
※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
mark（マーク） 道場門前2-4-18　末永ビル2F
ばりそば本舗　春来軒　小郡店 小郡新町6-3-15
ばりそば本舗　春来軒　中市店 中市町4-27
～リフレクソロジーで癒しの空間～ぽっかぽか 753-0086 中市町6-3
ときつ養蜂園Bee's life　～HONEY'S KITCHEN～ 仁保下郷561-1
有限会社　杉山電気商会 大内矢田北五丁目13-24
近江屋寝具店 中市町2-5
文具のヨコヤマ 小郡上郷１７５４－１
アンシャンテ 小郡下郷１３４
有限会社ナカタ時計店事業部パリノ 道場門前１－３－５
アイアンホース 湯田温泉3丁目1-15第一ビル302号室
原田酒舗 湯田温泉1丁目11-23
末廣 米屋町2-10
我が家 湯田温泉2丁目1-25　西村ビル1F
レストラン シェフ 中河原町2-12  パークロード内
イタリア食堂ベケ!? 野田2番地
奉楽 中河原4-8
うな道とり道 中市町3-6
肉道　わぎゅう屋 米屋町2-4
Agri Kitchen 今井町4‐10山根ビル１F
Lounge彩華（いろは） 湯田温泉1丁目7-33プロスパービル7F
Lounge絹 湯田温泉4丁目1-33銀ビル1F
特産cafeやまのわ 中市町3-8
いちやなぎ 旭通り２丁目１０－２３
金子老舗 小郡下郷1539
旬彩　まさらっぷ 湯田温泉2-1-1
中国料理「隨園」 小郡黄金町1-1
手作りケーキの店｢喫茶セーラ｣ 小郡黄金町1-1
日本料理「雅」 小郡黄金町1-1
食事処・居酒屋「呑ん太」 小郡黄金町1-1
レストラン「アゼィリア」 小郡黄金町1-1
割烹ひさご 湯田温泉3-7-14
misty 湯田温泉1-7-25
山城屋 道場門前2丁目1-7
喜楽 徳地堀1702
近江屋本店 道場門前1-3-13
有限会社ナカタ時計店 道場門前1-4-17
近江屋レンタル＆フォトスタジオ 道場門前2-4-3
無印良品 山口 道場門前２-4-14 1F
魚屋の回転寿し　たかくら 小郡御幸町４番１号（ホテルアクティブ１F）
ラウンジ渚咲 湯田温泉1丁目1-40扇ビル2階
はるさあ Modern Japanese 湯田温泉３丁目１－１２



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
ラウンジ華緒 湯田温泉2丁目　クインビル5階
Nishida Coffee 湯田温泉五丁目7-6
夢写真工房 フォトスタジオ サカクラ 道場門前2-8-18
るり・あーと 小郡下郷１４０３―１０
明徳観光バス　山口営業所 黒川２２６５－１
深山 米屋町3-12

シューズ／バッグ　タカムラ
道場門前１－１－２３　道場門前商店街コープ衣料
館前

貴心 湯田温泉1丁目2-1　白狐ビル1F
長州苑 木町1-6
いいだガラス工房 桜畠6-22-6
割烹　福助 湯田温泉２－２－１９
ＳＡＮＢＩ 米屋町3ー22
スナックせつこ 駅通り2-13-4
旭水産有限会社 秋穂西3312番地
EARLY　SUN 道場門前1-1-13　2階
みんなの居酒屋　おなかま 道場門前2-4-23
Knot 米屋町2-26
鉄板食堂テンホウ 中市町1-22
駅通り酒場きらく 駅通り1丁目7-10
BAR SPEYSIDE 米屋町1-2
路地裏酒場　さいさん 中市町6-2
福々廊 駅通り2丁目4-20
かくれ厨房　福まろ 駅通り2丁目4-19
駅通り横丁 駅通り2丁目4-19
グーグーまるひさ 本町2-2-10
新しい整骨院 本町1-1-13
みほり峠大内店 大内矢田南3-12-7
和み家 小郡新町1-2-10
ブティック　アロマ 本町一丁目１－１３
道の駅「きらら　あじす」 阿知須509-88
海鮮長州湯田店 周布町1-22
wine&bistro Pèpan 道場門前1-3-5 オメガビル1階
炎ʼＳ（えんず）山口本店 宮島町1007-1
カフェ　珈紋 大内矢田北1-19-35
とんかつ一丁大内店 大内矢田南3-12-11
炉舎（ろのや）湯田店 湯田温泉4-4-40
奈のは山口店 大内千坊6-11-6
衣料品のよしなが 本町一丁目２－１２
有限会社アノサイクル 大内矢田北1-11-1
あじ処　錦川 湯田温泉３丁目１－１
人形のだいご 朝田２１０２



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
山口井筒屋 中市町3番3号
有限会社 志賀酒舗 湯田温泉１丁目６-２８
PLENTY 駅通り2-1-12
酒と肴と蕎麦　咲乃華 湯田温泉1-9-5 湯田郵便局前
讃岐弘法 泉町9-1 ボウリングの森1F
串蔵
磯くら
出雲とくぢ給油所
酔処　泰人
aurare 道場門前2-4-20
株式会社　米倉鮮魚 中市町3-8　マルシェ中市内
 焼肉ことぶき 葵1丁目3-37
クレイン山口どうもん店 道場門前1-2-22
Bar something old 湯田温泉1-9-11虹の街1F
スキャンクス 大内千坊六丁目９番1号 ゆめタウン山口1F
KITCHEN LOTUS 湯田温泉1-11-5
trove 維新公園3丁目6-50
藤本呉服店 米屋町2-10
食堂くら本 湯田温泉1丁目1番32号
モリイケ 中市町6-17
フォトスタジオフェスタ 米屋町2-10
鉄板焼　ぜろ　zero 湯田温泉2丁目3ｰ1
紅の豚 湯田温泉2丁目2-7
イソズバー 湯田温泉4丁目2-27
お食事処しげまさ 湯田温泉2-1-25
遠藤中央薬局 本店 道場門前1-3-10
遠藤中央薬局 湯田店 元町2-21
遠藤中央薬局 下市店 下市町11-6
遠藤中央薬局 中河原店 中河原町2-25
有限会社　かわむら美容室 佐山1102-1
明徳観光バス 阿東徳佐中3734-5
有限会社　かわむら美容室 阿知須4633-9
(株)アンジェ・クール 小郡下郷1223-9
やき鳥 友清 泉町9-1 (ボウリングの森1F)
(株)アンジェ・クール 小郡黄金町1-1山口グランドホテル1階
いきなりステーキナフコツーワンスタイル山口店 朝田782-2
山口風月堂 下竪小路２
防長苑 熊野町４-２９
小料理　お母さんのスナック　HIRO 湯田温泉2丁目1-18クィーンビル4F
ヨリモリデンキ 三の宮1丁目6-30
うなぎ西京げんや 道場門前2-5-11
メゾン・ド・カランドウリエ 米屋町2-42



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
Dining bar FeeHat 湯田温泉1-9-20
寿司の花子 小郡新町6丁目３－１６
来来亭　山口湯田店 湯田温泉2丁目9-30
ヤマネ薬局　平川店 平井822-7
とんぼ 駅通り1-7-5
ねね 本町二丁目1-6
モッチモ・パスタ山口湯田店 吉敷下東2丁目5-41
セオサイクル山口店 泉都町7-7
仕出しのかとう 宝町1-58
ニュースタイル 本店 泉都町9-20
ニュースタイル Four Seasons 石観音町5-20
ニュースタイル aila 楠町1-57
ニュースタイル SO-HO 小郡前田町2-23 イオンタウン小郡内
ニュースタイル CORE 大内千坊6-9-1 ゆめタウン山口1F
ニュースタイル 中市 中市町1-27 リュシオル中市103
Tukino Hikari 米屋町2-2
すぎの子　つわぶき 朝田601-3朝田流通センター会館内
オーバーヴィーゼ 後河原94番地
本多屋懐古庵　本店 駅通り１－４－５
レストラン　カリム 吉敷下東1丁目3の6
居酒屋　まる 湯田温泉3-7-11-103
あかつき 湯田温泉2-2-8
Pizzeria VOLPE BIANCA 湯田温泉二丁目2-15
ラウンジ　音羽 湯田温泉2丁目1-18 ｸｲﾝﾋﾞﾙ3F
占いサリン 魔女の館 道場門前2丁目1-7
igrec 湯田温泉2-1-11
ブライダルスペースＭＩＭＩ 白石１丁目１－１
旬彩鈴吉 湯田温泉3丁目1-10
山口井筒屋 時計宝石サロン 中市町3-3
虹河 中市町2-15
楽食縁　せんの里 湯田温泉１丁目７－２０
waRmth 道場門前2-4-6
セーヌ・ド・パリ 湯田温泉2丁目6-24

和菜　大内家 湯田温泉2丁目6-24　ホテルニュータナカ内
カフェはなめ 小郡下郷1288-19
MINI Garage PARADOX 大内千坊6丁目10番17号
植野自動車 吉敷赤田１－２－１１
山世水産 秋穂二島437
有限会社　電気のイトウ 金古曽町2-5
部坂呉服店 上竪小路90
ミヤノオート 下小鯖3793-12
ハローズ山口店 道場門前1丁目2番24号



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
中央寝装 白石1丁目４－６
もつ鍋弥さか 湯田温泉3丁目7番7ー1号
長州居酒屋とも 湯田温泉1-11-19
メンバーズL.i.b 熊野町4-27　ナイトステータスビル
スタンド　オパール 湯田温泉2-3-26-801
ナイトラウンジ　キャッツアイ 湯田温泉2-1-18 クイーンビル
Prink 道場門前1-2-24
鉄板酒場壱○弐 泉都町5ｰ30
men's マエダ 道場門前2-4-7
菓舗　扇屋 東山1丁目2-4
ふじみや 阿知須3321
酒のヒーロー 石観音町4-25
大八寿司 湯田温泉２丁目1-18
rocca(ロッカ) 湯田温泉3丁目7-5
アクティヴウエノ 湯田温泉1-6-30
株式会社エボリューシュン 赤妻町3-13
あじす牧場 山口井筒屋店 阿知須4823番地5
Le.Matsu. 湯田温泉2丁目3-11
HALLOW'S　大内店 道場門前1-2-24
渡辺水産有限会社 秋穂二島437番地
山一薬舗 大内矢田南3-1-5
Le Gaulois （ル  ゴロワ）  湯田温泉6-3-22
海鮮なぶら 中市町１－２０
河内化粧品 小郡下郷763-2
山口井筒屋婦人靴1階キューブ 大内問田2-4-8
徳地とりたまの里 徳地堀1473-1
豊食株式会社 黒川375番地
株式会社奥野工務店 吉敷上東三丁目3番16号
だんだん茶屋 錦町2-11
悠処やご家 錦町2-11
after Bar げきぱー 湯田温泉1丁目９ー１１　虹の街１F
居心家鶏まる 湯田温泉1-9-5アビターレ湯田103
F･O･B STORE 道場門前２－４－７
Meat Exparts B団
肉のにしだ
縁ぎ家 湯田温泉2丁目1-25 西村ビル2F
徳地特産品販売所 南大門 徳地堀１５６５－１
藤井食料品店　山口井筒屋店 中市町3-3
藤井食料品店　本店 本町1-1-10
カフェドセンス 大内御堀6丁目4-15
Heartful BAR 君がくれた月 小郡下郷1292番地溝部ビル2F
山口井筒屋　呉服サロン 道場門前1丁目3-13



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
餃子舎てっけん 楠木1-10
Tipstic (ティップスティック) 小郡下郷1215-6
S.I.D山口店 平井366
753カフェ 糸米2-14-21-201
昭ちゃんコロッケ株式会社 銭湯小路１５
パサージュ 糸米2-14-21-201
キャリーワゴン 糸米2-14-21-201
（株）黒﨑電器 大内矢田北後五丁目５-3
山一薬局立小路店 下竪小路１０８
オブティック 神田町５－３－１０１
魚バルここん 湯田温泉1丁目10-15
THREE 3 -eyedesign- 赤妻町3-20信和ビル203
料亭なわた 堂の前町2-44
五右衛門 中市町4-26
西京電子　鋳銭司店 鋳銭司3028-1
(有)中司タクシー 湯田温泉２丁目１番２３号
cafe Nobu 阿東徳佐下344-2
株式会社野田 天花一丁目７－１
モナミ 熊野町4-27ナイトステータスビル3階
south wind sea therapy MARI☆mari 芝崎町９番１－８号
新車市場山口小郡店　エイワンオート有限会社 小郡上郷4196
和食ダイニング　仁 湯田温泉4-1-33　銀ビル2階
フラワーショップ花陰 小郡山手上町1-10
あったか厨房騏驎  湯田温泉１丁目７－２４
有限会社　山口健康生活センター 名田島1673
Hair Salon LoLo 吉敷中東2丁目8-5 1F
スナックBRICK 湯田温泉1丁目10-19
西京電子　名田島本店 名田島454-4
雑貨＆カフェ zakcafe flat ふらっと 幸町３－５０
Beauty Design Salon vivace ヴィヴァーチェ 大内氷上5丁目6-31
ビューティー＆ヘルス　わたなべ 中市町１－１８
きれい倶楽部 中市町１－１８
美顔教室　プリティ 中市町１－１８
石野畳店 嘉川1370-1
農家のひきだしみかさ 小郡山手上町1番10号
岡藤呉服店　山口店 美祢市伊佐町伊佐４７６０
創作料理ちゃらんぽらん 湯田温泉２－２－１６
ネイルサロン ディスコレ 中市町3-3 山口井筒屋1階
LAWAKU 下市町１３－４５
和の味わい　たつみ 湯田温泉３丁目３－１６
hangout 駅通り2-1-13
爽３５８ 小郡下郷3151-2-301



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
ムラカミクリーニング　本店 鰐石町3-26
OLD TOWN 泉都町９－２２
ムラカミクリーニング　宮野店 鰐石町3-26
ムラカミクリーニング　道門店 鰐石町3-26
ムラカミクリーニング　大内店 鰐石町3-26
グランドミック三好屋楽器 米屋町3-24
リンドヴルム 宮野上612－37
山一薬局アルク山口店 道場門前１－２－２９
山一薬局 道場門前１ー２－２９
おしゃれ茶屋 周布町1-22
カラオケ喫茶エンジェルメール 湯田温泉1-5-37
寿司正 小郡下郷1242-9
釜めし　鮨処　一柳 中央3-7-10
市嶋自転車店 秋穂東6264-2
倉永電機 平井1660-9
ドッグサロン花陰 小郡山手上町1-10
ちちんぷいぷい 湯田温泉2-2-16 2F
小郡三栄電機 小郡下郷927-15
日本料理　福しま（WA　FUKUSHIMA） 小郡高砂町４－３６新栄ビル１０１
割烹 若新 小郡黄金町3-2 
和風バル　えん 小郡下郷1235-8
なかひがし整骨院 吉敷中東3-13-6
 鉄板居酒屋118 湯田温泉2-3-4
BAR117 湯田温泉1-13-10
ソーイングスポットOriOri 幸町3-18
シャロームnaoco 若宮町1-34-201
いち膳 旭通り２－１０－２３
村岡食料品店 金古曽町2－39
アサヤ 中市町6-21
国民宿舎あいお荘 秋穂東768-13
KO SILVER 道場門前2-4-24
山口おでん燈 湯田温泉1丁目1-8
有限会社　松原電機 小郡下郷761番地5
石井電機 若宮町1-37
加藤米穀店 金古曽町5-34
ローズベビークラブ、Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｒｏｓｅ 小郡栄町２-１
有限会社メガネのタケシゲ 小郡下郷２２７３－１
鶏匠 朝倉町7-56
株式会社Ｅｍｂｅｌｌｉｒ　ａｍｉ 小郡栄町２-１
着物遊日ねこやなぎ 嘉川1290
Dining O.K ! 湯田温泉１丁目10-9
きものと悉皆　みなぎ 小郡光が丘16-15



※ー取消線ーが入っているところは完売した店舗です。
店舗名 店舗住所
髪しばい 嘉川1224-3
カットハウスいずみ 今井町2-1
有限会社　岡田電機 秋穂二島６１４１－１
三好薬局 小郡下郷８４４－４
八百花まつにし 中市町3-８

株式会社丸谷酒舗  大殿大路235番地
まもる整体サロン 維新公園1-12-28
特産品ショップやまぐちさん 道場門前2丁目2-28
和sabi 駅通り1丁目3-2
リフレッシュスペースApricot 大内氷上三丁目6-25
ナイトホール欧露羅 湯田温泉4丁目4-6-4
焼き菓子やをぜ瑠璃光寺店 天花2-4-22
焼き菓子やをぜ後河原店 後河原188
アクア設備 中央5-8-8
MAMBO 米屋町2-35
マルヤスポーツ　TripleDouble 駅通り1-7-7
ラウンジREO 熊野町4-27ナイトステイタスビル3階
田中呉服店 秋穂東6011
旬 秋穂東6011
八百屋きしもと&おかずやさんぱくぱく 湯田温泉1-9-1
春来館 湯田温泉1丁目7-31温泉堂ビル
みつよし電化 中央4丁目6-7
シューズ　サロン 道場門前2丁目6-27
TSUgUMI HAIR 今井町6-14
有限会社　白石時計店 道場門前1-3-15
キッチンバーぼらぼら 湯田温泉1丁目7-24 世羅産業ビル2F
パンブローナ 湯田温泉3-1-15 第一ビル1F
野風 湯田温泉1-7-31温泉堂ビル2F
CURVA 湯田温泉一丁目9-5アビターレYuda104
有限会社　荒木板金 小郡下郷2803-4


