その他サービス

下関 南ばん亭　吉祥 飲食業 下関 ハニードライ　筋川店 その他サービス

下関 肉酒場いさお 飲食業 下関 ハニードライ　滝部店 その他サービス

下関 肉処いとう 飲食業 下関 ハニードライ　長府アルク店 その他サービス

下関 肉×2食堂うさぎ 飲食業 下関 ハニードライ　長府マックスバリュ店 その他サービス

下関 有限会社　にこにこ その他サービス 下関 ハニードライ　長府マルショク店 その他サービス

下関 西日本畳株式会社 その他サービス 下関 ハニードライ　長府ゆめタウン店 その他サービス

下関 日本料理　しらかわ 飲食業 下関 ハニードライ　豊田ラピール店 その他サービス

下関 ニュー泥棒貴族 飲食業 下関 ハニードライ　稗田マックスバリュ店 その他サービス

下関 ネイルケア専門店 Nail_room416 美容・理容 下関 ハニードライ　東駅マルショク店 その他サービス

下関 NAILSALON Bijou 美容・理容 下関 ハニードライ　東大和マックスバリュ店 その他サービス

下関 ネイルサロンFoM 美容・理容 下関 ハニードライ　彦島ダイレックス店 その他サービス
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下関 ハニードライ　本店 その他サービス 下関 豚ステーキ専門店B下関ゆめシティ店 飲食業

下関 ハニードライ　マーレ豊浦店 その他サービス 下関 ブティックイング アパレル

下関 ハニードライ　宮田マックスバリュ店 その他サービス 下関 ブティックほりぐち アパレル

下関 ハニードライ　安岡アルク店 その他サービス 下関 プライベート脱毛サロンMAGIC 美容・理容

下関 ハニードライ　吉見駅前店 その他サービス 下関 Bravery-hair 美容・理容

下関 林商店　唐戸市場店 その他小売 下関 flowershop chocole その他小売

下関 パラダイスinゼロ 飲食業 下関 フラワーショップ　ビアンコ彦島店 その他小売

下関 haru care その他サービス 下関 Ｂｌａｎｃ　ｄｅ　Ｂｌａｎｃｓ 美容・理容

下関 BP－SHOP その他サービス 下関 フリースタイルCHEERFUL 美容・理容

下関 ヒーリングルームあおぞら 美容・理容 下関 brilliant hair 美容・理容

下関 彦島歳時記ふく田 飲食業 下関 プリンセスロード 美容・理容

下関 美食　宝仙 飲食業 下関 Bleu Etoile 飲食業

下関 燈酔堂 飲食業 下関 ブルーフォンセ（下関グランドホテル） 旅館・ホテル

下関 ビストロHANA 飲食業 下関 BREMEN 美容・理容

下関 ビストロまさ 飲食業 下関 HAIR&LIFE Garden 美容・理容

下関 美豚家慶 飲食業 下関 hair  conforto 美容・理容

下関 美肌脱毛専門店ベルネ―ジュ 美容・理容 下関 HAIR SALON Amor 下関本店 美容・理容

下関 ひまわり その他サービス 下関 ヘアーサロン　きりしま 美容・理容

下関 ビューティ＆エステ　マリン その他小売 下関 ヘアーサロン　さまた 美容・理容

下関 ビューティークララ細江本店 美容・理容 下関 hairstage drops 美容・理容

下関 ビューティサロンみさき 美容・理容 下関 Hair.Face♡Prima 美容・理容

下関 ビューティショップくじら 美容・理容 下関 ヘアーモード　イマージュ 美容・理容

下関 ビューティモア 美容・理容 下関 ヘアーモードカクテル 美容・理容

下関 美容室　彩 美容・理容 下関 hair&nail　moana 美容・理容

下関 美容室ヴァリエ 美容・理容 下関 Hair salon・Montpellier 美容・理容

下関 美容室ブーケ 美容・理容 下関 hair salon ramblity 美容・理容

下関 美容室母愛 美容・理容 下関 Hair space GReeN 美容・理容

下関 ひよこヘッド 飲食業 下関 平家茶屋 飲食業

下関 BILLIE 飲食業 下関 ベーカリーポーレック その他サービス

下関 ヒルズクラブ その他サービス 下関 ページワン 美容・理容

下関 株式会社　ファミリーフーズ第二工場 その他サービス 下関 HEXE 飲食業

下関 ファミリーマート下関彦島迫町店 食品・生活用品販売 下関 ペットショップエスワン その他サービス

下関 フードコート満珠 飲食業 下関 ペットショップエスワン  リピエ店 その他サービス

下関 Felice for Hair 美容・理容 下関 PEPERINO 飲食業

下関 フォトスタジオエフ その他サービス 下関 Belle Famille その他サービス

下関 フォトプラス下関店 その他サービス 下関 ベルフラワー その他小売

下関 ふく・長州料理　ＫＡＴＳＵＭＯＴＯ 飲食業 下関 ベルベル・ソル 飲食業

下関 福井新建材 その他サービス 下関 ベンリー下関北店 その他サービス

下関 ふくいテニスクラブ その他サービス 下関 便利屋ヒロ その他サービス

下関 福浦薬局 その他小売 下関 Pois1213 食品・生活用品販売

下関 ふぐ懐石 garden 飲食業 下関 宝関 飲食業

下関 ふく処喜多川 飲食業 下関 ポーラ化粧品志乃営業所 美容・理容

下関 ふく処　さかい 飲食業 下関 ポーラザビューティー下関駅前店 美容・理容

下関 ふくの関　長府観光会館店 食品・生活用品販売 下関 POLA THE BEAUTY新下関店 美容・理容

下関 福の花下関店 飲食業 下関 POLA Verry ショップ 美容・理容

下関 ふく旅庵．下商会館 飲食業 下関 北欧雑貨ラリッサ 食品・生活用品販売

下関 ふく料理しのだ 飲食業 下関 Body Make Gym LEAD 美容・理容

下関 釜山食堂 飲食業 下関 POTATOMEGANE 下関店 その他小売

下関 ふじかわ東駅店 その他小売 下関 ホビーオフ新下関店 その他小売

下関 ふじかわ本店 その他小売 下関 本格焼肉 和平 下関店 飲食業
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下関 ホンダカーズ下関南 その他サービス 下関 フランス料理モン・レーブ 飲食業

下関 bonboncafe 飲食業 や行 下関 やきとり居酒屋 さのやん 飲食業

下関 ボンボンサンドウィッチ 食品・生活用品販売 下関 焼鳥居酒屋とり万。 飲食業

下関 ポンポン船　長府店 飲食業 下関 やきとりいち 飲食業

ま行 下関 Maazel Maael 大丸松坂屋下関店　 食品・生活用品販売 下関 焼き鳥　玉鳥 飲食業

下関 マーレとようら　地場物産店 食品・生活用品販売 下関 焼き鳥どぼん 飲食業

下関 マガサン その他小売 下関 焼きとりとんぼ 飲食業

下関 美容室マスカレード 美容・理容 下関 焼肉・ホルモン　こてつ 飲食業

下関 間瀬株式会社 アパレル 下関 焼肉　李家　IGA 飲食業

下関 町井住宅産業株式会社 その他サービス 下関 焼肉　かつ山 飲食業

下関 まつ毛エクステTiara 美容・理容 下関 焼肉酒場ちゃやまや 飲食業

下関 マツムラカメラ　細江本店 その他小売 下関 焼肉ソウル 飲食業

下関 松本削節工業 その他小売 下関 焼肉泰ちゃん 飲食業

下関 manolice. 美容・理容 下関 焼肉処石亭 飲食業

下関 Mahalo その他サービス 下関 焼肉　寅 飲食業

下関 mahaloha その他小売 下関 焼肉ばか盛屋 飲食業

下関 Mom's Cafe 飲食業 下関 焼肉やすもり綾羅木店 飲食業

下関 Mamena 飲食業 下関 焼肉やすもり長府店 飲食業

下関 満天ラーメン 飲食業 下関 焼肉やすもり本店 飲食業

下関 三浦精肉店 食品・生活用品販売 下関 焼肉　怜乃 飲食業

下関 美栄水産 その他サービス 下関 やせる痩身ダイエット専門店KATOREA 下関店 美容・理容

下関 株式会社三島商会 その他小売 下関 ヤタベ本店 その他小売

下関 ミスタードーナツ シーモール下関ショップ 飲食業 下関 ヤマカしょうゆ 食品・生活用品販売

下関 ミスタードーナツ ゆめシティショップ 飲食業 下関 山口精肉店 食品・生活用品販売

下関 株式会社道中 その他小売 下関 山田石油サービス　下関球場前給油所 その他小売

下関 道の駅きくがわ特産品販売 食品・生活用品販売 下関 山田石油サービス　新下関給油所 その他小売

下関 道の駅北浦街道豊北ほうほく夢市場 その他小売 下関 山田石油サービス　長府給油所 その他小売

下関 道の駅蛍街道西ノ市 その他サービス 下関 大和交通株式会社 その他サービス

下関 みもすそ川別館 旅館・ホテル 下関 山の田らーめん 飲食業

下関 三宅商店 その他小売 下関 やまみうに下関水陸物産株式会社 食品・生活用品販売

下関 Music Cafe Ra-Ku 飲食業 下関 やまむら化粧品店 その他小売

下関 味楽酒笑なか越 飲食業 下関 優 飲食業

下関 miliii____. 美容・理容 下関 (有)木村水産 飲食業

下関 みんなの蔵ぶ 飲食業 下関 遊食家　海音 飲食業

下関 村田石油店　川棚給油所 その他小売 下関 遊福旅館 旅館・ホテル

下関 村田豊商店本店 食品・生活用品販売 下関 UNITY その他サービス

下関 村中本店 その他小売 下関 (有)丸山商事/ボイラーステーション彦島 その他小売

下関 Maple 美容・理容 下関 ゆらぎ当選 飲食業

下関 メカドック下関 その他サービス 下関 溶岩焼　とり瀬 飲食業

下関 めがね工房ノエル その他小売 下関 吉村串家 飲食業

下関 メガネの西眼 その他小売 下関 よぴらん 美容・理容

下関 めしや　せっちゃん 飲食業 ら行 下関 ラーメン利 飲食業

下関 Maison de basara 飲食業 下関 ラーメン和 飲食業

下関 メディカルサロンかとれあ 美容・理容 下関 らーめん　實 飲食業

下関 メディカルサロンＫＩＲＥＩ　ゆめシティ店 美容・理容 下関 ライス＆ミルク上村 食品・生活用品販売

下関 Ｍｅｔｒｏ　ＧＯＬＤ 飲食業 下関 （有）ライフクリーニング川中豊町店 その他サービス

下関 めん処　大津家 飲食業 下関 （有）ライフクリーニング本社老町店 その他サービス

下関 麺遊食堂 飲食業 下関 来来亭　長府店 飲食業

下関 株式会社　森芳楽園 その他サービス 下関 ラウンジ海 飲食業

下関 もれなべ 飲食業 下関 ラウンジピュア 飲食業
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下関 ラウンジ　ラヴァンス 飲食業

下関 楽えもん　綾羅木ザ・ビッグ店 その他サービス

下関 RAKKA アパレル

下関 la palaoa 食品・生活用品販売

下関 リストランテ　フェリーチェ 飲食業

下関 株式会社リフォームたつみ その他サービス

下関 リラクゼーション・yorisoi その他サービス

下関 RELAXATION&BODYCARE NIKO. 美容・理容

下関 リラックスNEO 飲食業

下関 ル・ミトロン食パン下関長府店 その他小売

下関 ルーエプラッツ 飲食業

下関 Room：105 飲食業

下関 Room445 AYA-hair 美容・理容

下関 LUNA BLANCA 美容・理容

下関 LEON・和 美容・理容

下関 レストランポーレック　ミラマハル 飲食業

下関 レストランまつもと 飲食業

下関 レストラン　満珠 飲食業

下関 れれれのれ 飲食業

下関 ロダン美容室 美容・理容

わ行 下関 和欧風創作料理日和庵 飲食業

下関 わかさ食堂 飲食業

下関 話食　こだま 飲食業

下関 和食処うま吉 飲食業

下関 わたつみ豊前田店 飲食業

下関 和処まつ崎 飲食業

下関 わビストロMAMA 飲食業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 宇部 I.Fiore 美容・理容 宇部 エステティックサロンSAKURA その他サービス

宇部 味道楽 飲食業 宇部 エステルームClear 美容・理容

宇部 味処秀 飲食業 宇部 ＳＢＳヤマモト輪業 その他小売

宇部 あにぃぱん その他小売 宇部 ESOLA宇部新川店 飲食業

宇部 アムテック その他小売 宇部 FMきらら その他サービス

宇部 ALURE琴崎 美容・理容 宇部 エムラ宇部店 アパレル

宇部 an 飲食業 宇部 エルステン その他小売

宇部 An アパレル 宇部 enncafe 飲食業

宇部 整体×エステティック　&COCORO 美容・理容 宇部 岡タイヤ工業株式会社 その他小売

宇部 いか本陣よろず 飲食業 宇部 小川蜜カス本舗 食品・生活用品販売

宇部 居酒屋M 飲食業 宇部 お好み焼きなには 飲食業

宇部 居酒屋　お茶々 飲食業 宇部 お食事処　蘭燈 飲食業

宇部 居酒屋たけ寅 飲食業 宇部 Osozai Delica 218 飲食業

宇部 居酒屋　天龍 飲食業 宇部 お肉バル うに 宇部新川駅前店 飲食業

宇部 居酒屋ぶらり 飲食業 宇部 小野茶の山口茶業 食品・生活用品販売

宇部 居酒屋　平八 飲食業 宇部 オフハウス宇部店 その他小売

宇部 居酒屋　武蔵　宇部店 飲食業 宇部 On and Off アパレル

宇部 イタリアン酒場ジモン 飲食業 か行 宇部 カーテクノワダ その他サービス

宇部 ichigo 飲食業 宇部 カーフレンド中野 その他サービス

宇部 1丁目酒場　賑や 飲食業 宇部 開華園 飲食業

宇部 株式会社イトオ楽器店 その他サービス 宇部 海鮮問屋 飲食業

宇部 糸永酒店 その他小売 宇部 海鮮丼家丼丸宇部西店 飲食業

宇部 イヤーエステサロン耳優 美容・理容 宇部 カサブランカ 飲食業

宇部 イワモトトレーシング その他サービス 宇部 果子乃季宇部ファーム店 食品・生活用品販売

宇部 インド料理ナマステ宇部店 飲食業 宇部 果子乃季東岐波店 食品・生活用品販売

宇部 魚かつ 食品・生活用品販売 宇部 かつのれん　ゆめタウン宇部店 飲食業

宇部 魚切整体 その他サービス 宇部 割烹　明徳 飲食業

宇部 うな道とり道宇部店 飲食業 宇部 家庭料理ゆうみん 飲食業

宇部 宇部アルミ建材 その他サービス 宇部 カフェレストランDUNKS 飲食業

宇部 宇部第一交通株式会社 その他サービス 宇部 からあげ食堂黒べえ 飲食業

宇部 宇部西サービスステーション　山口アポロ石油　 その他サービス 宇部 KAWANOビューティーサロン宇部店 美容・理容

宇部 宇部ホルモン 飲食業 宇部 かわまた鍼灸院 その他サービス

宇部 海のyeah!!! 飲食業 宇部 元祖中津からあげもり山宇部店 飲食業

宇部 Ageless salon LIANGE 美容・理容 宇部 キキーズ上宇部店 その他小売

宇部 ANAクラウンプラザホテル宇部 旅館・ホテル 宇部 季節料理　金魚 飲食業

宇部 ANAクラウンプラザホテル宇部(鉄板焼「相生」) 飲食業 宇部 キッチンFUKUDA 飲食業

宇部 ANAクラウンプラザホテル宇部(日本料理「雲海」) 飲食業 宇部 ギフトギャラリーオズ宇部店 その他小売

宇部 ANAクラウンプラザホテル宇部(バーラウンジ「ワンファイブ」) 飲食業 宇部 キャスト宇部店 その他小売

宇部 ANAクラウンプラザホテル宇部(レストラン「サルビア」) 飲食業 宇部 CASTEL 飲食業

宇部 AC設備 その他サービス 宇部 餃子工房穂満 飲食業

宇部 explore 飲食業 宇部 餃子中華酒場　　虎の子 飲食業

宇部 Acil 美容・理容 宇部 串揚げつもり 飲食業

宇部 エステ　アムーる 美容・理容 宇部 楠こもれびの郷　 飲食業

宇部 エステインＵＢＥ 美容・理容 宇部 くすりのビビ その他小売

宇部 エステサロンChoki-Choki 美容・理容 宇部 クリスピーチキン＆トマト／カレーしか勝たん宇部店 飲食業

宇 部 市
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宇部 grooton 飲食業 宇部 Jack 飲食業

宇部 Credo 飲食業 宇部 Chouette 美容・理容

宇部 Close by Life その他サービス 宇部 シュクルヴァン宇部店 食品・生活用品販売

宇部 CLOVER アパレル 宇部 シュシュ宇部店 食品・生活用品販売

宇部 CRONOS 飲食業 宇部 酒楽祭 飲食業

宇部 燻製香房燻し屋 飲食業 宇部 女性のあたためLABO SUZUJUKU 美容・理容

宇部 株式会社ケイアンドケイ その他小売 宇部 親醐 飲食業

宇部 cake shop MITSUGI 食品・生活用品販売 宇部 スクールショップキタノ宇部店 その他小売

宇部 有限会社　月香園 食品・生活用品販売 宇部 SUZUJUKU 美容・理容

宇部 玄海ざんまい　宇部店 飲食業 宇部 株式会社　スター電器 その他小売

宇部 健康サロン その他サービス 宇部 ステーキハウスＫ 飲食業

宇部 建匠勝琉 その他サービス 宇部 スナック サルビア 飲食業

宇部 源内宇部店 飲食業 宇部 Spice Bar Melissa 飲食業

宇部 恋 飲食業 宇部 素晴らしきかな人生　宇部店 飲食業

宇部 高級活魚　繁光 その他小売 宇部 炭火串焼　やきとん　駒之進 飲食業

宇部 小顔&脱毛Esthetic Salon Nagisa 美容・理容 宇部 炭火焼鳥　花火 飲食業

宇部 国際ホテル宇部 旅館・ホテル 宇部 炭火焼肉屋さかい宇部厚南店 飲食業

宇部 国際ホテル宇部　創作ダイニングカメリア 旅館・ホテル 宇部 炭焼きさつま鶏 ぢどり家 飲食業

宇部 国際ホテル宇部　鉄板焼旬 旅館・ホテル 宇部 すむら酒店 食品・生活用品販売

宇部 国際ホテル宇部　日本料理𠮷長 旅館・ホテル 宇部 石けん工房春風 美容・理容

宇部 COCOLAND 旅館・ホテル 宇部 せと 飲食業

宇部 個室焼肉　ごかく 飲食業 宇部 瀬戸内料理おおしま 飲食業

宇部 コスメティックサロン・エトワール その他小売 宇部 セブンイレブン宇部片倉店 その他小売

宇部 コスメルームあろあろ 美容・理容 宇部 セブンイレブン宇部高校前店 食品・生活用品販売

宇部 こてつ 飲食業 宇部 セブンイレブン宇部東梶返３丁目店 食品・生活用品販売

宇部 ごはん充実カフェテリアトレボル 飲食業 宇部 セブンイレブン宇部ひらき店 食品・生活用品販売

宇部 米糠酵素風呂Nuka Nuka その他サービス 宇部 セルフステーション小羽山 その他小売

宇部 コリアンキッチン大将軍 飲食業 宇部 セルフステーション小松原 その他小売

さ行 宇部 サイクリング・サロン・ヒロシゲ宇部店 その他小売 宇部 SELFMADE宇部本店 美容・理容

宇部 サウンドピュアディオ その他小売 宇部 セレクトショップcos アパレル

宇部 さかや家おかず家　魚千代 食品・生活用品販売 宇部 SERENE その他サービス

宇部 サクラ塗装 その他サービス 宇部 Serendipity 美容・理容

宇部 酒処おかめ2 飲食業 宇部 鮮なり 飲食業

宇部 酒のフロンティア鵜の島店 その他小売 宇部 総合ギフト　万栄 その他小売

宇部 酒のフロンティア中央店 その他小売 宇部 そば処　まつずみ旅館 飲食業

宇部 酒のフロンティア藤曲店 その他小売 た行 宇部 ㈱大進本店　宇部店 その他小売

宇部 さば右衛門 飲食業 宇部 泰バランス療法整体館 その他サービス

宇部 サルワーレ（宇部店） 飲食業 宇部 TIMEZY　nishiube 美容・理容

宇部 SALON by moonflower 美容・理容 宇部 高次建装 その他サービス

宇部 SUN 飲食業 宇部 たきべん 飲食業

宇部 雷鶏　ThunderBird 飲食業 宇部 ダツモウジャパン山口宇部店 美容・理容

宇部 三代目YUTAKA 飲食業 宇部 ダルマヤ 飲食業

宇部 サントロペ 飲食業 宇部 舌屋 飲食業

宇部 （有）サン・パロディ アパレル 宇部 チアーズ　フジグラン宇部店 その他小売

宇部 サンピット宇部 その他小売 宇部 チカラ商会精肉所 食品・生活用品販売

宇部 サンマルノ 飲食業 宇部 中央町１丁目カンパニー 飲食業

宇部 山陽堂 その他サービス 宇部 彫刻リンパ®�サロン　Reponatu 美容・理容

宇部 株式会社シー・エス・ディー その他小売 宇部 CHOJIYA アパレル

宇部 有限会社志賀電子 その他小売 宇部 津村米穀店 食品・生活用品販売

宇部 篠澤酒舗 食品・生活用品販売 宇部 ディンプル美容室 美容・理容
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宇部 鉄板伊酒屋Calcio 飲食業 宇部 ひじり 飲食業

宇部 天然酵母パンむくの木 食品・生活用品販売 宇部 ビストロトシ 飲食業

宇部 トゥエンティワン 飲食業 宇部 Bistro nao 飲食業

宇部 twentyone hanare 飲食業 宇部 びばC a Fe A ya meno 飲食業

宇部 トータルリペア岡本 その他サービス 宇部 beauty  salon  B 美容・理容

宇部 トキワ その他小売 宇部 美容室ピングー 美容・理容

宇部 TOKIWA  ZOOベニア館 その他小売 宇部 美容室フェリーチェ 美容・理容

宇部 常盤和み家 飲食業 宇部 HIRO THE BARBER 美容・理容

宇部 株式会社トム・フクダ西岐波店 その他小売 宇部 ファーストミサ アパレル

宇部 トレキュート その他小売 宇部 ファインかわむら丸尾美容室 美容・理容

宇部 とんかつ・しゃぶしゃぶ温野菜宇部厚南店 飲食業 宇部 fuzzy 飲食業

宇部 敦煌山口宇部店 飲食業 宇部 ファミリーマート宇部西岐波 その他小売

な行 宇部 中嶋電工 その他サービス 宇部 ファミリーマート宇部東梶返 その他小売

宇部 なべちょう酒店 その他小売 宇部 FITNESS Lab thyme その他サービス

宇部 ナマステフジグラン宇部店 飲食業 宇部 ふくの鳥宇部新川店 飲食業

宇部 兄ちゃんの店 飲食業 宇部 ふくふく亭 飲食業

宇部 にいや 飲食業 宇部 ふくろうカフェアウルの城 飲食業

宇部 肉僧 飲食業 宇部 藤井自動車工業 その他サービス

宇部 肉処とよた その他小売 宇部 富士商（株）　宇部ときわ給油所 その他小売

宇部 にくよし 飲食業 宇部 富士商（株）　セルフ東岐波給油所 その他小売

宇部 二代目一心 飲食業 宇部 富士商（株）西宇部給油所 その他小売

宇部 NailsalonGAGA 美容・理容 宇部 株式会社フジスイサン 食品・生活用品販売

宇部 ノエビア化粧品　シャンテ 美容・理容 宇部 富士パーキング その他サービス

宇部 ノエビアプレシャス その他小売 宇部 ブックオフ宇部店 その他小売

宇部 有限会社ノグチ電器アトム工学部通店 その他小売 宇部 ブティック　HANAYA アパレル

宇部 吞兵衛 飲食業 宇部 プラージュ 飲食業

は行 宇部 BAR竹 飲食業 宇部 ブライダル優美宇部店 その他サービス

宇部 HEARTS HAIR 美容・理容 宇部 private studio A その他サービス

宇部 ハードオフ宇部店 その他小売 宇部 フラワーショップ　ビアンコ恩田店 その他小売

宇部 BarBer. Excel 美容・理容 宇部 フラワーショップ　ビアンコ琴芝店 その他小売

宇部 Bar Meddich. 飲食業 宇部 フラワーショップ　ビアンコ西宇部店 その他小売

宇部 bar ran-tan 飲食業 宇部 フラワーショップ　ビエン宇部店 その他小売

宇部 バウムクーヘン＆カフェ　ラ・クチーナ 食品・生活用品販売 宇部 Free Space 飲食業

宇部 量り売り専門店F 食品・生活用品販売 宇部 FRIGO 飲食業

宇部 はくのや米穀店 食品・生活用品販売 宇部 ぶりの介 飲食業

宇部 パスタ処十兵衛 飲食業 宇部 PRIMA D'OLL宇部店 美容・理容

宇部 八幡宮前サービスステーション　山口アポロ石油　 その他サービス 宇部 プリンセス・オブ・ヴェール その他サービス

宇部 パティスリーケンジ その他小売 宇部 古松商店 食品・生活用品販売

宇部 花のみせ　ピゴラ恩田店 その他小売 宇部 プロショップKK その他小売

宇部 HBACC レジャー 宇部 ヘアーサロン　ウエノ 美容・理容

宇部 BUBBLE CAFE 飲食業 宇部 HAIR CLUB  BEWITCH 美容・理容

宇部 腹ごしらえ 飲食業 宇部 紅屋コスメティックスタジオ その他小売

宇部 BARREY 飲食業 宇部 Healthy Labo. Mandarin Cafe 飲食業

宇部 ぱわっと宍戸野中店 その他小売 宇部 庖宰　雅流 飲食業

宇部 パン工房ふかまろ その他小売 宇部 ポエトリン美容室 美容・理容

宇部 ハンズヘアー 美容・理容 宇部 ポーラ宇部空港通り店 美容・理容

宇部 Hanna's Bread 飲食業 宇部 ポーラザビューティー山口大学病院前店 美容・理容

宇部 BEWITCH　ANAクラウンプラザホテル店 美容・理容 宇部 ポーラザビューティ宇部店 美容・理容

宇部 HealPalm 美容・理容 宇部 BOSSTY　CAFE×TANITA　CAFE 飲食業

宇部 美髪クリニック宇部店 美容・理容 宇部 ボックスプラス レジャー
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宇部 ホビーオフ宇部店 その他小売 宇部 ラウンジ　グレース 飲食業

宇部 ホビーショップムック その他小売 宇部 lounge Liberty 飲食業

宇部 ポレポレ 飲食業 宇部 RabbitStreet宇部店 その他サービス

宇部 ポレポレカフェ 飲食業 宇部 RANKER宇部店 美容・理容

宇部 本格焼肉!ヴァイキング宇部店 飲食業 宇部 リカースペース太陽　神原店 その他小売

宇部 本気豚骨　虎一 飲食業 宇部 リカースペース太陽　川添店 その他小売

ま行 宇部 松田屋 飲食業 宇部 リカースペース太陽　厚南2号店 その他小売

宇部 松原酒店 その他小売 宇部 リカースペース太陽　東岐波店 その他小売

宇部 豆汰豆蔵 食品・生活用品販売 宇部 RE therapy その他サービス

宇部 マリヤ化粧品店 その他小売 宇部 リラクゼーションスペース　アスラック その他サービス

宇部 マリヤ美容室 美容・理容 宇部 RELAIR その他サービス

宇部 MUSE A MUSE 飲食業 宇部 るいるい軒　新川店　　 飲食業

宇部 ミラノピザ　宇部店 飲食業 宇部 ル　レストラン　イシザキ 飲食業

宇部 moonflower 美容・理容 宇部 Les Fleurs アパレル

宇部 メイビートゥモロー 飲食業 宇部 Rosy Rose 美容・理容

宇部 メガネのクロカワ その他小売 宇部 ローソン宇部幸町店 その他小売

宇部 メナード化粧品ハニーストーン 美容・理容 宇部 ローソン宇部東小串二丁目店 その他小売

宇部 メナードフェイシャルサロンピュア 美容・理容 宇部 ローソン宇部港町店 その他小売

宇部 メナードフェイシャルサロンブーケ 美容・理容 宇部 ローソン宇部明神町一丁目店 その他小売

宇部 melimelo28+ 飲食業 宇部 ローブとコーヒー 美容・理容

宇部 モイスティーヌ宇部サロン その他小売 宇部 LOWMEL BULL その他サービス

宇部 Moisteane宇部サロン 為近 美容・理容 宇部 ログハウス 飲食業

宇部 モッチモパスタ宇部店 飲食業 宇部 炉ばた炎月 飲食業

宇部 もつ鍋とお肉処 むら花 飲食業 宇部 ロボット・プログラミング教室　アクシオン その他サービス

宇部 有限会社モトパドック その他小売 わ行 宇部 YSP宇部 その他小売

宇部 モランボン 飲食業 宇部 和食　こばやし 飲食業

や行 宇部 YAOYAオガタ屋 食品・生活用品販売 宇部 和食・鍋・しゃぶしゃぶ清水　山口宇部店 飲食業

宇部 焼鳥&ワイン　RICKY 飲食業 宇部 和食家婁I-CHI 飲食業

宇部 焼鳥一力　本店 飲食業 宇部 湾岸ラーメン食堂 飲食業

宇部 焼肉 牛ノ場 飲食業

宇部 焼肉カルビ大将 飲食業

宇部 焼肉みほり峠宇部店 飲食業

宇部 焼肉若大将 飲食業

宇部 薬膳カフェ菜菜 飲食業

宇部 安山歯科 その他サービス

宇部 八十八 飲食業

宇部 矢野建築 その他サービス

宇部 やなぎだ化粧品店 美容・理容

宇部 山口宇部空港やまぐち特産品プラザ　宇部やなぎだ その他小売

宇部 山とアウトドアの店ハックルベリー その他小売

宇部 優カイロプラクティック その他サービス

宇部 (有)　京屋書店 その他小売

宇部 遊馬 飲食業

宇部 ゆうみんうどん貴 飲食業

宇部 洋風和食堂1Z3 飲食業

ら行 宇部 ラ・クチーナ 飲食業

宇部 ライフページ・ナガタニ その他小売

宇部 来来亭　西宇部店 飲食業

宇部 ラヴィアンローズ宇部店 アパレル

宇部 ラウンジ　カメリア宇部店 飲食業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 山口 アールリーフ【リフレ＆リンパ＆整体＆エステ】 その他サービス 山口 S.I.D山口店 その他小売

山口 IRONHORSE 飲食業 山口 エディオンくわはらでんき その他小売

山口 aurare アパレル 山口 エディオン徳佐店 その他小売

山口 あかちょうちん　魯招猫亭 飲食業 山口 NTAトラベル小郡支店 その他サービス

山口 あかつき 飲食業 山口 株式会社えびすや その他小売

山口 秋茜 飲食業 山口 F・O・B　STORE アパレル

山口 アクティヴウエノ その他小売 山口 株式会社エボリューシュン その他小売

山口 Agri Kitchen 飲食業 山口 ｍｓ自動車部品 その他小売

山口 株式会社AGERA その他サービス 山口 エムラ山口支店 アパレル

山口 有限会社アサヒ自動車商会 その他小売 山口 炎'S山口本店 飲食業

山口 旭水産有限会社 その他小売 山口 おいはぎ峠 飲食業

山口 新しい整骨院 その他サービス 山口 有限会社オート・ケア・アームズ その他小売

山口 ATENA山口店 美容・理容 山口 オーバーヴィーゼ 食品・生活用品販売

山口 油そば専門店歌志軒　山口小郡店 飲食業 山口 近江屋寝具店 その他小売

山口 油そば専門店歌志軒　山口湯田温泉店 飲食業 山口 お菓子工房まぁちゃん 食品・生活用品販売

山口 ALURE小郡店 美容・理容 山口 岡藤呉服店　山口店 アパレル

山口 アンジェ・クール美容室新山口北口店 美容・理容 山口 有限会社　岡村電器 その他小売

山口 アンジェ・クール美容室山口グランドホテル店 美容・理容 山口 小郡朝市ハッピー 食品・生活用品販売

山口 アンジェ・レーヴ美容室 美容・理容 山口 Honda Cars 山口中央 小郡店 その他小売

山口 und☆star アパレル 山口 お好み焼　水音 飲食業

山口 いきなりステーキナフコツーワンスタイル山口店 飲食業 山口 おしゃれ茶屋湯田店 飲食業

山口 igrec 飲食業 山口 お食事処しげまさ 飲食業

山口 居心家鶏まる 飲食業 山口 御食事処 入道 飲食業

山口 居酒屋　永源 飲食業 山口 お肉バル うに(和) 飲食業

山口 居酒屋坂田　山口店 飲食業 山口 オブティック その他小売

山口 居酒屋大笑 飲食業 山口 オフハウス小郡店 その他小売

山口 居酒屋 呑ん太 飲食業 山口 オフハウス山口ゆめタウン店 その他小売

山口 居酒屋＋9 飲食業 山口 小ホホ食堂 飲食業

山口 居酒屋　武蔵　山口店 飲食業 山口 OliveOil&Cafe CHIACCHIERA 飲食業

山口 いさむや第一交通株式会社 その他サービス 山口 オルガンズメロディ 飲食業

山口 有限会社　石野製作所　 食品・生活用品販売 山口 オルトラーナ 飲食業

山口 維新の食処　椿 飲食業 山口 おんせんの森 その他サービス

山口 和泉ボデー その他サービス か行 山口 カーテン夢空間　山口店 その他小売

山口 いせの森 その他小売 山口 ガーリーマーケット アパレル

山口 イソズバー 飲食業 山口 懐新和食I-CHI 飲食業

山口 イタリア食堂ベケ⁉ 飲食業 山口 海鮮長州湯田店 飲食業

山口 一心二葉 飲食業 山口 海鮮なぶら 飲食業

山口 植地酒舗 その他小売 山口 カイロハウスおひさま その他サービス

山口 ウェディングコート エミリア その他サービス 山口 かえる代行 その他サービス

山口 植野自動車 その他小売 山口 かくれ家 飲食業

山口 魚バルここん 飲食業 山口 隠れ家サロン　ラ、ルーチェ 美容・理容

山口 うな道・とり道 飲食業 山口 果子乃季大内店 食品・生活用品販売

山口 梅の実 飲食業 山口 果子乃季小郡プラッツ店 食品・生活用品販売

山口 エイワンオート有限会社 その他サービス 山口 果子乃季新山口駅店 食品・生活用品販売

山口 エクスプレス山口　山口本店 その他小売 山口 果子乃季平川店 食品・生活用品販売

山 口 市
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山口 果子乃季ゆめタウン山口店 食品・生活用品販売 山口 紅の豚 飲食業

山口 家族割烹鎌倉 飲食業 山口 （株）黒崎電器 その他小売

山口 割烹・活魚　若新 飲食業 山口 CrossLand山口総本店 その他小売

山口 割烹ひさご 飲食業 山口 化粧品のわたなべ その他小売

山口 割烹　鄙の館 飲食業 山口 紅牛 飲食業

山口 割烹福助 飲食業 山口 高級食パン工房みほり 飲食業

山口 株式会社　金子自動車 その他サービス 山口 鴻城土建工業株式会社 その他サービス

山口 金光酒造株式会社 その他小売 山口 口福至福 飲食業

山口 CAPIME coffee 珈琲豆御渡所"龜" 食品・生活用品販売 山口 珈琲舎珈紋 飲食業

山口 cafe&bar ショクバ 飲食業 山口 黄金町カイロB-clair 美容・理容

山口 カフェ玉響 飲食業 山口 国民宿舎秋穂荘 飲食業

山口 cafe de sense 飲食業 山口 CoCori アパレル

山口 cafe Nobu 飲食業 山口 ﾍｱｰｻﾛﾝ志 美容・理容

山口 Cafeもやい 飲食業 山口 コスメティックエスティ その他小売

山口 カフェレジスガーデン 飲食業 山口 ゴトウパン 飲食業

山口 唐揚げ専門店みほり峠 飲食業 山口 小瓶 飲食業

山口 カラオケ＆喫茶ユカリ 飲食業 山口 コレット その他サービス

山口 カルムムーン その他サービス さ行 山口 Salle a manger Deux coeur 飲食業

山口 ガレージ恋路 その他サービス 山口 西京げんや 飲食業

山口 元祖瓦そばたかせごはん処りゅう庵 飲食業 山口 西京電子 鋳銭司店 その他小売

山口 乾杯ニクノミコト　湯田店 飲食業 山口 サイクルラボ　ヤマダ その他小売

山口 GAMBERO ROSSO 飲食業 山口 さいさん 飲食業

山口 kiitos 美容・理容 山口 THE  WEST  VILLAGE 飲食業

山口 geep　 アパレル 山口 south wind sea therapy MARI ☆mari 美容・理容

山口 quitan eyelash＆healing spa 美容・理容 山口 酒菜いちやなぎ 飲食業

山口 キッチンバーぼらぼら 飲食業 山口 魚standard 飲食業

山口 KITCHEN LOTUS 飲食業 山口 さかな場HeyHey 食品・生活用品販売

山口 きのこの館ＯＧＵ その他小売 山口 さくら商店やまぐち店 その他小売

山口 木下酒造株式会社 その他小売 山口 酒と肴と蕎麦　咲乃華　 飲食業

山口 ギフトギャラリーオズ山口店 その他小売 山口 酒のフロンティア山口湯田店 その他小売

山口 着物遊日ねこやなぎ その他小売 山口 有限会社　笹川畳店 食品・生活用品販売

山口 着物と悉皆みなぎ その他小売 山口 さち美容室 美容・理容

山口 きものと洋装堀 アパレル 山口 雑貨＆カフェ　zakcafe flat（ふらっと） 飲食業

山口 キャスト山口店 その他小売 山口 薩摩ぢどり 飲食業

山口 CadDent　あさひ歯科医院内店 食品・生活用品販売 山口 サビエル&やまのわ　アルク小郡店 飲食業

山口 CadDent　アルファデンタルクリニック店 食品・生活用品販売 山口 佐山サービスステーション　山口アポロ石油　 その他サービス

山口 CadDent　オレンジ歯科医院内店 食品・生活用品販売 山口 SARA　山口店 美容・理容

山口 牛串とらまめともつ鍋こ豆　湯田店 飲食業 山口 saronR湯田温泉 美容・理容

山口 餃子舎てっけん 飲食業 山口 Salon de crea 美容・理容

山口 共同ゴム工業株式会社 その他小売 山口 サロンドナイツ 美容・理容

山口 café&pub-kirikou 飲食業 山口 Salon de Rassurants 美容・理容

山口 きれい倶楽部 その他小売 山口 山水園 旅館・ホテル

山口 串焼き八歩 飲食業 山口 サンデー山口 その他サービス

山口 GLASSE 美容・理容 山口 サンビ その他小売

山口 glam hair 美容・理容 山口 サンピット山口 その他小売

山口 グランシャリオ新山口店 食品・生活用品販売 山口 秋刀魚 飲食業

山口 （有）グリーンスポーツ　本店 その他小売 山口 株式会社山陽種苗 その他小売

山口 Clair moment その他小売 山口 sun word 美容・理容

山口 クレイン山口どうもん店 その他小売 山口 sun word　大内店 美容・理容

山口 クレスト・シー美容室 美容・理容 山口 Sia 美容・理容
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山口 幸せの空間coco. 美容・理容 山口 SELFMADE道場門前 美容・理容

山口 CPサロンＦ 美容・理容 山口 鮮魚のおだ　本店 食品・生活用品販売

山口 CPサロンcokua 美容・理容 山口 創作鉄板　和魂鉄才 飲食業

山口 CPサロンSirop 美容・理容 山口 蕎麦YAOKI 飲食業

山口 CPサロン ssess 美容・理容 た行 山口 株式会社　大進本店　山口店 その他小売

山口 CPサロン DEAR本店 美容・理容 山口 ダイニング＆鉄板焼さくら 飲食業

山口 CPサロンFany 美容・理容 山口 DiningN.S 飲食業

山口 CPサロンＹ&K その他サービス 山口 Dining O.K 飲食業

山口 Sealass その他小売 山口 Dining bar FeeHat 飲食業

山口 有限会社　志賀酒舗 その他小売 山口 dining笑海 飲食業

山口 仕出しみほり峠 飲食業 山口 ダイロク堂 飲食業

山口 シバ本店 飲食業 山口 台湾料理ふじ苑 飲食業

山口 〆屋 飲食業 山口 武谷清風堂 食品・生活用品販売

山口 シャトレーゼ山口湯田店 その他サービス 山口 たこやきテンホウ 飲食業

山口 シャロームnaoco 美容・理容 山口 ダスキン日進　山口営業所 その他サービス

山口 ＳＨＯＥＳ＆ＢＡＧ　ｙａｍａｄａ アパレル 山口 田所商店 山口店 飲食業

山口 酒家鶏処炭大 飲食業 山口 株式会社田邉造園 その他サービス

山口 シュクルヴァン新山口駅店 食品・生活用品販売 山口 種田家具ZakkaShop&山口店 その他小売

山口 シュクルヴァン山口店 食品・生活用品販売 山口 だんだん茶屋 飲食業

山口 酒家　矗 飲食業 山口 ちいさなうさぎ 飲食業

山口 シュシュ山口店 食品・生活用品販売 山口 中央石油(有)大内店 その他小売

山口 ＪＵＮＯ 飲食業 山口 中央石油(有)新小郡店 その他小売

山口 旬 飲食業 山口 中央石油(有)平川店 その他小売

山口 旬彩まさらっぷ 飲食業 山口 中央石油(有)山口店 その他小売

山口 春来館 飲食業 山口 中央石油(有)湯田店 その他小売

山口 昭ちゃんコロッケ株式会社 その他小売 山口 中国料理 隨園 飲食業

山口 johnny's bar 飲食業 山口 choose collection（チューコレ山口） 美容・理容

山口 進 飲食業 山口 長州居酒屋とも 飲食業

山口 真吾手技療法院 その他サービス 山口 長州苑 その他小売

山口 Swing工房 その他サービス 山口 チロリアン湯田店 飲食業

山口 末廣 その他小売 山口 TukinoHikari 飲食業

山口 SUKOYAKA SALON その他サービス 山口 TSUKINOWA 飲食業

山口 鮨・串揚・葡萄酒　貴心 飲食業 山口 TSUTAYA山口葵店 その他小売

山口 寿司の花子 飲食業 山口 有限会社　津山鮮魚店 その他小売

山口 寿司正 飲食業 山口 D＆G　HAIR 美容・理容

山口 スゼンジハウスオープンエア その他サービス 山口 ティーズ ガーデン 飲食業

山口 スタジオセンス その他サービス 山口 Tipstic 美容・理容

山口 スタンド　オパール 飲食業 山口 手品師高重翔 その他サービス

山口 スナックせつこ 飲食業 山口 手作りケーキの店 セーラ 飲食業

山口 スナックBRICK 飲食業 山口 鉄板酒場　壱○弐 飲食業

山口 素晴らしきかな人生　山口店 飲食業 山口 鉄板食堂テンホウ 飲食業

山口 炭火居酒屋D'rise 飲食業 山口 鉄板焼　ぜろ 飲食業

山口 炭火串焼き　やきとん　政之助 飲食業 山口 天ぷら爽華 飲食業

山口 炭火焼鳥ふじ井 飲食業 山口 陶ギャラリーうつわ その他小売

山口 sMALL☆wORLD その他小売 山口 株式会社　トータルホームサービス雅美 その他サービス

山口 Slow  Life  Supply 飲食業 山口 土火土火 飲食業

山口 セオサイクル山口店 その他小売 山口 ときつ養蜂園Bee's Life 食品・生活用品販売

山口 株式会社　セブンシステム その他サービス 山口 Drs.Fitness K STUDIO その他サービス

山口 セルフステーション大内 その他小売 山口 徳地とりたまの里 飲食業

山口 セルフステーション山口湯田 その他小売 山口 toko de mocha 美容・理容
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山口 株式会社トピア その他サービス 山口 ハーレーダビッドソン山口 その他小売

山口 株式会社トム・フクダ宝飾サロン その他小売 山口 配川石油店　セルフ吉敷SS その他小売

山口 株式会社トム・フクダ本店 その他小売 山口 萩焼窯元　大和春信松緑窯 その他小売

山口 友代行 その他サービス 山口 パストリアプーサン 飲食業

山口 TRUSS FACTORY その他サービス 山口 ｈａｄａ工房 その他サービス

山口 とらっ家 新山口駅新幹線口徒歩3分店 飲食業 山口 pacca paca その他小売

山口 鶏串イッパ 飲食業 山口 服部産業株式会社　山口営業所 その他小売

山口 trove その他小売 山口 (有)パナックいまづ その他サービス

山口 とんかつ一丁大内店 飲食業 山口 花のみせ　ピゴラ吉敷 その他小売

山口 とんぼ 飲食業 山口 hanaya La fleur　ハナヤ　ラ・フルール その他小売

な行 山口 内装ふすま工房 おかむら その他サービス 山口 浜ふく 飲食業

山口 ナイトラウンジ　キャッツアイ 飲食業 山口 原田酒舗 食品・生活用品販売

山口 長沢ガーデン 飲食業 山口 ばりそば本舗　春来軒　小郡店 飲食業

山口 有限会社ナカタ時計店 その他小売 山口 ばりそば本舗　春来軒　中市店 飲食業

山口 有限会社ナカタ時計店事業部パリノ その他小売 山口 Parure アパレル

山口 有限会社　中司タクシー その他サービス 山口 はるさあ modernJapanese 飲食業

山口 中々 その他サービス 山口 はるぱん 食品・生活用品販売

山口 有限会社ナカニシ石油 その他小売 山口 ぱれっと阿知須店 アパレル

山口 ナカムラサイクル その他小売 山口 HALLOW'S 大内店 アパレル

山口 nagomi style 山口店 その他小売 山口 ハローズ山口店 アパレル

山口 和み家 飲食業 山口 パワーキューブ その他小売

山口 natuRal 飲食業 山口 hangout 飲食業

山口 nanohana 飲食業 山口 BeeL beauty&feel 美容・理容

山口 ナマステサンパーク阿知須店 飲食業 山口 美顔教室プリティ店 その他小売

山口 ナマステプリムール葵 飲食業 山口 Pizzeria VOLPE BIANCA 飲食業

山口 にくジュウ山口湯田店 飲食業 山口 ひとはな その他小売

山口 肉道わぎゅう屋 飲食業 山口 ひにけに珈琲 飲食業

山口 Nishida Coffee その他小売 山口 ビューティー＆ヘルスわたなべ その他小売

山口 日路庵 飲食業 山口 ビューティドラッグ　げんき　湯田店 その他小売

山口 西の雅　常盤 旅館・ホテル 山口 ビューティハウスKAZZ 美容・理容

山口 二丁目鉄板居酒屋118 飲食業 山口 ビューポイントブロンズ 美容・理容

山口 日本茶専門店八十八 食品・生活用品販売 山口 美容カイロ unefraise その他サービス

山口 日本料理 雅 飲食業 山口 famille 飲食業

山口 NewStyle aila 美容・理容 山口 ファミリーマート大内長野店 その他小売

山口 NewStyle CORE 美容・理容 山口 ファミリーマート大内御堀 その他小売

山口 NewStyle SO-HO 美容・理容 山口 ファミリーマート大内矢田 その他小売

山口 NewStyle NAKAICHI 美容・理容 山口 ファミリーマート山口葵2丁目店 その他小売

山口 NewStyle Four Seasons 美容・理容 山口 ファミリーマート山口泉都町店 その他小売

山口 NewStyle本店 美容・理容 山口 フォトスタジオ  サカクラ その他サービス

山口 New Step その他サービス 山口 福の花新山口店 飲食業

山口 Nail　Salon　Makana 美容・理容 山口 福の花湯田本店 飲食業

山口 ノエビア新朝田 美容・理容 山口 富士商（株）　小郡駅前給油所 その他小売

山口 のん太鮨山口店 飲食業 山口 富士商（株）　セルフ小郡山手給油所 その他小売

は行 山口 BAR117 飲食業 山口 富士商（株）　山口プラザ給油所 その他小売

山口 パーソナルトレーニングジム Wellbo その他サービス 山口 椹野川漁業協同組合 その他小売

山口 ハードオフ小郡店 その他小売 山口 ふしの屋 飲食業

山口 ハードオフ山口ゆめタウン店 その他小売 山口 藤光海風堂　新山口駅店 食品・生活用品販売

山口 barberSii.. 美容・理容 山口 株式会社藤本工務店 その他サービス

山口 HA-BA-PA- 飲食業 山口 Buchiii. 美容・理容

山口 bar partida 飲食業 山口 ブックオフ山口旭通り店 その他小売
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山口 ブライダル情報館Avvenire その他サービス 山口 MINI GARAGE パラドックス その他小売

山口 ブライダルスペースＭＩＭＩ その他サービス 山口 みほり峠大内店 飲食業

山口 ブライダルハウスハラダヤ その他サービス 山口 民宿しらい 飲食業

山口 BRAT'S STORE アパレル 山口 村上組 その他サービス

山口 フラワーショップ　ビアンコ小郡店 その他小売 山口 ムラカミクリーニング本店 その他サービス

山口 フラワーショップ　ビエン泉店 その他小売 山口 ムラカミクリーニング大内店 その他サービス

山口 PLEASE アパレル 山口 ムラカミクリーニング宮野店 その他サービス

山口 Prink アパレル 山口 村上洋傘店 その他小売

山口 ブレイブ・ハート アパレル 山口 村重石油店　山口給油所 その他小売

山口 PLENTY 美容・理容 山口 明治堂 その他小売

山口 文具のヨコヤマ その他小売 山口 メガネのタケシゲ その他小売

山口 hair salon hitorie 美容・理容 山口 メガネのふくだ その他小売

山口 Hair Room Rappa 〜楽髪〜 美容・理容 山口 MEZE その他小売

山口 Ｈａｉｒ＆Ｃａｆｅ　ＲＯＫＡＨＩ 美容・理容 山口 メディカルサロンKIREI山口店 美容・理容

山口 hair salon Porte 美容・理容 山口 メナード化粧品　柳井田代行店 美容・理容

山口 部坂呉服店 その他小売 山口 メナード化粧品山口矢原代行店 その他小売

山口 有限会社芳西工務店 その他サービス 山口 メナードフェイシャルサロン　宮野上 美容・理容

山口 奉楽 飲食業 山口 メンズ脱毛JAPAN山口店 美容・理容

山口 ポーラ化粧品　新小郡ショップ 美容・理容 山口 Member's　Ｌ.ｉ.ｂ 飲食業

山口 ポーラザビューティー山口小郡店 美容・理容 山口 もつそば亭あるむ 飲食業

山口 ＰＯＬＡＴＨＥＢＥＡＵＴＹ山口店 美容・理容 山口 モッチモパスタ山口湯田店 飲食業

山口 POLA新山口店 美容・理容 山口 もつ鍋弥さか 飲食業

山口 僕ん家私ん家 飲食業 山口 もみほぐしでリラクゼーション　パナケイア その他サービス

山口 ほっと整体はり灸院 その他サービス 山口 モリイケ その他小売

山口 BodyCareSalonFugetsu その他サービス 山口 もんじゃず 飲食業

山口 ホビーオフ山口ゆめタウン店 その他小売 や行 山口 八百花まつにし 食品・生活用品販売

山口 炎屋おんじ 飲食業 山口 八百屋きしもと＆おかずやさんぱくぱく 食品・生活用品販売

山口 ポモナフルーツ 食品・生活用品販売 山口 やき鳥 友清 飲食業

山口 ホルモン湯田のじゃん横 飲食業 山口 焼肉寿苑 飲食業

山口 本格馬肉料理ゆい 飲食業 山口 焼肉みほり峠山口店 飲食業

山口 本多屋 懐古庵 本店 食品・生活用品販売 山口 株式会社ヤマウチ その他サービス

山口 HONYAらDO その他小売 山口 山口おでん燈 飲食業

ま行 山口 mark アパレル 山口 山口観光交通株式会社 その他サービス

山口 M erc's その他サービス 山口 山口グランドホテル 旅館・ホテル

山口 間子兵 飲食業 山口 山口酒場　情熱ホルモン 飲食業

山口 株式会社マダ その他小売 山口 やまぐちシードル販売所 食品・生活用品販売

山口 松田屋ホテル 旅館・ホテル 山口 株式会社山口ジー・ワイ商会 その他小売

山口 （有）松原電機 食品・生活用品販売 山口 山口そうごう自動車学校 その他サービス

山口 まもる整体サロン その他サービス 山口 Honda Cars 山口中央 山口中央店 その他小売

山口 MALTH 美容・理容 山口 山口萩焼ヤマトズギャラリー その他小売

山口 丸秀精肉店 食品・生活用品販売 山口 山城屋酒造株式会社 その他小売

山口 まんぞく農機 その他小売 山口 山世水産 その他小売

山口 mambo アパレル 山口 山田石油サービス　小郡東給油所 その他小売

山口 Meat Experts B団 飲食業 山口 山田石油サービス　マルチステーション新山口 その他小売

山口 Mr.Gleen 飲食業 山口 山田石油サービス　山口ドライブプラザ給油所 その他小売

山口 misty 飲食業 山口 山田石油サービス　山口東給油所 その他小売

山口 深山 飲食業 山口 山田石油サービス　山口御堀給油所 その他小売

山口 道の駅願成就温泉 その他サービス 山口 湯田温泉ユウベルホテル松政 旅館・ホテル

山口 道の駅きららあじす 食品・生活用品販売 山口 湯田花園 その他小売

山口 mitsuwa 飲食業 山口 湯田カントリー俱楽部 レジャー
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山口 湯田商店 飲食業 山口 炉舎本店 飲食業

山口 湯田製麺 飲食業 山口 炉舎湯田店 飲食業

山口 ユニクロ山口店 アパレル 山口 ろばたいむ 飲食業

山口 湯の宿　味の宿　梅乃屋 旅館・ホテル 山口 LONDENION 美容・理容

ら行 山口 らーめん聖剛 飲食業 わ行 山口 waRmth アパレル

山口 来来亭山口湯田店 飲食業 山口 Waioli -Total Beaty & School- その他サービス

山口 ラヴィアンローズ山口店 アパレル 山口 wine&bistro Pepan 飲食業

山口 Lounge 彩華 飲食業 山口 和音 飲食業

山口 Lounge OWL 飲食業 山口 我が家 飲食業

山口 Lounge 絹 飲食業 山口 若山石油株式会社　山口南セルフ給油所 その他小売

山口 ラウンジ渚咲 飲食業 山口 和食ダイニング饗の風 飲食業

山口 ラウンジ　華緒 飲食業 山口 和食屋ごろん 飲食業

山口 LACHIC 美容・理容 山口 和ダイニングたか 飲食業

山口 La_chic 美容・理容 山口 渡辺水産有限会社 その他小売

山口 Lovely hair kuu 美容・理容 山口 WABISACHI-栄養のある暮らし- その他サービス

山口 ララマリー その他サービス

山口 LAWAKU レジャー

山口 リカースペース太陽　大内店 その他小売

山口 リカースペース太陽　宮野店 その他小売

山口 リストランテ・ペイザン 飲食業

山口 Re birth アパレル

山口 LIHIT hair design 美容・理容

山口 〜リフレクソロジーで癒しの空間〜ぽっかぽか その他サービス

山口 料亭なわた 飲食業

山口 Relaxation salon エルマール 美容・理容

山口 リラクゼーションサロン　サンク その他サービス

山口 リラクゼーションサロンFuwari 美容・理容

山口 relaxationsalon　Le.Coeur その他サービス

山口 リラクゼーション月の恵み その他サービス

山口 ＬＩＮＸ 美容・理容

山口 林檎の樹らら その他小売

山口 リンドヴルム その他小売

山口 ル・ボヌール 飲食業

山口 Le Gaulois 飲食業

山口 Le.Matsu. 飲食業

山口 レザーエステ山口ゆめタウン店 その他サービス

山口 レストラン アゼィリア 飲食業

山口 restaurant＆cafe　樹里庵 飲食業

山口 レストラン　カリム 飲食業

山口 レストランシェフ 飲食業

山口 レストランスズキ 飲食業

山口 レストラン　にほのさんぽ 飲食業

山口 レストラン　臨水 飲食業

山口 レビヨン アパレル

山口 レンタルコスチューム彩華 その他サービス

山口 ローソン山口佐山店 その他小売

山口 LOG COFFEE ROASTERS 飲食業

山口 Lococo山口店 美容・理容

山口 Lococo山口メンズ店 美容・理容

山口 Rosso アパレル
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 萩 藍場川の家 飲食業 萩 こひろ 飲食業

萩 あじろ 飲食業 萩 胡麻衛門 食品・生活用品販売

萩 あまぬま屋PUB H&L 飲食業 さ行 萩 サイクルショップNAGACHARI その他小売

萩 網焼きレストラン見蘭 飲食業 萩 佐伯時計店 その他小売

萩 あらせ ～Hagind その他小売 萩 酒場肴 飲食業

萩 アルーナ 美容・理容 萩 雑貨屋LiNK!! その他小売

萩 アルソア岩﨑 その他小売 萩 サテライトショップ萩 その他サービス

萩 維新亭 飲食業 萩 サマンサ アパレル

萩 一乗建設 その他サービス 萩 saronR 美容・理容

萩 岩崎酒造株式会社 食品・生活用品販売 萩 サロン ド リップル その他サービス

萩 うきしま工房 食品・生活用品販売 萩 有限会社　山陰ボデー その他サービス

萩 うまいもん処ただいま 飲食業 萩 サンパルコ　学生服 その他小売

萩 海が奏でる癒しの宿　リゾートホテル美萩 旅館・ホテル 萩 サンパルコ　ギフト その他小売

萩 A-line 美容・理容 萩 サンパルコ　紳士服 その他小売

萩 esthetic salon bisou 美容・理容 萩 C&C その他サービス

萩 エステ美月 美容・理容 萩 ＪＡＳＳ小川 その他小売

萩 NTAトラベル萩本店 その他サービス 萩 ＪＡＳＳ須佐 その他小売

萩 M'sNail 美容・理容 萩 48K  shop その他小売

萩 お食事処　ため吉 飲食業 萩 JIBITA その他小売

萩 有限会社小野養豚直売所 食品・生活用品販売 萩 有限会社　島田自動車 その他小売

か行 萩 car shop Zero-Line その他小売 萩 食楽園　NIKUJIROU 飲食業

萩 有限会社カーリフレッシュ萩 その他サービス 萩 sylfy 美容・理容

萩 隠れ家dining諱 飲食業 萩 SHIN・CHALET 飲食業

萩 果子乃季萩美術館前店 食品・生活用品販売 萩 須佐自動車 その他小売

萩 割烹千代 飲食業 萩 スナックあゆみ 飲食業

萩 かばやん 飲食業 萩 SNACK J 飲食業

萩 café Jantique 飲食業 萩 スバルショップ萩(有)山陰ボデー その他サービス

萩 亀亀萩店 飲食業 萩 炭火居酒屋　華 飲食業

萩 GARAGE ZONO その他小売 萩 SELF STUDIO 美容・理容

萩 有限会社神南表具店 その他小売 萩 Centia 美容・理容

萩 きくや その他小売 萩 そらいろ菓子店 飲食業

萩 株式会社岸田商会 その他小売 た行 萩 ターゲット その他サービス

萩 業務スーパー萩店 食品・生活用品販売 萩 第二竜王丸 レジャー

萩 kilico 美容・理容 萩 たい焼き屋のぶちゃん その他小売

萩 Kunel plus 飲食業 萩 タイヤセンター萩 その他小売

萩 串カツバルソラナ 飲食業 萩 タイヤマートいとう その他小売

萩 組み木ギャラリー杢・ＭＯＫＵ その他小売 萩 有限会社たけなか　松陰神社店 食品・生活用品販売

萩 （有）グリーンスポーツ　萩店 その他小売 萩 田中輪業 その他小売

萩 グルニエ 飲食業 萩 玉江石油　萩西給油所 その他小売

萩 俥宿　天十平 その他小売 萩 丹妙山 その他サービス

萩 crayon 美容・理容 萩 忠小兵衛蒲鉾本店 食品・生活用品販売

萩 源泉の宿　萩本陣 旅館・ホテル 萩 ツーリスト山口　本社アトラス営業所 その他サービス

萩 KEN MATSUICHI 食品・生活用品販売 萩 陶房大桂庵樋口窯 その他小売

萩 coen. 飲食業 萩 トランスフォーム太陽 その他サービス

萩 小林自動車整備工場 その他サービス 萩 トロアメゾン360 飲食業

萩 市



-元気にやまぐち券第１期参加店舗-

20 ページ

な行 萩 株式会社　中原商会 その他小売 萩 有限会社三好蒲鉾 その他小売

萩 中村酒造株式会社 その他小売 萩 むつみ・キッチンばぁーば 飲食業

萩 中村畳表店 その他小売 萩 メガネ・補聴器の佐伯 その他小売

萩 株式会社西日本設備サービス本店 その他サービス 萩 メリィ・メリィヘアーハウスザ・ビッグエクストラ萩店 美容・理容

は行 萩 ハートフルショップおおはし その他小売 萩 メリィ・メリィヘアーハウス萩店 美容・理容

萩 ハーベストガーデン その他小売 や行 萩 焼肉牛ちゃん 飲食業

萩 萩・石見カントリー倶楽部 レジャー 萩 やきにく食堂Kou 飲食業

萩 萩おみやげ博物館 その他小売 萩 八千代酒造 その他小売

萩 萩の風を感じる宿～レンタルハウスはぎ風鈴 旅館・ホテル 萩 山県自動車株式会社　田万川営業所 その他サービス

萩 萩ふくや その他小売 萩 山県自動車株式会社　本社 その他サービス

萩 萩明倫レストラン　萩暦 飲食業 萩 山下時計店 その他小売

萩 有限会社 萩モータース その他小売 萩 山田石油サービス　萩給油所 その他小売

萩 萩焼いとう その他小売 萩 (有)ふれあいらんどなかの その他小売

萩 萩焼窯元　岡田窯 その他小売 萩 yuQuri 飲食業

萩 萩焼窯元　松光山 その他小売 萩 宵待ちの宿　萩一輪 旅館・ホテル

萩 萩焼窯元　泉流山 その他小売 ら行 萩 ラ・メール美容室 美容・理容

萩 萩焼窯元天龍窯 その他サービス 萩 来来亭　萩店 飲食業

萩 萩ロイヤルインテリジェントホテル 旅館・ホテル 萩 ラウンジなづき 飲食業

萩 服部産業株式会社 その他小売 萩 Lapis 飲食業

萩 HANA解体工業 その他サービス 萩 RANKER 美容・理容

萩 ビアンコスピーノ萩店 その他小売 萩 リカースペース太陽　萩店 その他小売

萩 美ishiki 美容・理容 萩 RISARISA〜魔法の技術者〜 美容・理容

萩 PIZZA NY 飲食業 萩 Leather Work #23 その他小売

萩 ビスケット明倫 美容・理容 萩 レストラン高大 飲食業

萩 びゅーていレイク 美容・理容 わ行 萩 有限会社　渡辺板金工業 その他サービス

萩 美容室haru 美容・理容 萩 有限会社渡辺板金工業　リフォーム事業部 その他サービス

萩 美容室ｐｉａｎｏ 美容・理容

萩 美容室ブルス 美容・理容

萩 美容室　マイン 美容・理容

萩 フィットネスジム　マイフィット萩 その他サービス

萩 FUKUMA(赤ちゃん堂のフクマ) アパレル

萩 ふくま呉服店 その他小売

萩 プチシャトー萩店 食品・生活用品販売

萩 フラワーショップハナヤ その他小売

萩 hair＆make MEGUMI 美容・理容

萩 ホテル高大 旅館・ホテル

萩 Honda Cars 萩　萩店 その他小売

ま行 萩 まさ 飲食業

萩 丸中石油株式会社　御許町給油所 その他小売

萩 マルブン その他小売

萩 Michelle 飲食業

萩 美志満屋 旅館・ホテル

萩 Miss Atena 美容・理容

萩 ミスタータイヤマン萩 その他小売

萩 道の駅　萩・さんさん三見 食品・生活用品販売

萩 有限会社　光國本店 その他小売

萩 みどりや本店 その他小売

萩 みなと自動車 その他小売

萩 有限会社　宮本自動車整備工場 その他サービス

萩 musicbar  MUSE 飲食業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 防府 あげ家 飲食業 防府 お茶の松うら 食品・生活用品販売

防府 味処まつだ 飲食業 か行 防府 ガーデンマルシェ 防府店 その他小売

防府 味のおもてなし浜 飲食業 防府 cacico その他小売

防府 あじまさ 飲食業 防府 菓子処　めいじや その他小売

防府 az　本店 アパレル 防府 果子乃季イオン防府店 食品・生活用品販売

防府 アップガレージ山口防府店 その他小売 防府 果子乃季三田尻店 食品・生活用品販売

防府 アップルワールド山口中央店 その他小売 防府 果子乃季ゆめタウン防府店 食品・生活用品販売

防府 ATTEND その他サービス 防府 Cut Studio Believe 美容・理容

防府 Atelier花空間 その他サービス 防府 カットハウス　団十郎 美容・理容

防府 アバロン 飲食業 防府 有限会社家電のコバシ その他小売

防府 Avanti-cafe 飲食業 防府 Coffee&dining U'ilani 飲食業

防府 アメリカ雑貨屋　菊屋 食品・生活用品販売 防府 cafe STAND+ 飲食業

防府 Archer 美容・理容 防府 CafebarELIXIR 飲食業

防府 アルジュ・ジャパン その他小売 防府 cafe'Fika 飲食業

防府 安心食堂 飲食業 防府 カフェレストラン セブン 飲食業

防府 amp. 美容・理容 防府 からだ想いショップ 食品・生活用品販売

防府 Ethen&Co. アパレル 防府 簡易宿所ViDeN 旅館・ホテル

防府 いか鮮本家 飲食業 防府 韓国居酒屋チング 飲食業

防府 居酒屋　武蔵　防府店 飲食業 防府 韓国ダイニング　ぶひとん 飲食業

防府 株式会社 石井フラワーセンター その他小売 防府 缶詰bar 1-point 飲食業

防府 イタリアンバール a Lumon 飲食業 防府 きいさんねー 飲食業

防府 株式会社　一馬本店 食品・生活用品販売 防府 喫茶ズオウ 飲食業

防府 いち遊 飲食業 防府 ギフトギャラリーオズ防府店 その他小売

防府 16BASE その他小売 防府 きものギャラリー　はら京 その他小売

防府 increase field 美容・理容 防府 着物リフォーム一会 アパレル

防府 いんてりあ蒼樹舘（そうじゅかん） その他小売 防府 CadDent　まりふ歯科医院内店 食品・生活用品販売

防府 インド料理　パラタ 飲食業 防府 Candy山口 飲食業

防府 ＶＡＮ　ＣＯＵＮＣＩＬ 美容・理容 防府 牛串とらまめともつ鍋こ豆　防府店 飲食業

防府 上田本店 その他小売 防府 京料理八坂 飲食業

防府 ウミコヤ38 飲食業 防府 くすりの済生堂 その他小売

防府 笑酒屋大五郎 飲食業 防府 靴下屋イオン防府店 アパレル

防府 esty inn ミニイ その他サービス 防府 くつろぎサロン"woo" 美容・理容

防府 エディオン石が口店 その他小売 防府 ㈱久保畳店 食品・生活用品販売

防府 エディオン　マサデン その他小売 防府 CLUB Diamant 飲食業

防府 エムラ防府本店 アパレル 防府 GREEN アパレル

防府 炎'S防府店 飲食業 防府 クレイン防府店 アパレル

防府 オーガニックショップ＆カフェ蓮華 食品・生活用品販売 防府 玄海ざんまい防府店 その他サービス

防府 大阪王将　防府店 飲食業 防府 kenken's BAR 飲食業

防府 オーシャンブルー 飲食業 防府 高級食パン工房みほり防府店 飲食業

防府 大むら 飲食業 防府 ゴエモンゴルフ その他小売

防府 株式会社オール・ワン その他サービス 防府 国衙和み家 飲食業

防府 株式会社岡虎　本社直売所 食品・生活用品販売 防府 コスモス・メンバーズ・ストア防府店 その他小売

防府 株式会社岡虎　道の駅潮彩市場防府直売所 食品・生活用品販売 防府 コトノハ贈りもの店 その他小売

防府 お好み寿々 飲食業 防府 ごはん家　はな結 飲食業

防府 お好み　みや乃家 飲食業 防府 呉服の秩父屋 アパレル

防 府 市
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防府 古民家レストラン　それいゆ・るぶらん 飲食業 た行 防府 タイガーの防災店 その他サービス

防府 コムサイズム　イオン防府店 アパレル 防府 大共自動車株式会社 その他サービス

防府 来夜味 飲食業 防府 大進創寫舘防府店 その他サービス

さ行 防府 西京観光 その他サービス 防府 株式会社大進本店　防府店 その他小売

防府 済生堂 その他小売 防府 株式会社竹内酒造場 食品・生活用品販売

防府 肴や左近 飲食業 防府 Ｔascal その他小売

防府 さくら茶屋　鷸 飲食業 防府 種田家具防府家具市 その他小売

防府 酒のヒット防府店 その他小売 防府 種田呉服店 その他小売

防府 Salon iroha 美容・理容 防府 たまcafe 飲食業

防府 Salon m＋ 美容・理容 防府 魂と対話する人生相談『えれ』 その他サービス

防府 サロンド・カナネ その他サービス 防府 たまり場　空 飲食業

防府 三栄建設有限会社 その他サービス 防府 タリーズコーヒー山口県立総合医療センター店 飲食業

防府 CEサロン　ui 美容・理容 防府 筑豊ラーメンばさらか防府店 飲食業

防府 CPサロンパラディ 美容・理容 防府 ちょはっかい 飲食業

防府 CPサロン　フローラ 美容・理容 防府 TSUTAYA防府店 その他小売

防府 CPサロンMiw 美容・理容 防府 T-two美容室 美容・理容

防府 cp lani 美容・理容 防府 T-fitness その他サービス

防府 株式会社シェモム 飲食業 防府 テイクアウト専門店とらとら 飲食業

防府 自然派菓子工房 NeiGe 飲食業 防府 てっぱん家こたろう 飲食業

防府 自転車館びーくる その他小売 防府 天香茶屋 飲食業

防府 清水銘木店 その他小売 防府 電子センター その他サービス

防府 シャトレーゼ防府店 食品・生活用品販売 防府 トータルケアサロンRecura その他サービス

防府 しゃぶしゃぶ温野菜防府店 飲食業 防府 Total　Beauty　Rita. 美容・理容

防府 シュエット 飲食業 防府 dot 飲食業

防府 ジュエリーミツヤ その他小売 防府 CadDent　ドレミ歯科医院内店 食品・生活用品販売

防府 熟成干物屋みやび 食品・生活用品販売 防府 とんかつ一丁防府店 飲食業

防府 シュクルヴァン防府店 食品・生活用品販売 な行 防府 中村建設株式会社 その他サービス

防府 Shrimp 飲食業 防府 那加屋花冠 その他小売

防府 ジョ・カーレ　con ichi 飲食業 防府 ナマステ防府店 飲食業

防府 食楽彩園　咲果庄 飲食業 防府 日海ファーム その他小売

防府 白石呉服店 その他小売 防府 日本料理 中しま 飲食業

防府 しろくまファミリー鍼灸院 その他サービス 防府 ニューショパール 飲食業

防府 株式会社シンエイ その他サービス 防府 NailSalon Troubadour 美容・理容

防府 沁戸 飲食業 防府 のばら アパレル

防府 寿司　いつか 飲食業 防府 のん太鮨防府店 飲食業

防府 寿司季節料理　うめ田 飲食業 は行 防府 BARBER SWING 美容・理容

防府 SUZUJUKU防府店 美容・理容  防府 Bar Moonlight 飲食業

防府 ステーキヌーヴォー　TASUKU 飲食業 防府 バイオレット アパレル

防府 すてき空間カモミール 美容・理容 防府 バイクショップシゲムラ その他小売

防府 Step-Up進学塾 その他サービス 防府 はかた屋たい 飲食業

防府 素晴らしきかな人生　防府店 飲食業 防府 白銀本舗　防府駅前店 食品・生活用品販売

防府 炭火焼鳥　輝 飲食業 防府 白銀本舗　本店 食品・生活用品販売

防府 炭火焼肉　ことぶき 飲食業 防府 Patisserie  Jun その他小売

防府 SWALLOW 美容・理容 防府 花あそびイオンタウン防府 飲食業

防府 セラヴィ 飲食業 防府 株式会社花トク その他小売

防府 SELF MADEイオンタウン防府店 美容・理容 防府 パブ茶屋鳥の巣 飲食業

防府 桑華苑 飲食業 防府 ハヤシメガネ その他小売

防府 総合電機(有) その他小売 防府 パラマウント美容院 美容・理容

防府 創作料理hot 飲食業 防府 Parfait  Amie 美容・理容

防府 創和彩　蔵々　防府店 飲食業 防府 Halekulani 飲食業



-元気にやまぐち券第１期参加店舗-

23 ページ

防府 PS.salon 美容・理容 ま行 防府 マタニティ整体CLOVER その他サービス

防府 Ps’module 美容・理容 防府 まつばらイオン防府店 その他小売

防府 PiPoPa防府店 その他サービス 防府 まる果fe 飲食業

防府 美容室つかさ 美容・理容 防府 磨き屋ヴァイス その他サービス

防府 美容室　ＮＯＩＳＥ 美容・理容 防府 光浦醸造 食品・生活用品販売

防府 美容室　Ｖｏｉｃｅ 美容・理容 防府 みやび商店 食品・生活用品販売

防府 美容室ムウ 美容・理容 防府 MOONCHILD アパレル

防府 平野機工株式会社 その他小売 防府 無国籍食彩空間バグース 飲食業

防府 ビリヤード & ダーツ　ダブルゼロ レジャー 防府 村重石油店　植松給油所 その他小売

防府 ビワジュエリー その他サービス 防府 村重石油店　中関給油所 その他小売

防府 ファミリーマート防府自力町 その他小売 防府 村重石油店　八王子給油所 その他小売

防府 ファミリーマート防府美和町 その他小売 防府 ㈱村田自動車商会 その他小売

防府 fiore Lily 美容・理容 防府 MAISON 美容・理容

防府 フィッティングランジェリーＮ アパレル 防府 メディカルドラッグピスティー店 その他小売

防府 ふぐ処佐じか 飲食業 防府 メルシー その他小売

防府 富士商（株）　防府２６２給油所 その他小売 防府 Ｍｅｎ′ｓＳａｌｏｎ．ＺＥＲＯ防府店 美容・理容

防府 ふとんクリーニング　きらら その他サービス 防府 メンズ脱毛JAPAN山口防府店 美容・理容

防府 flat 飲食業 防府 毛利ミュージアムショップギャラリー舞衣 飲食業

防府 フラワーショップ　エスト防府店 その他小売 防府 も蔵 飲食業

防府 フラワーチェーンタナカ　アルク中関店 その他小売 防府 元町キッチンnobu 飲食業

防府 フラワーチェーンタナカ　アルク三田尻店 その他小売 や行 防府 焼鳥と水炊きの酒場　鶏庵　-TORIAN- 飲食業

防府 flower farm kaneko その他小売 防府 焼肉　蔵々 飲食業

防府 branche 美容・理容 防府 焼肉 じゅうじゅう亭 飲食業

防府 Free space 美容・理容 防府 薬膳と子宮温活のお店meguru 美容・理容

防府 フリーダム・アメーノ 美容・理容 防府 やさい家おかだ 飲食業

防府 フローリスト倖晴・フラワースペースCo-co その他小売 防府 山田石油サービス　防府給油所 その他小売

防府 FROG's TAIL アパレル 防府 山田石油サービス　防府西給油所 その他小売

防府 Blossom 美容・理容 防府 山田石油サービス　防府東給油所 その他小売

防府 Hair&connect KAI 美容・理容 防府 山本ふとん店 その他小売

防府 ヘアーサロンBe美Ms 美容・理容 防府 ユアーズ・バリュー　仁井令店 その他小売

防府 ヘアースタジオ OTO 美容・理容 防府 ユアーズ・バリュー　右田店 その他小売

防府 hair sleek 美容・理容 防府 ユアブランド その他小売

防府 hair noble 美容・理容 防府 悠 飲食業

防府 HAIR RESORT　First 美容・理容 防府 遊食酒家 トレボーノ 飲食業

防府 hair&relaxation Luana 美容・理容 防府 株式会社ユニオン自動車 その他サービス

防府 ヘアメイクBe美 美容・理容 防府 ユニクロ防府店 アパレル

防府 ヘイワ薬局仁井令店 その他小売 防府 洋食堂なか田 飲食業

防府 ヘイワ薬局防府南店 その他小売 防府 Yoga studio maNer その他サービス

防府 紅屋 飲食業 防府 吉井畳店 その他サービス

防府 ベルクラシック防府 その他サービス ら行 防府 ラ・セサミイオン防府店 その他小売

防府 ほうえい堂防府店 その他小売 防府 ラ・フェリーチェ その他サービス

防府 防長文具 その他小売 防府 ravii アパレル

防府 防府駅前PCR検査センター その他サービス 防府 Lounge  Nature 飲食業

防府 防府カイロプラクティック院 その他サービス 防府 LaPuA〜小さなケーキ屋さん〜 飲食業

防府 防府きもの体験　しをり レジャー 防府 ラモンの食堂 飲食業

防府 Honda Cars 山口中央 防府店 その他小売 防府 Lead防府店 その他サービス

防府 ポーション・ブティック アパレル 防府 riff 美容・理容

防府 ほたみ珈琲 食品・生活用品販売 防府 Loop hair 美容・理容

防府 ポルタ・アル・マーレ 飲食業 防府 ルモンドヴェロ その他小売

防府 ぼるとあんどなっと。 アパレル 防府 レストランエピ 飲食業
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防府 レストランカフェ　オプティミスト 飲食業

防府 ローソン防府桑山二丁目店 その他小売

防府 ロココ 飲食業

防府 Roccam 美容・理容

わ行 防府 work＆community space　もっくのもり その他サービス

防府 若山石油株式会社　防府セルフ給油所 その他小売

防府 和牛弁天 飲食業

防府 和食処あすなろ 飲食業

防府 (有)渡辺養魚場 その他小売

防府 OneForZero その他小売
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 下松 アール代行センター その他サービス 下松 コリアンキッチン　オンマソン 飲食業

下松 有限会社　朝日屋 食品・生活用品販売 さ行 下松 Saï  Coffee Roastery 飲食業

下松 az　ゆめタウン下松店 アパレル 下松 さくら 飲食業

下松 attache +ONE 美容・理容 下松 サン代行 その他サービス

下松 株式会社アドワン その他サービス 下松 サンピット下松 その他小売

下松 Applause. 飲食業 下松 cpサロンケーK 美容・理容

下松 居酒屋まさき 飲食業 下松 CPサロン　feel 美容・理容

下松 イタリアンジェラテリア　ベルステラ 飲食業 下松 cbdサロンrose 美容・理容

下松 一鶴整骨院 その他サービス 下松 jello 美容・理容

下松 ivano 飲食業 下松 SIO 美容・理容

下松 YLANG YLANG その他小売 下松 汐好 レジャー

下松 U‘ilani 'elua 飲食業 下松 シャトレーゼ下松店 その他小売

下松 ESPRIT 飲食業 下松 周南ホルモンセンター　下松店 その他小売

下松 エディオン内藤電器 その他小売 下松 シュクルヴァン下松店 食品・生活用品販売

下松 Everyday is like Sunday その他小売 下松 旬菜ダイニング杏 飲食業

下松 élinda トータルビューティー＆ボディメンテナンスサロンその他サービス 下松 笑酎屋ぶにせ 飲食業

下松 炎'S下松店 飲食業 下松 書cafe その他サービス

下松 お食事処よしの 飲食業 下松 食蔵升吉 飲食業

下松 おむすびころりん　米のやまさき駅前店 飲食業 下松 進物の大進　　下松店 その他小売

下松 オリエンタル 飲食業 下松 酔蕎庵ちどり丸 飲食業

か行 下松 ガーデランドすえたけ その他サービス 下松 すすめ！ヴァイキング徳山東店 飲食業

下松 海鮮炉端と土鍋ごはんえびす 飲食業 下松 studio ichie その他サービス

下松 果子乃季下松店 食品・生活用品販売 下松 炭火焼肉　ホルモン横丁　下松店 飲食業

下松 果子乃季サンリブ店 食品・生活用品販売 下松 Sleep Sleep 美容・理容

下松 割烹升吉 飲食業 た行 下松 第一飯店 飲食業

下松 カフェトレビ 飲食業 下松 大進創寫舘下松店 その他サービス

下松 KAWANOビューティーサロン周南店 美容・理容 下松 Dining bar Agio 飲食業

下松 ギフトギャラリーオズ下松瑞穂店 その他小売 下松 台湾料理　喜楽苑 飲食業

下松 きもの桔梗 その他サービス 下松 ダスキン末武中支店 その他サービス

下松 ギャラリーまねき猫や その他小売 下松 種田家具ZakkaShop&下松店 その他小売

下松 Cuore 飲食業 下松 中国家庭料理謝謝 飲食業

下松 下松・ステーションホテル 旅館・ホテル 下松 月妃雫 その他サービス

下松 くだまつ筋膜骨盤卯月整体院 その他サービス 下松 つばきや化粧品店 その他サービス

下松 くだまつ健康パーク レジャー 下松 鉄網ダイニング雅味 飲食業

下松 クダマツスポーツセンター　アルバトロスゴルフ練習場 レジャー 下松 手作り家具工房きくや その他小売

下松 くだまつスポーツセンターくだまつボウル レジャー 下松 鳥乃蔵 飲食業

下松 くだまつパブリックゴルフ レジャー 下松 トレジャーコレクション下松店 その他小売

下松 Green 飲食業 な行 下松 のん太鮨下松店 飲食業

下松 グリムランド下松本店 その他小売 は行 下松 パーソナルトレーニングジムSUCCESS その他サービス

下松 グルメロード安田 食品・生活用品販売 下松 ハイボールバー　オーク 飲食業

下松 CrossLand周南 その他小売 下松 PATIO' 美容・理容

下松 源内下松店 飲食業 下松 華のうつわ 飲食業

下松 珈琲倶楽部bears 飲食業 下松 パブスナック青い麦 飲食業

下松 コスメティックハウスはなこ その他サービス 下松 ひさゆくスポーツ その他小売

下松 ごちそうからあげ維新 飲食業 下松 ビジネスホテルみやこ 旅館・ホテル

下 松 市
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下松 ひのゑ 飲食業

下松 日の丸印室 その他小売

下松 PiPoPa下松店 その他サービス

下松 ビューティサロン  ユリコ 美容・理容

下松 美容室 RAKU hair 下松 美容・理容

下松 福春波男 飲食業

下松 富士商（株）　セルフくだまつ給油所 その他小売

下松 プティスリール 飲食業

下松 生活雑貨店ＦＬＡＣＯＮ その他小売

下松 フリスト 美容・理容

下松 hair salon uru 美容・理容

下松 ヘアーサロンなかぞの 美容・理容

下松 Hair Work EIGHT 美容・理容

下松 ペペステージ アパレル

下松 BELLE 美容・理容

下松 有限会社ほうえい堂下松本店 飲食業

下松 POLA下松店 美容・理容

ま行 下松 magasin de cuir その他小売

下松 みほり峠下松店 飲食業

下松 ムネスエスポーツ その他小売

下松 MakeDining燦 飲食業

下松 もつ焼き はち 飲食業

下松 ものさし その他サービス

や行 下松 やきとり屋河上 飲食業

下松 焼肉とーがらし 飲食業

下松 屋根裏酒房だんだん 飲食業

下松 山一 食品・生活用品販売

下松 ヤマウチスポーツ その他小売

下松 山口くだまつ食堂 飲食業

下松 山口国際美容文化研究所 その他サービス

下松 山田石油サービス　下松宮前給油所 その他小売

下松 山田石油サービス　松星苑前給油所 その他小売

下松 洋亭MASUYOSHI 飲食業

ら行 下松 ラヴィアンローズ周南店 アパレル

下松 リストランテ　ソリッゾ 飲食業

下松 room 美容・理容

下松 レコパン下松店 食品・生活用品販売

下松 ローソン下松青柳二丁目店 食品・生活用品販売

下松 ローソン下松駅南店 食品・生活用品販売

下松 ローソン下松望町一丁目店 食品・生活用品販売

下松 ロゼッタ下松 飲食業

わ行 下松 若山石油株式会社　下松大通給油所 その他小売

下松 和食処　花水木 飲食業

下松 和食屋　ひさの 飲食業

下松 和風ダイニング一令 飲食業

下松 ONE'S hair サンリブ店 美容・理容
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 岩国 アーチブルワリー その他小売 岩国 おかもと商店 その他小売

岩国 アートの郷　薪窯研究所 食品・生活用品販売 岩国 お食事処おかざき 飲食業

岩国 i.s quality of life 美容・理容 岩国 御食事処しらため別館 飲食業

岩国 あいのり 飲食業 岩国 お食事処どうとん 飲食業

岩国 朝日屋クリーニング その他サービス か行 岩国 加圧スタジオJ-fit その他サービス

岩国 味処　中久亭 飲食業 岩国 花園　 飲食業

岩国 アペラシオン 飲食業 岩国 菓子処　風月堂 その他小売

岩国 Aroma＆Total beauty salon Ladyrose-noe/Fruit cafe noeその他サービス 岩国 果子乃季岩国店 食品・生活用品販売

岩国 aroma*switch その他小売 岩国 果子乃季玖珂店 食品・生活用品販売

岩国 ambiente 飲食業 岩国 果子乃季南岩国店 食品・生活用品販売

岩国 礒田酒店 その他小売 岩国 果子乃季由宇店 食品・生活用品販売

岩国 イタリアン居酒屋FUKUOKA 飲食業 岩国 花鳥風月 飲食業

岩国 岩国四川飯店 飲食業 岩国 がってん承知の助 飲食業

岩国 岩国市由宇総合交流ターミナル その他小売 岩国 割烹　福源 飲食業

岩国 いわくにゼミ その他サービス 岩国 金井クリーニング　アルク西岩国店 その他サービス

岩国 いわくにほぐし堂 その他サービス 岩国 金井クリーニング　イズミ南岩国店 その他サービス

岩国 いわくにまりふビアベース 飲食業 岩国 金井クリーニング　中央フード多田店 その他サービス

岩国 岩国焼 吉香窯 その他小売 岩国 金井クリーニング　中央フード平田店 その他サービス

岩国 岩国縁家 飲食業 岩国 金井クリーニング　フジ岩国店 その他サービス

岩国 インド・ネパール料理ソニヤ 飲食業 岩国 金井クリーニング　丸久川西店 その他サービス

岩国 インド料理ガネーシュ岩国店 飲食業 岩国 カフェテリアコスモス 飲食業

岩国 インド料理クリスナ 飲食業 岩国 カラダオモイ。 美容・理容

岩国 インド料理ガネーシュデラックス岩国店 飲食業 岩国 辛麺華火 飲食業

岩国 villa岩国店 その他サービス 岩国 カレーハウス　ヒラソル 飲食業

岩国 うえもり 飲食業 岩国 河本水晶堂 その他小売

岩国 魚錦 飲食業 岩国 株式会社川本モータース その他サービス

岩国 魚処いつき 飲食業 岩国 ガンネグリラボ 飲食業

岩国 うた田家 飲食業 岩国 campanella その他小売

岩国 宇兵衛川下店 飲食業 岩国 甘露苑 飲食業

岩国 栄作 飲食業 岩国 菊屋酒店 その他小売

岩国 again care salon cee 美容・理容 岩国 季節料理　喜代 飲食業

岩国 aim 美容・理容 岩国 季節料理　串の坊 飲食業

岩国 江木商店 その他小売 岩国 季節料理　彩さい 飲食業

岩国 S＆１ 飲食業 岩国 季節料理　はまゆう 飲食業

岩国 ESOLA岩国店 飲食業 岩国 キッチン　ことれっと 飲食業

岩国 エディオン今津店 その他小売 岩国 キングスカフェ 飲食業

岩国 エディオン岩国昭和町店 その他小売 岩国 錦帯橋温泉 いつつばしの里 レジャー

岩国 エディオン北河内店 その他小売 岩国 錦帯橋温泉　岩国国際観光ホテル 旅館・ホテル

岩国 エディオン玖珂店 その他小売 岩国 錦帯橋DINING桜 飲食業

岩国 ゑびすこ 飲食業 岩国 錦帯釣具 その他小売

岩国 M Gradation その他小売 岩国 錦南 飲食業

岩国 エムラ岩国支店 アパレル 岩国 くいもの屋わん岩国店 飲食業

岩国 L elephant その他サービス 岩国 Kunea 美容・理容

岩国 オートガレージ佐川企画 その他サービス 岩国 GLAMDEEPLY 美容・理容

岩国 All Gender Bar RAINBOW 飲食業 岩国 グリーンリッチホテル岩国駅前 旅館・ホテル

岩 国 市
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岩国 グレースサロン 美容・理容 岩国 トータルボディケアサロンLa vie fine その他サービス

岩国 光風堂 飲食業 岩国 TOKITIME 食品・生活用品販売

岩国 晃和グループ　セルフ玖珂インターSS その他小売 岩国 徳川室の木店 飲食業

岩国 コーヒー豆のニシキ 食品・生活用品販売 岩国 trattorìa cinque ponte 飲食業

岩国 こぶた屋 飲食業 岩国 鶏焼肉　それっちゃ 飲食業

岩国 コヤマ株式会社 その他小売 な行 岩国 泣いたあか鬼 飲食業

岩国 小料理なかの 飲食業 岩国 Natyuland 飲食業

さ行 岩国 さくら亭 飲食業 岩国 錦果楼 食品・生活用品販売

岩国 酒のヒット麻里布店 その他小売 岩国 有限会社西村商店 その他サービス

岩国 里山カフェHAKU 飲食業 岩国 日本酒バル蔵真 飲食業

岩国 サラダ館岩国川下店・渡辺商店 その他小売 岩国 農家民宿かじ屋 旅館・ホテル

岩国 サラダ館灘店 その他小売 岩国 のん太鮨岩国店 飲食業

岩国 三四郎 飲食業 は行 岩国 Bar Stance 飲食業

岩国 Seedling164 飲食業 岩国 BAR BVRES 飲食業

岩国 G.Labo.Noodle 飲食業 岩国 はちみつ食を考えるお店　ビ庵 食品・生活用品販売

岩国 シゲオカスポーツ その他小売 岩国 破天荒酒場　 飲食業

岩国 Japanese dining &bar902 飲食業 岩国 花千堂 その他小売

岩国 しゃぶ仁 飲食業 岩国 花と緑のお店くにきよ　フジグラン岩国店 その他小売

岩国 酒奏sinmi 飲食業 岩国 花と緑のお店くにきよ　丸久川西店 その他小売

岩国 シュン アパレル 岩国 花と緑のお店くにきよ　ゆめタウン南岩国店 その他小売

岩国 白木家電ガス株式会社 その他小売 岩国 パフォーマンスラボ ノリトレ その他サービス

岩国 白為旅館 旅館・ホテル 岩国 浜誉 飲食業

岩国 鑫旺 飲食業 岩国 原田理容室 美容・理容

岩国 鍼灸整体サロンCocon その他サービス 岩国 BARREL 美容・理容

岩国 Studio Cheer その他サービス 岩国 半月庵 旅館・ホテル

岩国 スタンド日原 飲食業 岩国 ビストロしょこら 飲食業

岩国 ステーキハンバーグTetsumaru 飲食業 岩国 PIZZERIA DA HACHI 飲食業

岩国 スナックHATENA? 飲食業 岩国 美髪アエル 美容・理容

岩国 炭火ダイニング朔 飲食業 岩国 白法山 飲食業

岩国 セブンイレブン岩国インター店 その他小売 岩国 美容室チェリーブロッサム 美容・理容

岩国 セルフメイド岩国店 その他サービス 岩国 広兼塾 その他サービス

岩国 select-beauty 美容・理容 岩国 広島東洋カープ由宇練習場内　売店 その他小売

岩国 創作寿司はなき 飲食業 岩国 FamilleCafe 飲食業

岩国 創作屋おーぱす 飲食業 岩国 福の花岩国店 飲食業

岩国 SORA英会話 その他サービス 岩国 ふじい 飲食業

た行 岩国 大衆酒場　餃子マフィア 飲食業 岩国 ふじおか文具店 その他小売

岩国 大進創寫舘岩国店 その他サービス 岩国 有限会社富士タクシー その他サービス

岩国 ㈱大進本店　岩国店 その他小売 岩国 フタバスポーツ その他小売

岩国 大善 飲食業 岩国 プティ ラパン 飲食業

岩国 台湾料理福香閣 飲食業 岩国 Privatesalon SoLua 美容・理容

岩国 タリーズコーヒー岩国医療センター店 飲食業 岩国 プライベートスタジオL.L.B. その他サービス

岩国 ダンフェルロシュロー 飲食業 岩国 フラワーサロン　Mille fleurs　ミルフルール その他小売

岩国 筑豊ラーメン山小屋玖珂店 飲食業 岩国 フラワーショップ美香園 その他小売

岩国 中央整骨院/S-missionn 美容・理容 岩国 THE BROCCOLI GRILL 飲食業

岩国 中華園 飲食業 岩国 Hair a-Boo 美容・理容

岩国 鉄板焼まつお 飲食業 岩国 ヘアーサロンモダン 美容・理容

岩国 TERe:SA 美容・理容 岩国 ヘアードクター・フェリス 美容・理容

岩国 典座 飲食業 岩国 ヘアープロデュース髪切屋 美容・理容

岩国 展望市場 橋の駅 錦帯茶屋 飲食業 岩国 Vegetrip市場店 飲食業

岩国 トータルケアサロン〜eile〜 その他サービス 岩国 Vegetrip岩国駅店 飲食業
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岩国 ベルダ由宇SS その他小売 岩国 ルンルンリンパ その他サービス

岩国 有限会社ほうえい堂美和店 飲食業 岩国 レイクプラザやさか 飲食業

岩国 防長石油株式会社 その他小売 岩国 レストハウスたんぽぽ 飲食業

岩国 牡丹園 飲食業 岩国 レストハウス　レモン 飲食業

岩国 ホテルトレンド岩国 旅館・ホテル 岩国 ローソン岩国周東下久原店 食品・生活用品販売

岩国 Bonheur 飲食業 岩国 ローソン玖珂インター店 食品・生活用品販売

岩国 ホライズン 飲食業 岩国 ロックカントリー 飲食業

岩国 Bom-Tempo 飲食業 わ行 岩国 Y’s cafe 美容・理容

ま行 岩国 巻き酒場くるり家 飲食業  岩国 和こころ日の月 飲食業

岩国 マキシム 飲食業 岩国 和食　かねこ 飲食業

岩国 村重酒造株式会社　直売所 飲食業

岩国 Making Body その他サービス

岩国 メナードフェイシャルサロンami-ami 美容・理容

岩国 メナードフェイシャルサロンayuayu 美容・理容

岩国 メンズ脱毛サロンEpinon 山口岩国店 美容・理容

岩国 メンズユー アパレル

岩国 麵場ぁたつ家 飲食業

岩国 mon ange cherie 美容・理容

岩国 mon ange cherie esthetic 美容・理容

岩国 有限会社森田自動車 その他小売

や行 岩国 焼肉牛太　玖珂店 飲食業

岩国 焼肉　じゅうじゅう亭 飲食業

岩国 焼肉食道園　麻里布本店 飲食業

岩国 焼肉食道園　南岩国店 飲食業

岩国 焼肉DININGりょうま 飲食業

岩国 株式会社やなざき その他サービス

岩国 山口東部スマイルホースファーム レジャー

岩国 山田石油サービス　玖珂給油所 その他小売

岩国 山田屋 飲食業

岩国 有限会社山中　岩国店 その他小売

岩国 やまや 飲食業

岩国 結 飲食業

岩国 悠然 美容・理容

岩国 有限会社涌喜寝具装飾店 その他小売

岩国 ゆりの丘 美容・理容

岩国 よしだ新館 飲食業

岩国 YOLO 飲食業

ら行 岩国 らーめん屋 階杉　岩国本店 飲食業

岩国 らーめん両さん． 飲食業

岩国 来来亭　岩国店 飲食業

岩国 ラウンジ　アリス 飲食業

岩国 楽舎 その他サービス

岩国 両国弥栄 飲食業

岩国 料理百景　花善 飲食業

岩国 リラクゼーション　アジアン その他サービス

岩国 リラクゼーション　くつろぎの刻 その他サービス

岩国 耀癒 アパレル

岩国 ルグランヤマテ 美容・理容

岩国 イタリアン＆肉バル　Le Coin 飲食業

岩国 Le Cion Stand 飲食業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 光 アケミ屋 アパレル 光 旬炉　山岡 飲食業

光 アステールおかむら その他小売 光 スマイルぷらす その他サービス

光 網重水産 食品・生活用品販売 光 炭火焼肉　和平光店 飲食業

光 Aroma branche その他サービス 光 swallowhair+ 美容・理容

光 石焼ダイニング満月 飲食業 光 セビリア 美容・理容

光 いまい電器 その他小売 た行 光 たこやきまっちゃん 飲食業

光 エアコンクリーニング技術研究所 その他サービス 光 ダスキン上島田 その他サービス

光 株式会社　エイコー その他小売 光 （有）田原石油店 その他小売

光 SK WORKS その他小売 光 中華そば一光 飲食業

光 エディオンひかり大和店 その他小売 光 ツナグ自転車店 その他小売

光 エディオン室積店㈲ヨシイデンキ その他小売 光 つぼい室積本店 アパレル

光 株式会社　おおつか その他サービス 光 TMSパートナー　サテライト光 その他サービス

光 オートガレージフジモト その他サービス 光 ディーズガーデン その他小売

光 有限会社オートハンズ その他小売 光 鉄板飛龍's 飲食業

光 岡ちゃん 飲食業 光 ときよし鮮魚店 食品・生活用品販売

光 おしゃれの店 なかたに 美容・理容 光 友松商店 その他小売

光 お食事処　風鈴亭金魚 飲食業 な行 光 日本料理かな久 飲食業

か行 光 家具会館ほうさこ その他小売 光 non-fragile その他小売

光 カグリエ その他小売 は行 光 harvest アパレル

光 果子乃季浅江店 食品・生活用品販売 光 博東苑 飲食業

光 果子乃季光井店 食品・生活用品販売 光 発信キッチン 飲食業

光 金坂商店 食品・生活用品販売 光 花と緑のお店くにきよ　イオン光店 その他小売

光 CafeAgora 飲食業 光 原田酒店 食品・生活用品販売

光 カフェステージドンク 飲食業 光 原田時計宝飾店 アパレル

光 木村家 飲食業 光 飛燕's bar 飲食業

光 キャロット アパレル 光 光オートセンター その他サービス

光 筋肉リミッター開錠術あしすと その他サービス 光 光ギフトセンター その他小売

光 クーデクール アパレル 光 光市農業振興拠点施設「里の厨」 食品・生活用品販売

光 grassbar 飲食業 光 光東SS その他小売

光 有限会社　光建産業 その他サービス 光 HIKARIベーカリー 飲食業

光 コスメプラザこうち 美容・理容 光 ひかり横丁（中津から揚げもり山） 飲食業

光 株式会社　国可 その他小売 光 Hippopoはなれ その他サービス

さ行 光 西京酒場　萬天　光店 飲食業 光 ブライダルハウスいそべ 美容・理容

光 The Garden 飲食業 光 B.L.A.U 美容・理容

光 酒やの山善 その他小売 光 フラワーショップ　エスト浅江店 その他小売

光 success光店 美容・理容 光 フラワーショップ　ビアンコ光井店 その他小売

光 雑貨屋アリスカフェ その他小売 光 Hair.Flower 美容・理容

光 サンピット光 その他小売 光 ペーパームーン 飲食業

光 CPサロンアクター 美容・理容 光 ポーラ　光店 美容・理容

光 CPサロン　Kiitos 美容・理容 光 ホットストーンセラピーサロン feliceto 美容・理容

光 CPサロン　ドルチェ 美容・理容 光 ホテル松原屋 飲食業

光 CPsalon Portee 美容・理容 光 ＢＯＮＤ 飲食業

光 七輪焼ホルモンえび壽 飲食業 ま行 光 前田商店 その他小売

光 シャトレーゼ光店 その他サービス 光 丸屋 飲食業

光 有限会社　周陽ガーデン その他サービス 光 三谷薬品 その他小売

光 市
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光 メガネ21光店 その他小売

光 守田家具 その他小売

光 守田家具　周防工場 その他サービス

光 森の・ぞうすいやさん 飲食業

光 moncoeur 飲食業

光 monte e mare 飲食業

や行 光 焼肉牛太光店 飲食業

光 焼肉　源 飲食業

光 ヤマウチスポーツ　光店 その他小売

光 山口妙香園 食品・生活用品販売

光 山田石油サービス　光給油所 その他小売

光 よろずや大和 その他サービス

ら行 光 ラッキークローバー 美容・理容

光 RE:jello 美容・理容

光 Revive Fitness その他サービス

光 Lindo 美容・理容

光 Leather Quail その他小売

光 レディースツボイ光店 アパレル

光 Lemon  grass 美容・理容

光 ローソン光室積松原店 食品・生活用品販売

わ行 光 (有)ワイ・エム・シー・インフォメーション その他サービス

光 わら小屋 飲食業

光 わらごや弁当 飲食業

光 One grain その他小売
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 長門 art･centtier 美容・理容 長門 さわやどり。 飲食業

長門 あじ元 飲食業 長門 有限会社サン・ライク その他サービス

長門 味平 飲食業 長門 仕出し　千草 飲食業

長門 東自動車商会 その他サービス 長門 しのはら美容室 美容・理容

長門 あまのゆ 旅館・ホテル 長門 旬彩ダイニング　金の鈴 飲食業

長門 あんふぁん　いずせい本店 アパレル 長門 女性専用整体サロンさかた その他サービス

長門 伊織 飲食業 長門 SWEETAS 飲食業

長門 居酒　錦屋 飲食業 長門 寿司活魚料理　千石 飲食業

長門 インテリアジューソー その他小売 長門 寿司  はしもと 飲食業

長門 海宿 きらく 旅館・ホテル 長門 スズキカーステーション長門 その他小売

長門 エディオン仙崎店 その他サービス 長門 ステージママ 美容・理容

長門 江戸屋 飲食業 長門 snack　Ｋ 飲食業

長門 えん 飲食業 長門 スナック遊遊 飲食業

長門 engawa YUMOTO 飲食業 長門 スナック　ラブ 飲食業

長門 青海島ダイビングセンター レジャー 長門 SNOW DRIP COFFEE 飲食業

長門 大津醤油株式会社 その他小売 長門 せせらぎ亭しぇふず 旅館・ホテル

長門 オートサロンエポック その他小売 長門 千銀蒲鉾株式会社　本社 食品・生活用品販売

長門 おかげさま 飲食業 長門 そば居酒屋たべ山 飲食業

長門 お菓子のアトリエ　シュー その他小売 た行 長門 有限会社大小早川商店 食品・生活用品販売

長門 おしゃべりカフェうさぎ 飲食業 長門 Dining Bar Zen 飲食業

長門 お食事処　花 飲食業 長門 TAKADA COFFEEセンザキッチン店 飲食業

長門 お食事処　よし松 飲食業 長門 田中家 飲食業

長門 大人の手編みサロンHandsCafe その他サービス 長門 田中旅館 旅館・ホテル

長門 お花のお届け便ハチ その他小売 長門 株式会社田辺モータース その他サービス

長門 恩湯食 飲食業 長門 長七屋 飲食業

か行 長門 海鮮村　北長門 食品・生活用品販売 長門 Twins 飲食業

長門 カクテル　バー　シャトー 飲食業 長門 つじギフト その他小売

長門 Cafe-Struggle 飲食業 長門 TukTukCafe 飲食業

長門 亀亀長門店 飲食業 長門 トーコーハウス その他サービス

長門 COLOR アパレル 長門 トータルビューティサロン アイシス 美容・理容

長門 kitchen&Cafe nonta 飲食業 長門 ととろの里 飲食業

長門 木村水産 食品・生活用品販売 長門 トムキャット 飲食業

長門 ギャラリー喫茶・ショアーズ 飲食業 長門 トリーネふかわ 食品・生活用品販売

長門 玉仙閣 旅館・ホテル な行 長門 長門機工株式会社 その他サービス

長門 串焼き菜彩 飲食業 長門 長門山電タクシ－有限会社 その他サービス

長門 串焼田八 飲食業 長門 ながと本陣 飲食業

長門 国近商店　駅前店 食品・生活用品販売 長門 有限会社　中屋うに本舗 食品・生活用品販売

長門 (有)グリーンスポーツ長門店 その他小売 長門 なべ萬 飲食業

長門 個室串揚げえみもり 飲食業 長門 nikot 飲食業

長門 コスメ　チャーム その他小売 長門 にしじま家電ネットワーク その他小売

さ行 長門 佐伯モータース その他サービス 長門 二尊院宿坊えんとき 旅館・ホテル

長門 境石油店ガス水道配管部 その他小売 長門 日本海の味くいどうらく 飲食業

長門 境石油店人丸給油所 その他小売 長門 NOEVIR大津三隅代理店 美容・理容

長門 酒のフロンティア長門店 その他小売 長門 ノエビア長門第１販社 美容・理容

長門 さつき 飲食業 長門 ノエビア長門深川代理店 美容・理容

長 門 市
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は行 長門 パーマハウスいわの 美容・理容 長門 吉亀旅館 飲食業

長門 バイキングビレッジ北長門 飲食業 ら行 長門 LaLaフラン 食品・生活用品販売

長門 白猿の湯 その他サービス 長門 LaLaベーカリー 飲食業

長門 有限会社波多野自動車 その他サービス 長門 リップル　湯免ふれあいセンター店 その他サービス

長門 花膳 飲食業 長門 レオ・アニマルクリニック その他サービス

長門 パナどっとサンデンキ三隅店 その他小売 わ行 長門 ワイズカフェ 飲食業

長門 浜茶屋　三貴 飲食業 長門 和⾷処 㐂楽 飲食業

長門 浜屋 飲食業 長門 和多屋の里 その他小売

長門 巴里娘 美容・理容 長門 和洋レストラン　うめや 飲食業

長門 日出男商会 その他小売

長門 冨士第一交通有限会社 その他サービス

長門 ＦＵＴＡＧＯcafe 飲食業

長門 プチシャトーAコープ店 食品・生活用品販売

長門 BRIDGE アパレル

長門 fleur縁 その他小売

長門 POTATOMEGANE 長門店 その他小売

ま行 長門 町の湯 その他サービス

長門 松村酒店 その他小売

長門 有限会社松本 食品・生活用品販売

長門 松屋旅館 旅館・ホテル

長門 まめの木 飲食業

長門 みうら七輪焼 飲食業

長門 道の駅センザキッチン その他小売

長門 光田写真館 その他サービス

長門 ミュージックステーション22 飲食業

長門 民宿　沖千鳥 旅館・ホテル

長門 MUCHO 飲食業

長門 村岡湖月堂仁三郎 食品・生活用品販売

長門 村田デンキ その他小売

長門 むらたや 飲食業

長門 メンズショップイズミ アパレル

長門 守田モータース有限会社 その他サービス

長門 藻刈稲荷神社 その他サービス

や行 長門 焼とり　おひざもと 飲食業

長門 焼鳥　さくら食堂 飲食業

長門 焼とりや ちくぜんセンザキッチン店 飲食業

長門 焼とりや　ちくぜん総本店 飲食業

長門 山口屋別館 旅館・ホテル

長門 山田石油サービス　セルフ長門給油所 その他小売

長門 大和蒲鉾株式会社 食品・生活用品販売

長門 山村別館 旅館・ホテル

長門 山村豊華園 その他小売

長門 Your Rose 美容・理容

長門 (有)今浦仏具店　フジ長門店 その他小売

長門 湧喜屋かわもと その他小売

長門 湯本ハイランドホテルふじ 旅館・ホテル

長門 油谷湾温泉ホテル楊貴館 旅館・ホテル

長門 油谷湾温泉ホテル楊貴館日本酒バー 旅館・ホテル

長門 油谷湾温泉ホテル楊貴館売店 旅館・ホテル

長門 洋菓子　ルモンド 飲食業
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 柳井 旭自動車工業株式会社 その他サービス 柳井 ジェラテリア柳井 飲食業

柳井 あなたの眠り相談所　丸信寝装 その他小売 柳井 仕出しの河村 飲食業

柳井 アニバーサリーステージベルゼ 飲食業 柳井 仕出しのふじま柳井店 飲食業

柳井 aprico アパレル 柳井 シュクルヴァン柳井店 食品・生活用品販売

柳井 American Casual Clothing TOP アパレル 柳井 シュシュ柳井店 食品・生活用品販売

柳井 ItonamiCafe 飲食業 柳井 食事処　松永 飲食業

柳井 イブセン化粧品店 その他小売 柳井 シンタニスポーツ株式会社　柳井店 その他小売

柳井 岩国再生エネルギー株式会社 その他小売 柳井 制服のしらがね その他小売

柳井 インテルジュKUSAKA その他小売 柳井 制服のニシオ　 その他小売

柳井 内海釣具店 その他小売 柳井 セブンイレブン　柳井駅前店 その他小売

柳井 うまいもんや魚好人 飲食業 柳井 株式会社SEVENSEAS その他小売

柳井 エスエスカレー 飲食業 た行 柳井 ダイニングバーTRITON 飲食業

柳井 エスティローズ 美容・理容 柳井 たかちゃん 飲食業

柳井 M-tirare  Luce その他サービス 柳井 有限会社髙橋石油 その他小売

柳井 おおさか屋 飲食業 柳井 たまごっちゃ 飲食業

柳井 AURORA FLOWER その他小売 柳井 タムラ　ゆめタウン柳井店 アパレル

か行 柳井 海月 旅館・ホテル 柳井 都野書店 その他小売

柳井 カイロプラクティックサロンよつば その他サービス 柳井 てあつい整体院　柳井院 その他サービス

柳井 果子乃季総本店 食品・生活用品販売 柳井 T-two 美容・理容

柳井 果子乃季ゆめタウン柳井店 食品・生活用品販売 柳井 Duo アパレル

柳井 KAZUHANA 飲食業 な行 柳井 ナイス　紳士服店 アパレル

柳井 カルビ屋大福　柳井店 飲食業 柳井 音彩 飲食業

柳井 川崎鮮魚神代店 食品・生活用品販売 柳井 ノゴローショップゆめタウン柳井店 アパレル

柳井 きじや 食品・生活用品販売 柳井 のん太鮨一丁目一番地柳井店 飲食業

柳井 北の仲間　デイリーきゃんぱす 飲食業 は行 柳井 1/2スイーツ 食品・生活用品販売

柳井 ギャラリー＆ギフト　アド その他小売 柳井 ばさら窯 食品・生活用品販売

柳井 牛角柳井店 飲食業 柳井 ハナともキッチン 飲食業

柳井 Kirak 飲食業 柳井 ひがしや菓子店 その他小売

柳井 原始Zin 飲食業 柳井 美遊ミチル 美容・理容

柳井 KOUMI古民家バル 飲食業 柳井 ブックランド都野　柳井店 その他小売

柳井 晃和グループ　LPガス事業部 その他小売 柳井 ぶつだんの小林　柳井店 その他小売

柳井 晃和グループ　セルフ柳井南SS その他小売 柳井 ぶっとび亭 飲食業

柳井 晃和グループ　ベンリー柳井店 その他サービス 柳井 veryberrysoup柳井ジャムズ店 飲食業

柳井 晃和グループ　まごのて俱楽部 その他サービス 柳井 ベルダ大橋SS その他小売

柳井 五蘊 飲食業 柳井 PORT BON MARCHE その他小売

さ行 柳井 サイクリング・サロン・ヒロシゲ柳井店 その他小売 柳井 株式会社ボディーショップ秋森 その他サービス

柳井 株式会社佐川醤油店 食品・生活用品販売 ま行 柳井 有限会社　マイカーセンターひらい その他小売

柳井 酒のヒット柳井店 その他小売 柳井 マコト屋 本店 その他小売

柳井 さざん亭柳井店 飲食業 柳井 まことや ゆめタウン柳井店 その他小売

柳井 サンピット柳井 その他小売 柳井 MAD DOPE アパレル

柳井 三和ガス株式会社 その他小売 柳井 ミートショップカワムラ その他小売

柳井 しあわせギフト工房まつもと その他小売 柳井 村岡時計店 その他小売

柳井 GEEBA その他サービス 柳井 メガネサロン村岡 その他小売

柳井 CPサロン2HEART 美容・理容 柳井 メナード化粧品　柳井代行店 その他小売

柳井 C Pサロン　美．cure 美容・理容 柳井 モード・サエ アパレル

柳 井 市
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や行 柳井 ヤナイ園芸 その他小売

柳井 やない金魚ちょうちん本舗 その他小売

柳井 柳井クルーズホテル 旅館・ホテル

柳井 柳井三和交通株式会社 その他サービス

柳井 YANAI FOOD HALL 飲食業

柳井 柳井洋菓子倶楽部　シェ・カワモト その他小売

柳井 やないろ 飲食業

柳井 有限会社山中　亀岡店 その他小売

柳井 (有)木阪賞文堂　柳井中央店 その他小売

柳井 有限会社大野屋 その他小売

柳井 Yutori住マイル その他サービス

ら行 柳井 来来亭　柳井店 飲食業

柳井 Love&Blue レジャー

柳井 LANDKARTE 飲食業

柳井 リハビリ整体専門院整体やわらぎ その他サービス

柳井 リフレッシュサロン　fuu~ その他サービス

柳井 リラクゼーションサロン明日香 その他サービス

柳井 炉端炭火ダイニング海 KAI 飲食業

わ行 柳井 和風創作ダイニング　CEREZO 飲食業



-元気にやまぐち券第１期参加店舗-

36 ページ
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あ行 美祢 アトム電器 美祢店 有限会社 林電気 その他サービス

美祢 エディオン美祢店 その他小売

美祢 orange* その他小売

か行 美祢 観光会館安富屋 飲食業

美祢 キッチン景清トロン亭 飲食業

美祢 きらら倶楽部 その他サービス

さ行 美祢 ショッピングセンターサイサイミトウ 食品・生活用品販売

美祢 斉藤製菓 その他小売

美祢 soundbandai その他小売

美祢 有限会社佐伯電機 その他小売

美祢 酒のフロンティア美祢店 その他小売

美祢 (有)秋芳コスモ その他小売

美祢 松鶴園 飲食業

美祢 食彩館＆イリス 飲食業

美祢 寿司・割烹 静 飲食業

た行 美祢 体験民宿ほっとビレッジ美東 旅館・ホテル

美祢 有限会社　田中工作所 その他サービス

美祢 食べるピュアスムージーの店シエンテ 飲食業

美祢 一寸料理圭 飲食業

美祢 手打ちうどんよしの 飲食業

は行 美祢 配川石油店　秋芳洞SS その他小売

美祢 配川石油店　セルフ秋吉台南SS その他小売

美祢 原田商店　仕出しはらだ 飲食業

美祢 ピッツェリア　マサ 飲食業

美祢 ひまわりカフェ 飲食業

美祢 ひろなカフェ 飲食業

美祢 ファイヤーヒル 飲食業

美祢 ふくちゃん 飲食業

美祢 ぶち酔い亭 飲食業

ま行 美祢 道の駅おふく その他小売

美祢 美東サービスエリア上り線 飲食業

美祢 みとう整骨院 その他サービス

美祢 美祢第一交通有限会社 その他サービス

美祢 美祢ブルーベリーガーデン レジャー

美祢 (有)三好石油店　伊佐SS その他小売

や行 美祢 安富酒店 その他小売

美祢 吉野モータース その他小売

美祢 装の店　三和 アパレル

ら行 美祢 ログキッチンぷらすわん 飲食業

美 祢 市
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 周南 揚げたて天ぷらころも 飲食業 周南 海鮮料理屋大告丸 飲食業

周南 Atelier Porte Bonheur その他小売 周南 ガイソー周南店 その他サービス

周南 anihobi その他小売 周南 カエルストア 飲食業

周南 アモーレミオ 飲食業 周南 caca 飲食業

周南 活魚＆新洋食工房　ALBERO 飲食業 周南 果子乃季熊毛店 食品・生活用品販売

周南 andwo fem 美容・理容 周南 果子乃季新南陽店 食品・生活用品販売

周南 いけす・和食処　寿司やす 飲食業 周南 果子乃季遠石店 食品・生活用品販売

周南 居酒屋　いっぷく 飲食業 周南 果子乃季徳山駅店 食品・生活用品販売

周南 石船温泉憩の家 飲食業 周南 果子乃季徳山店 食品・生活用品販売

周南 磯吉 飲食業 周南 果子乃季ゆめタウン新南陽店 食品・生活用品販売

周南 イタリア食堂Bamboo 飲食業 周南 果子乃季ゆめタウン徳山店 食品・生活用品販売

周南 イタリアン酒場osteria goloso 飲食業 周南 Cafe bar はる 飲食業

周南 一福寿司 飲食業 周南 KAMUI浜モータース その他小売

周南 逸品　ともなが 飲食業 周南 カメラのワタナベ その他小売

周南 いっぷくBBQビアガーデン 飲食業 周南 乾杯ニクノミコト　周南店 飲食業

周南 いよや　徳山店 食品・生活用品販売 周南 季節料理　芳松 飲食業

周南 いよや　富田店 食品・生活用品販売 周南 喜多川 飲食業

周南 いよや　福川店 その他小売 周南 麹糀匠 その他小売

周南 インテリア飛騨 その他小売 周南 キッチンカーさりぃ 飲食業

周南 Walk 飲食業 周南 九州自慢 徳山店 飲食業

周南 宇佐川水産銀座店じまんしー 飲食業 周南 牛とん亭 飲食業

周南 a.c twobees アパレル 周南 餃子焼鳥わやや 飲食業

周南 エスポアやまだや その他小売 周南 吟遊 飲食業

周南 ESOLA徳山店 飲食業 周南 串カツ田中周南店 飲食業

周南 エディオンおおしま その他小売 周南 久米ピッツァ　ルマーカ 飲食業

周南 エディオン菊川店 その他小売 周南 蔵々　周南店 飲食業

周南 エディオン ぎんなん熊毛店 その他小売 周南 クレイン徳山店 アパレル

周南 エディオン土田デンキ その他小売 周南 クレド・ギャルソン 飲食業

周南 エディオンビギン その他小売 周南 grosier アパレル

周南 エディオン政所店 その他小売 周南 糀町学習塾・和学塾 糀（こう） その他サービス

周南 エディオンヤマデン ヤマデン商会 その他小売 周南 (有)香武堂　周南店 その他小売

周南 NTAトラベル周南支店 その他サービス 周南 神戸唐から亭　周南店 飲食業

周南 evergreen 飲食業 周南 Ｇauche 飲食業

周南 Ｍ 美容・理容 周南 kokopelli 飲食業

周南 エムラ徳山支店 アパレル 周南 個室居酒屋　ひと花 飲食業

周南 欧州酒場アオゾラテーブル 飲食業 周南 KOJARE 美容・理容

周南 おうちでさんぱつ　Kiyoshi-Kai 美容・理容 周南 57ème 飲食業

周南 沖石油プライムトクヤマ西給油所 その他小売 周南 子たぬきのパン その他小売

周南 沖縄料理ダルマ 飲食業 周南 konohanaya 〜コノハナヤ〜 その他小売

周南 お好み焼やすきゅう 飲食業 周南 コバック周南徳山店 その他小売

周南 おしゃれサロン岡本 美容・理容 周南 五間や 飲食業

周南 お食事処　味佑 飲食業 周南 komolier NUA その他サービス

周南 オフハウス周南秋月店 その他小売 周南 子供服のcircle アパレル

か行 周南 ガーデンウエディング メープルヒル その他サービス さ行 周南 佐伯時計店 その他小売

周南 ガーデンレストラン　メープルヒル 飲食業 周南 栄ふく 飲食業

周 南 市
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周南 The Cave 飲食業 周南 空角 飲食業

周南 酒のヒット　徳山店 その他小売 た行 周南 有限会社　第一代行運転サービス その他サービス

周南 雑貨店NOICHI　徳山駅前店 その他小売 周南 ㈱大進本店　徳山店 その他サービス

周南 SARA　徳山店 美容・理容 周南 ダイニング　サンピエール　(ホテルサンルート徳山内) 飲食業

周南 サロンエスコ アパレル 周南 Dining Bar Bottai 飲食業

周南 サロンドキュア 美容・理容 周南 竹の第 飲食業

周南 CPサロンCIEL 美容・理容 周南 竹本本店 食品・生活用品販売

周南 CPサロン u 美容・理容 周南 たなか石油　櫛ヶ浜給油所 その他小売

周南 CPサロン レクラ 美容・理容 周南 田原清香園茶舗 その他小売

周南 Gems その他小売 周南 タベルナタベタ？ 飲食業

周南 ジェラテリアクラキチ 飲食業 周南 たまりばーBREAK 飲食業

周南 紫水園 旅館・ホテル 周南 cittaミラクルロマエ 美容・理容

周南 システィーナ アパレル 周南 CHA CHA DO その他小売

周南 仕出しのふじま周南店 飲食業 周南 中国料理敦煌　山口周南店 飲食業

周南 じとっこ組合　周南店 飲食業 周南 月の… 飲食業

周南 自然薯専門店　じねんじょうまつり 飲食業 周南 津々浦々 飲食業

周南 sure. アパレル 周南 Taking a lesson from the past アパレル

周南 ju-gu その他小売 周南 Ｔａｋｅｏｆｆ その他小売

周南 周南スポーツ その他小売 周南 手打ちそばいろり庵 飲食業

周南 周南Diningぜん　徳山駅前店 飲食業 周南 TETHERA 美容・理容

周南 周南ホルモンセンター　徳山店 その他小売 周南 鉄板処　犇 飲食業

周南 ジュエリーサロン フローレス その他小売 周南 天下一品　周南店 飲食業

周南 SUGAR SUGAR cafe 飲食業 周南 でんすけ本店 飲食業

周南 旬感dining琥珀の季節 飲食業 周南 徳山酒場　情熱ホルモン 飲食業

周南 旬彩 cocoNegoo 飲食業 周南 鶏そばカヲル 飲食業

周南 旬亭 ふじ荘 飲食業 周南 TRiNiTy hairdesign 美容・理容

周南 食彩街の灯 飲食業 周南 tres F.B.C. 飲食業

周南 食楽処かわ西 飲食業 周南 Droite アパレル

周南 女性専用スタジオReyline その他サービス な行 周南 丘の上小さな酒舎　中嶋酒店 その他小売

周南 ショップK アパレル 周南 株式会社ナガミ その他小売

周南 汁なし坦坦麺 階杉　周南店 飲食業 周南 なかや化粧品店 その他小売

周南 杉健康社 美容・理容 周南 ナチュラルスクラップ その他サービス

周南 寿司 魚政 飲食業 周南 7番酒場 飲食業

周南 スナック喫茶よし子 飲食業 周南 ナマステタージマハル徳山店 飲食業

周南 SNIP 美容・理容 周南 (肉)24 飲食業

周南 炭火串焼き　やきとん　源太郎 飲食業 周南 日本料理藤吉 飲食業

周南 炭火焼肉　ホルモン横丁　新南陽店 飲食業 周南 ヌーボー倶楽部 飲食業

周南 炭火焼肉　ホルモン横丁　徳山店 飲食業 周南 ネイル＆脱毛サロン La mer 美容・理容

周南 3Grants 美容・理容 周南 nodoka 飲食業

周南 3tree 飲食業 周南 のん太鮨周南店 飲食業

周南 整体院　YOUROOM その他サービス は行 周南 パーソナルトレーニングジムSUCCESS徳山駅前店 その他サービス

周南 瀬戸内居酒屋　魚なげ 飲食業 周南 BAR積木 飲食業

周南 セブン-イレブン周南松保町 その他小売 周南 ハードオフ周南秋月店 その他小売

周南 TherapyLab 整体院 その他サービス 周南 BBQ酒場イチバンチョウバルみなみ銀座店 飲食業

周南 セルフステーション南陽 その他小売 周南 Bicycle shop Nasty その他小売

周南 セルフ脱毛サロンSELFMADE（セルフメイド）周南店 その他サービス 周南 pine tree アパレル

周南 鮮味・鉄板酒場　いっとく本店 飲食業 周南 萩原石油店 その他サービス

周南 鮮味食彩宇佐川水産 飲食業 周南 バックルバニーレザーズ その他小売

周南 創作料理 鞆の浦 飲食業 周南 八丁櫓 飲食業

周南 SOFA&PRODUCTS その他小売 周南 株式会社はつもみぢ その他小売
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周南 ハナエミ 飲食業 周南 Body Salon Bliss 美容・理容

周南 VAVA 745 飲食業 ま行 周南 有限会社マエダ洋服店 アパレル

周南 原田屋 美容・理容 周南 正喜越 飲食業

周南 ballad アパレル 周南 松の樹 飲食業

周南 PARICO アパレル 周南 松本パン 食品・生活用品販売

周南 パルビーネ その他サービス 周南 まどんな亭 飲食業

周南 ハローズ周南店 アパレル 周南 丸一茶屋 飲食業

周南 パン屋メル その他小売 周南 ミートショップまる 食品・生活用品販売

周南 BEANS アパレル 周南 みの幸 飲食業

周南 ビストロ四季音 飲食業 周南 みやもと化粧品店 美容・理容

周南 Bistro Riant 飲食業 周南 MIYOKO 美容室 美容・理容

周南 株式会社　美装　本社 その他サービス 周南 mucu mucu 飲食業

周南 びっくりドンキー周陽 飲食業 周南 ムラシゲスポーツ その他小売

周南 ピットイン周南車検センター その他サービス 周南 めん工房げんきや 飲食業

周南 Beauty　Studio　O_Live 美容・理容 周南 メンタル・ボディケアサロン　LAVISH 美容・理容

周南 ビューティック　ミミ 美容・理容 周南 もつ処　天地人　周南店 飲食業

周南 美容室オリーブハウス 美容・理容 周南 もつ鍋専門もつ蔵徳山店 飲食業

周南 美容整骨サロンRepair 美容・理容 や行 周南 焼小籠包　台湾小皿料理　ドラゴン周南店 飲食業

周南 平山工務店 その他サービス 周南 やきとり居酒屋ぶんなげ青空公園店 飲食業

周南 広島風お好み焼じゃけん 飲食業 周南 やきとり居酒屋ぶんなげ本店 飲食業

周南 ファンタスティックBヘア 美容・理容 周南 やきとり大吉 桜馬場通り店 飲食業

周南 FOOD BAR HANDs 飲食業 周南 やきとり大吉遠石店 飲食業

周南 プールジャム レジャー 周南 焼肉牛太　徳山久米店　 飲食業

周南 福田被服株式会社 その他小売 周南 焼肉ハウス　味園 飲食業

周南 福田フルーツパーク レジャー 周南 焼肉はしもり 飲食業

周南 ふく処　快 飲食業 周南 焼肉牡丹峰 飲食業

周南 福の花徳山店 飲食業 周南 焼肉まんぷく苑 飲食業

周南 富士事務器 その他小売 周南 焼肉みほり峠徳山店 飲食業

周南 富士商（株）　セルフカーケア徳山給油所 その他小売 周南 山田石油サービス　徳山秋月給油所 その他小売

周南 ブックオフ周南秋月店 その他小売 周南 山田石油サービス　徳山城ケ丘給油所 その他小売

周南 private salon IRIE 美容・理容 周南 山田石油サービス　徳山新宿給油所 その他小売

周南 フラワーショップ　ビアンコ今宿店 その他小売 周南 山田石油サービス　マルチステーション周南 その他小売

周南 フラワーショップ　ビアンコ徳山中央店 その他小売 周南 山本屋／サラダ館まどころ店 その他小売

周南 Freecense その他サービス ら行 周南 ライフサポート＆リンパケア Soi（ソア） その他サービス

周南 FleurParler その他小売 周南 来来亭　周南店 飲食業

周南 ヘアーギャラリーサン 美容・理容 周南 ラヴェル 飲食業

周南 ヘア＆フェイスサロン彩華 美容・理容 周南 Lounge H 飲食業

周南 ヘア＆フェイス　YOSHIKO 美容・理容 周南 ラウンジm 飲食業

周南 ヘア&フェイスラネージュ 美容・理容 周南 ラウンジ茅の 飲食業

周南 ヘアサロンなかやま 美容・理容 周南 ラウンジ　ＫＩＴＴＹ 飲食業

周南 HAIRest　Loop☓Loop 美容・理容 周南 Lounge翠華 飲食業

周南 berryguma アパレル 周南 ラウンジバー　ランタン 飲食業

周南 HeritageStore アパレル 周南 Loungeミレニアム 飲食業

周南 Bellエステティックサロン 美容・理容 周南 Lounge 和佳奈 飲食業

周南 ほうえい堂新南陽店 その他小売 周南 LaSEN アパレル

周南 芳山園 旅館・ホテル 周南 ラ・ナチュラ アパレル

周南 防長建材株式会社 その他小売 周南 ランジェリーショップメルサ アパレル

周南 ポーライオンタウン周南久米店 美容・理容 周南 lampuu ランプ その他サービス

周南 POLA THE BEAUTY周南店 美容・理容 周南 Lead周南店 その他サービス

周南 Hospital Caf'e ぷらり（徳山病院1F） 飲食業 周南 リラクゼーションルーム PrincessRose 美容・理容



-元気にやまぐち券第１期参加店舗-

40 ページ

周南 LNKs その他サービス

周南 Le Grand Ballon 飲食業

周南 Le'ale'a その他サービス

周南 RAVE 飲食業

周南 レストラン&バー　チャーリーズ 飲食業

周南 Restaurant OCEM 飲食業

周南 レストランツジ 飲食業

周南 レンタルショップレンタックス その他サービス

周南 lotusleaf アパレル

周南 六花 美容・理容

わ行 周南 ワールドリカーズ山口 食品・生活用品販売

周南 若山石油株式会社　新南陽セルフ給油所 その他小売

周南 若山石油株式会社　富田港給油所 その他小売

周南 和風処　鐘楼亭 飲食業

周南 ONE'S hair 岡田店 美容・理容

周南 ONE'S hair 本店 美容・理容
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地区 募集店舗名 業種 地区 募集店舗名 業種

あ行 山陽小野田 アームズ鍼灸整骨院 その他サービス 山陽小野田 スナック奏 飲食業

山陽小野田 厚狭やきとりスタンド 飲食業 山陽小野田 スナップオンツールズ藤野 その他小売

山陽小野田 ATSUKO YOGA レジャー 山陽小野田 スパゲティ＆ピザ ボーノ 飲食業

山陽小野田 アップルベリー その他小売 山陽小野田 スポーツショップいしべ その他小売

山陽小野田 アポロステ－ション有帆ＳＳ（有）山本石油 その他小売 山陽小野田 炭火焼き鳥屋呑々 飲食業

山陽小野田 アンジェロ 美容・理容 山陽小野田 セレクトショップ ◇SpiralSteps◇ アパレル

山陽小野田 an-tena HAIR'S 美容・理容 た行 山陽小野田 DiningHARAYA 飲食業

山陽小野田 居酒屋　憩いの場 飲食業 山陽小野田 タイヤセンターニシムラ その他サービス

山陽小野田 居酒屋　武蔵　小野田店 飲食業 山陽小野田 地産馳走　飛寅 飲食業

山陽小野田 一倉洋品店 アパレル 山陽小野田 DESSERT 飲食業

山陽小野田 衣類のお医者さん　おべべ その他サービス 山陽小野田 DESSERT II 飲食業

山陽小野田 UCHICAFE灯 飲食業 山陽小野田 ドライブインみちしお 飲食業

山陽小野田 うどん ちび 飲食業 山陽小野田 鶏から揚げ専門店　お福 飲食業

山陽小野田 うどんの庄　住吉 飲食業 山陽小野田 トロアメゾン本店 飲食業

山陽小野田 有限会社宇部フイッシングセンター その他小売 山陽小野田 敦煌山口小野田店 飲食業

山陽小野田 海の家はら 飲食業 な行 山陽小野田 七草 飲食業

山陽小野田 うらなや その他サービス 山陽小野田 生餃子専門店らいち 食品・生活用品販売

山陽小野田 株式会社SNG その他小売 山陽小野田 NIKUのcafe-bar AJITO 飲食業

山陽小野田 NTAトラベルおのだサンパーク支店 その他サービス 山陽小野田 二反田 飲食業

山陽小野田 大石園茶舗 食品・生活用品販売 は行 山陽小野田 パーソナルトレーニングジムPlus＋1 その他サービス

山陽小野田 お顔そりエステの隠れ家ｃａｏｃａｏ 美容・理容 山陽小野田 BAR TEACHER 飲食業

山陽小野田 小野田第一交通株式会社 その他サービス 山陽小野田 happy aroum 美容・理容

山陽小野田 若新　小野田店 飲食業 山陽小野田 花のみせ　ピゴラ小野田店 その他小売

山陽小野田 オフハウス小野田店 その他小売 山陽小野田 はな美容室 美容・理容

か行 山陽小野田 果子乃季厚狭店 食品・生活用品販売 山陽小野田 はな美容室ドット 美容・理容

山陽小野田 唐揚げ専門ひよっこ 飲食業 山陽小野田 浜のてんぷら屋 食品・生活用品販売

山陽小野田 餃子の福原 食品・生活用品販売 山陽小野田 ぱれっと小野田店 アパレル

山陽小野田 くはら整体院 その他サービス 山陽小野田 ぱわっとS・くらもと有帆店 その他小売

山陽小野田 グランシャリオ小野田本店 食品・生活用品販売 山陽小野田 p.g gain 美容・理容

山陽小野田 グリムランドおのだサンパーク店 その他小売 山陽小野田 美容室シャルム 美容・理容

山陽小野田 greniest 美容・理容 山陽小野田 FASHIONLOUNGE PandR アパレル

山陽小野田 玄海ざんまい　小野田店 飲食業 山陽小野田 Viel Gluck その他サービス

山陽小野田 Cosmetics　めかしや その他小売 山陽小野田 富士自動車株式会社 その他小売

山陽小野田 corazon 美容・理容 山陽小野田 富士商（株）　小野田稲荷町給油所 その他小売

山陽小野田 ゴルフ工房LACK その他小売 山陽小野田 富士商（株）　西の浜給油所 その他小売

さ行 山陽小野田 酒場ビッグ 飲食業 山陽小野田 ブックオフ小野田店 その他小売

山陽小野田 佐々木書店BOOKCAFE その他小売 山陽小野田 ブライダル優美本店 その他サービス

山陽小野田 三五治療院 その他サービス 山陽小野田 プラス・1/Chanti Classic アパレル

山陽小野田 サンシード山口株式会社　山陽小野田店 その他小売 山陽小野田 Flowershop Lemie その他小売

山陽小野田 ジェラテリアバールSAKURA 飲食業 山陽小野田 ヘアーハーツ小野田店 美容・理容

山陽小野田 SHAPLA 飲食業 山陽小野田 Pois082 食品・生活用品販売

山陽小野田 Jewelry&Accessory Sei その他小売 ま行 山陽小野田 松山電器 その他小売

山陽小野田 食道楽帆万里 飲食業 山陽小野田 萬福ラーメン 飲食業

山陽小野田 スーパーリラクゼーション　らくや その他サービス 山陽小野田 ミスターバンブー その他サービス

山陽小野田 スクールショップキタノ小野田店 その他小売 山陽小野田 耳スパサロン 33hikari その他サービス

山 陽 小 野 田 市
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山陽小野田 ミラノピザ　小野田店 飲食業

山陽小野田 村上旅館 旅館・ホテル

山陽小野田 メナード化粧品　厚狭代行店 その他小売

山陽小野田 メナードフェイシャルサロン山陽小野田 美容・理容

山陽小野田 麺菜酒家らいち 飲食業

山陽小野田 モイスティーヌ山陽小野田サロン 美容・理容

や行 山陽小野田 焼鳥とも 飲食業

山陽小野田 山縣輪業 その他小売

山陽小野田 山田石油サービス　小野田給油所　 その他小売

ら行 山陽小野田 ラ・セサミおのだサンパーク店 その他小売

山陽小野田 La Tierra 飲食業

山陽小野田 ラーメン五代目YUTAKA 飲食業

山陽小野田 来来亭　小野田バイパス店 飲食業

山陽小野田 ラヴィアンローズ小野田店 アパレル

山陽小野田 ラウンジボーテ 飲食業

山陽小野田 Lapis 美容・理容

山陽小野田 ＲＡＮＫ．ＵＰ　おのだサンパーク店 アパレル

山陽小野田 リカースペース太陽　小野田店 その他小売

山陽小野田 リカーマーケット酒の國 食品・生活用品販売

山陽小野田 CAFE Legit 食品・生活用品販売

山陽小野田 リフォーム工房森分工務店 その他サービス

山陽小野田 リラクゼーションサロンLaugh＋Laugh 美容・理容

山陽小野田 le cocon料理工房 飲食業

山陽小野田 レストラン＆カフェ　ポテト 飲食業

山陽小野田 レストラン　ソル・ポニエンテ 飲食業

山陽小野田 れんげ草 美容・理容

山陽小野田 ローズガーデン 飲食業
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あ行 周防大島 AOハウス 旅館・ホテル か行 和木 カイロプラクティックムーミン 美容・理容

周防大島 石鍋亭 旅館・ホテル や行 和木 yucafe 飲食業

周防大島 恵比寿丸 レジャー

周防大島 大島本陣茶屋 飲食業

周防大島 お好み焼まきちゃん 飲食業

か行 周防大島 Ka-Kaんち 美容・理容

周防大島 ガーデンカフェ　リバージュ 飲食業

周防大島 KAIハウス 旅館・ホテル

周防大島 KASAHARA HONEY 飲食業

周防大島 果子乃季大島店 食品・生活用品販売

周防大島 Café de Costa Rica 飲食業

周防大島 Cafe misaki 飲食業

周防大島 グリーンステイながうら 旅館・ホテル

周防大島 グリルANCHOR 飲食業

周防大島 ｋマート その他小売

周防大島 Kモール大島店 その他小売

周防大島 ゲストハウス　奈々々萌 旅館・ホテル

周防大島 小松物産株式会社 その他小売

さ行 周防大島 サルワーレ 飲食業

周防大島 株式会社　三光電気工業所 その他サービス

周防大島 g-drop その他サービス

周防大島 嶋元酒店 その他小売

周防大島 出張にぎり　鮨や大将 飲食業

周防大島 せとうちつなぐキッチン　郷の家 旅館・ホテル

周防大島 せとうちつなぐキッチン　郷の離れ 旅館・ホテル

た行 周防大島 畳工房いくた その他サービス

な行 周防大島 七転八起 飲食業

は行 周防大島 パーマはしもと 美容・理容

周防大島 Power Beach 飲食業

周防大島 Pecan sweets factory 飲食業

周防大島 fish&oyster bar La Verite 飲食業

ま行 周防大島 みらいガーデンファーム 食品・生活用品販売

や行 周防大島 野菜restaurant Valo 飲食業

ら行 周防大島 レストラン グリーンガーデン 飲食業

周 防 大 島 町 和 木 町
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あ行 上関 有限会社　沖田電機 その他小売 あ行 田布施 いけ本 食品・生活用品販売

か行 上関 カフェレストラン瀬里家 飲食業 田布施 居酒屋ムタ 飲食業

ま行 上関 ミチル美容センター 美容・理容 田布施 居酒屋和居2 飲食業

田布施 エディオン田布施店 まつみやでんき その他小売

田布施 エディオンむらかみデンキ その他小売

田布施 美味しいパンの店yamaguchi 飲食業

田布施 お菓子工房 yuu-菓 その他小売

田布施 お好み焼き鉄板焼き キャベツさん 飲食業

田布施 お茶の(有)辻梅香園 その他小売

か行 田布施 懐石料理　ほりを 飲食業

田布施 株式会社玉木石油店 その他小売

田布施 kuhio Cafe 飲食業

さ行 田布施 サンピット田布施 その他小売

田布施 シンタニスポーツ株式会社　田布施店 その他小売

田布施 寿司満 飲食業

田布施 セブンーイレブン田布施砂田店 食品・生活用品販売

田布施 セブンーイレブン田布施波野店 食品・生活用品販売

た行 田布施 田布施地域交流館 食品・生活用品販売

は行 田布施 フラワーショップ　エスト田布施店 その他小売

田布施 フラワー・フレンド 食品・生活用品販売

田布施 ヘアースペース　ジヴォーイ 美容・理容

田布施 ベーカリーショップ　レザンジュ その他小売

や行 田布施 株式会社 山崎石油 その他小売

田布施 山田石油サービス　田布施給油所 その他小売

田布施 有限会社テクノセブン その他サービス

田布施 吉田電器商会 その他小売

上 関 町 田 布 施 町
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あ行 平生 居酒屋　EN 飲食業 か行 阿武 鹿島クリーニング店 その他サービス

平生 オートランド　タイヤワールド その他小売 さ行 阿武 3RD PLACE CAFE N 飲食業

平生 有限会社　オカダ石油 その他小売 阿武 サン美容室 美容・理容

か行 平生 有限会社カーアシスト・吉田 その他サービス は行 阿武 八祥園茶舗 その他小売

平生 果子乃季平生店 食品・生活用品販売 ら行 阿武 リカーズみよし その他小売

平生 株式会社　木本天狗屋 その他小売

平生 國本自動車サービス その他サービス

平生 晃和グループ　アポロハット平生店 その他小売

平生 晃和グループ　灯油配送センター その他小売

平生 コゼット平生店 アパレル

さ行 平生 SAZAMI 美容・理容

平生 サンピット平生 その他小売

平生 スイートリッチ 美容・理容

平生 すし日和平生店 飲食業

平生 セブンーイレブン山口平生店 食品・生活用品販売

た行 平生 竹林電化(有) その他小売

な行 平生 長尾金物店 その他小売

は行 平生 花と緑のお店くにきよ　アルク平生店 その他小売

平生 パルレ　エムエム その他小売

平生 株式会社平生自動車 その他サービス

平生 ブーランジェリーミキ その他小売

や行 平生 山田石油店 その他小売

平生 有限会社大野屋平生店 その他小売

平生 よなみや薬局 その他小売

わ行 平生 脇村畳店 その他小売

平 生 町 阿 武 町


