
No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

1
小売 上利真貫堂薬局 鰐石町5-15

31
小売 神田珈琲園 大内御堀千坊2-14-8

2
小売 ㈲アクティブウエノ 湯田温泉１丁目6-30

32
小売 ㈱岸田時計店 中市町４－１５

3
小売 あじす牧場　山口井筒屋 中市町3-3-B1

33
小売 ギャルソン 米屋町1-7

4
小売 ㈲アノサイクル 大内矢田北1-11-1

34
小売 グーグー丸寿 本町２丁目２－１０

5
小売 Alice Lidell 米屋町2-43

35
小売 クスリ岩崎チェーン　維新公園店 維新公園5-2-15

6
小売 アルク葵店 葵1-4-70

36
小売 クスリ岩崎チェーン　メルクス山口店 大字黒川字大土手82-1

7
小売 アルク大内店 大内矢田南1-4-7

37
小売 クスリ岩崎チェーン　山口大内店 大内御堀1745-1

8
小売 アルク平川店 平井台724-1

38
小売 クスリ岩崎チェーン　山口北店 桜畠2-2310

9
小売 アルク山口店 中央4-7-20

39
小売 クスリ岩崎チェーン　山口湯田店 湯田温泉6-2-22

10
小売 アルソア千寛山口サロン 駅通り２丁目

40
小売 クスリ岩崎チェーン　湯田西店 湯田温泉6-8-64

11
小売 ㈱イエローハット山口店 宮島町9-8

41
小売 クスリ岩崎チェーン　湯田温泉駅前店 下市町7-24

12
小売 石井電機（パルレイシイ） 若宮町1-37

42
小売 クスリ岩崎チェーン　山口吉敷店 吉敷上東2-5-8

13
小売 山口井筒屋 中市町３－３

43
小売 ㈱グランドミック三好屋楽器 米屋町３－２４

14
小売 ㈲伊藤電気商会（パナックいとう） 葵2-8-2

44
小売 クレイン山口どうもん店 道場門前１－２－２２

15
小売 F・Ｏ・Ｂ　ＳＴＯＲＥ

道場門前2-4-7　前
田ビル１Ｆ

45
小売 Ｃｒｏｓｓ　Ｌａｎｄ　山口 泉町9-9

16
小売 ㈱エムラ山口支店 米屋町１－１３

46
小売 KO　SILVER 道場門前2-4-24

17
小売 ㈲遠藤中央薬局 道場門前１-3-10

47
小売 月光カメラ店 道場門前２－４－１８

18
小売 ㈲遠藤中央薬局　湯田支店 元町２番２１号

48
小売 ㈱興電社 朝田字流通センター601-7

19
小売 菓舗扇屋 東山1-2-4

49
小売 コーケンドラッグ　山口米屋町店 米屋町3-20

20
小売 ㈱近江屋 道場門前１-3-13

50
小売 コープいずみ店 泉町150-1

21
小売 近江屋寝具店 中市町2-5

51
小売 コープどうもん店 道場門前1-1-18

22
小売 オートバックス山口湯田店 葵2-3396-7

52
小売 ドラッグコスモス大内店 大内矢田南4-8-7

23
小売 ㈲小野商店　本店 下小鯖2470

53
小売 ドラッグコスモス大内御堀店 宮島町８－５

24
小売 カーテンはうすアベニュー 吉田６９７－３

54
小売 ドラッグコスモス平川店 平井1216-1

25
小売 Girly Market 米屋町3-25

55
小売 ドラッグコスモス松美町店 松美町２－８０

26
小売 果子乃季大内店 大内矢田北5-13-17

56
小売 ドラッグコスモス宮野恋路店 宮野下１０１９－１

27
小売 果子乃季平川店 平井713-1

57
小売 ドラッグコスモス矢原店 矢原町10-20

28
小売 果子乃季ゆめタウン山口店 大内千坊6-9-1

58
小売 ドラッグコスモス吉敷店 維新公園3-7-7

29
小売 ラ・レーヌ・デ・カトルセゾン 中央５丁目１５－３２

59
小売 これはおいしいアッ八ッハ 大内長野２１５－５

30
小売 Galle 道場門前２-4-12

60
小売 シャルレ代理店　紺谷　朋代 吉敷下東一丁目8-5-301
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61
小売 ㈱サイクルラボヤマダ 今井町3-21

91
小売 シューズ／バック　タカムラ 道場門前１－１－２３

62
小売 酒のヒーロー上山口店 石観音町４－２５

92
小売 種田家具　Zakka shop ＆ 黒川４６４

63
小売 ㈱佐藤商会 中河原町2-11

93
小売 中央寝装 白石1-4-6

64
小売 山陰堂　大内店 大内矢田北6-1-51

94
小売 長州苑 木町１－６

65
小売 山陰堂　本店 中市町6-15

95
小売 都濃自転車店 湯田温泉2-2-5

66
小売 山陰堂　吉敷店 吉敷下東1-3-10

96
小売 ㈲電気のイトウ 金古曽町2-5

67
小売 ㈲サンビ 米屋町３－２２

97
小売 特産品ショップやまぐちさん 道場門前1-3-16

68
小売 Ｇ．Ｍ　Ｓａｌｌｙ 米屋町2-8

98
小売 徳陽石油㈲ 桜畠１－１－３２

69
小売 シューズ愛ランド山口店 糸米2-2598-1

99
小売 ドラッグストアモリ　黒川店 黒川６９８－１

70
小売 シュシュ山口店 黒川597-21

100
小売 trove 維新公園３丁目６－５０

71
小売 シュクルヴァン山口店 黒川597-1

101
小売 ㈲ナカタ時計店 道場門前1-3-5

72
小売 ㈱ジュンテンドー湯田店 赤妻町1-2

102
小売 ナフコ　大内店 大内長野569－1

73
小売 昭ちゃんコロッケ 銭湯小路15

103
小売 ナフコツーワンスタイル山口店 朝田７８０－２

74
小売 ショップ胡桃の樹 吉田１６７７－１山口大学内

104
小売 ホームプラザナフコ山口店 朝田７８０－３

75
小売 ﾄｹｲ･ﾒｶﾞﾈ・宝飾　シライシ 道場門前１丁目３－１５

105
小売 日産プリンス山口販売㈱山口朝田店 朝田610

76
小売 しんぐの岩見屋 大市町１－１７

106
小売 ゆめタウン山口スキャンクス 大内千坊6丁目9－1

77
小売 新鮮市場　大内店 大内御堀1845-1

107
小売 ㈲秦電気工事 富田原町4-54

78
小売 新鮮市場マルシェ中市店 中市町3-8

108
小売 日本茶専門店　八十八 米屋町2-39

79
小売 新鮮市場　宮野店 宮野上179-3

109
小売 花の防長植物 本町1-4-10

80
小売 新鮮市場　湯田店 矢原町11-7

110
小売 パリノ　ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｷﾞｬﾗﾘｰ 道場門前1-3-5

81
小売 ㈲末廣 米屋町２－１０

111
小売 明屋書店MEGA大内店 大内御堀１１６８－１

82
小売 Snob 平井792-6　ｵｰﾋﾞｰｴｰﾋﾞﾙ2－A

112
小売 はるやま山口店 大内御堀38-1

83
小売 ㈲清香園茶屋 道場門前1丁目3-14

113
小売 ハローズ大内店 大内千坊6-11-6

84
小売 セオサイクル山口店 泉都町7-7

114
小売 ハローズ山口店 道場門前一丁目2-24

85
小売 セブンイレブン山口宮野店 青葉台1-1

115
小売 パワーキューブ 下市町8-17-1

86
小売 大学文具山大教育学部売店 吉田１６７７－１山口大学内

116
小売 ファッションハウスねね 本町2-1-6

87
小売 ＤＣＭダイキ山口店 三和町12-23

117
小売 フォード新山口 大内矢田南1-1-8

88
小売 タイヤ館山口 大内中央１丁目８－５

118
小売 フォトスタジオフェスタ 米屋町２－１０

89
小売 ㈱タイヤショップイーグル 朝田６２２－１

119
小売 フォルクスワーゲン山口 大内矢田南1-1-16

90
小売 ㈱太陽家具百貨店山口店

平井90　エディオン山口
本店２階

120
小売 藤井食料品店　本店 本町１－１－１０
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121
小売 フジグラン山口 黒川3736

151
小売 眼鏡市場山口大内御堀店 大内御堀1505-1

122
小売 ㈲富士電気サービスセンター 堂の前町2-48

152
小売 眼鏡市場山口店 湯田温泉６-８-５３

123
小売 藤本呉服店 米屋町２－１０

153
小売 メガネのふくだ 大内千防５-１-８

124
小売 ブティック・アロマ 本町1-1-13

154
小売 ｍｅｎ’ｓマエダ 道場門前２-４-７

125
小売 ブティックジャンヌ 中河原町2-17

155
小売 ㈲モトヒロ電機 平井678-7

126
小売 prink 中市町1-27-102

156
小売 ㈱モリイケ 中市町６－１７

127
小売 文栄堂　ヴィレッジヴォイス（ＣＤ）

大内御堀1302-1
ゆめタウン2F

157
小売 山一薬舗 大内矢田南1-4-7

128
小売 文栄堂　キディランド

大内御堀1302-1
ゆめタウン2F

158
小売 山一薬局 道場門前1-2-29

129
小売 文栄堂　本店 道場門前1-3-11

159
小売 山一薬局アルク山口店 中央4-6-1

130
小売 文栄堂　山口大学前店 平井775

160
小売 山口県職員会館（県庁売店） 滝町１－１県庁内

131
小売 文栄堂　ゆめタウン店

大内御堀1302-1
ゆめタウン内

161
小売 山口マツダ山口店 維新公園３-８-５

132
小売 ベスト電器山口店 平井240-1

162
小売 山口マツダ山口朝田UCL店 朝田１０７５－１

133
小売 ポーラエステinRee 葵2丁目5-22

163
小売 山口ミシン販売 中央２－６－２７

134
小売 ポーラエステinReeセントコア店 湯田温泉三丁目2-7

164
小売 シューズ＆バッグ　ヤマダ 中央3-1-37

135
小売 ポーラエステinReeフジグラン山口店 黒川3736

165
小売 大学文具山大共通教育棟売店

吉田１６７７－１
山口大学内

136
小売 ＰＯＰＳ－Ｋ山口店 東山２-３-１８

166
小売 ㈱山本時計店 宮島町８－４

137
小売 ホテルニュータナカ売店 湯田温泉2-6-24

167
小売 ゆめタウン山口 大内千坊六丁目9-1

138
小売 ボルボカー山口 大内矢田南1-1-8

168
小売 洋服の青山山口店 吉敷下東1-17-1

139
小売 マルキュウ赤妻店 赤妻町1-2

169
小売 ヨリモリデンキ 三の宮１－６－３０

140
小売 マルヤスポーツ　トリプルダブル 駅通り一丁目7-7

170
小売 ㈱リカースペース太陽　大内店 大内矢田南3-12-3

141
小売 マンガ倉庫山口店 吉敷下東３-３-１０

171
小売 ㈱リカースペース太陽　宮野店 宮野上宇尾岬176-3

142
小売 Ｍｒ　Ｍａｘ　山口店 黒川８２－１

172
小売 リンドヴルム 宮野上612-37

143
小売 みつよし電化 中央4-6-7

173
小売 レノファ山口ＦＣアンテナショップ 道場門前１－２－２０

144
小売 みどり薬局 吉敷中東3-13-3

174
小売 ｗａＲｍｔｈ 道場門前2-4-6

145
小売 御堀堂香山支店 香山町６－７

175
小売 ビューティ＆ヘルス　わたなべ 中市町1-18

146
小売 御堀堂本店 駅通り1-5-10

176
飲食 赤と黒 湯田温泉１-１０-１１

147
小売 御堀堂湯田支店 湯田温泉1-6-32

177
飲食 炎’Ｓ山口本店 宮島町1007-1

148
小売 無印良品山口 道場門前２-４-１４

178
飲食 割烹　鄙の館 湯田温泉5-2-26

149
小売 村上洋傘店 道場門前1-2-25

179
飲食 ㈲割烹福助 湯田温泉二丁目2-19

150
小売 明治堂 道場門前１丁目２－２７

180
飲食 珈琲舎　カフェ珈紋 大内矢田北1-19-35
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181
飲食 café de sense 大内御堀6丁目4-15

211
サービス リフレ＆整体＆リンパ〔アールリーフ〕 黒川573-19

182
飲食 からあげ専門　みほり峠 大内千坊6-11-6

212
サービス いさむや第一交通㈱ 朝田２０９６－１

183
飲食 牛角山口湯田店 湯田温泉6-156-1

213
サービス ㈲イワタ商会 宝町２－４

184
飲食 串蔵 今井町4-24

214
サービス ㈲岡崎ボデー工場 吉敷下東2-4-8

185
飲食 倉吉 黒川462-2

215
サービス 温泉の森 湯田温泉4-7-17

186
飲食 レストラン　ケイズキッチン 大字平井２１７－９

216
サービス ｃaｎｏｅ山口店 矢原６－１

187
飲食 高級食パン工房山口みほり 大内千坊6-11-6

217
サービス ホテルかめ福 湯田温泉4-5-2

188
飲食 うなぎ　西京げんや 道場門前2-5-11

218
サービス 社会福祉法人ふしの学園 宮野上3346

189
飲食 酒と肴と蕎麦　咲乃華 湯田温泉1-9-5 アビターレyuda101

219
サービス NewStyle　ａｉｌａ 楠木町1-57

190
飲食 ㈱サビエルカンパーナ 亀山町５－２

220
サービス NewStyle　ＣＯＲＥ 大内御堀ゆめタウン1F

191
飲食 仕出しのかとう 宝町１－５８

221
サービス NewStyle　ＮＡＫＡＩＣＨＩ 中市町1-27-103

192
飲食 仕出しみほり峠 大内千坊6-11-6

222
サービス NewStyle　ＦｏｕｒＳｅａｓｏｎｓ 石観音町5-20

193
飲食 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｏ．Ｋ！ 湯田温泉1-10-9

223
サービス NewStyle本店 泉都町９－２０

194
飲食 銚釐庵湯田店 湯田温泉３丁目１－３２

224
サービス 林クリーニング大殿店 堂の前町1-11

195
飲食 土火土火山口湯田店 熊野町5-7

225
サービス 林クリーニング姫山店 平井217-1

196
飲食 とんかつ一丁　大内店 大内矢田南3-12-11

226
サービス フォトスタジオサカクラ 道場門前2-8-18

197
飲食 長崎ちゃんめん山口御堀店 大内御堀1-1-1

227
サービス ㈱ブライダルミミ 白石1-1-1

198
飲食 防長苑 熊野町4-29

228
サービス esthe'&wellnessメリッサ 黒川2550-5

199
飲食 和食食事処ほたる 神田町2-18

229
サービス 山口板金自動車工業㈲ 葵1-2-27

200
飲食 ホテルニュータナカ大内家 湯田温泉2-6-24

230
小売 学生専科タケナガ 本町1-1-11

201
飲食 ホテルニュータナカセーヌドパリ 湯田温泉2-6-24

231
小売 ローソン山口大市町店 大市町1-1

202
飲食 お好み焼き　水音 中市町７－２２

232
小売 ローソン山口大内小野店 大内御堀２９７７-４

203
飲食 みほり峠　大内店 大内矢田南3-12-7

233
小売 ローソン山口大内矢田南四丁目店 大内矢田南４丁目３８６－１

204
飲食 焼きとり友 銭湯小路10

234
小売 ローソン山口下小鯖橋本店 下小鯖3775

205
飲食 山口地ビール　ﾚｽﾄﾗﾝ　ｻﾝ・ﾚﾐ・ﾄﾞ・ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ 下小鯖1360-4

235
小売 ローソン山口平井中上店 平井中上230

206
飲食 ラウンジ華緒 湯田温泉2-1-18 クインビル502

236
小売 ローソン山口吉敷佐畑店 吉敷佐畑1-2-5

207
飲食 rocca 湯田温泉3-7-5

237
小売 ローソン 大内氷上二丁目店 大内氷上２丁目１−３０

208
飲食 炭火ステーキ炉舎　本店 大内中央1-8-1

238
小売 ローソン山口大学正門前店 平井773-1

209
飲食 炭火ステーキ炉舎　湯田店 湯田温泉4-4-40

239
飲食 肉道わぎゅうや 米屋町2-4

210
飲食 廻転寿司　和ｓａｂｉ 駅通り１－３－２

240
飲食 とり道・うな道 中市町3-6

山口地区　（249店） 山口地区　（249店）

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。
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No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

241
サービス フラワータクシー 黒川812-2

242
小売 町のケータイ屋さん 道場門前2-4-8

243
小売 金子老舗山口吉敷店 吉敷中東4-8-2

244
飲食 焼肉みほり峠山口店 吉敷中東4-7-2

245
サービス エステ屋ゆず 大内御堀4245

246
小売 Blaue　Wiese 大内氷上6-33-20

247
小売 ㈲津山鮮魚店 湯田温泉6-2-28

248
サービス 湯田都タクシー 神田町2-16

249
サービス 中司タクシー 湯田温泉2-1-23

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。

山口地区　（249店） 山口地区　（249店）
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No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

1
小売 アイスタ新山口 小郡下郷1357-1

31
小売 御堀堂（アイスタ新山口内） 小郡下郷1357-1

2
小売 アルク小郡店 小郡下郷2273-1

32
小売 三好薬局 小郡下郷８４４－４

3
小売 ㈱山口イエローハット小郡インター店 小郡上郷1792-1

33
小売 ㈲メガネのタケシゲ 小郡下郷2273-1

4
小売 イワタニ山陽㈱山口支店 嘉川3439-4

34
小売 モトナガ酒屋 小郡新町６－６－１０

5
小売 小郡三栄電器 小郡下郷927-15

35
小売 八木酒店 鋳銭司５０６６－１

6
小売 果子乃季新山口駅店 小郡下郷1357

36
小売 ㈲山口健康生活センター 名田島1673

7
小売 果子乃季プラッツ店 小郡下郷763-2

37
小売 菓秋やませ 秋穂二島437

8
小売 ㈲カツ電器センター 嘉川3478

38
小売 山世水産 秋穂二島437

9
小売 ㈲かつみ電器 小郡下郷856-10

39
小売 ヤマネ薬局 秋穂二島5989

10
小売 金子老舗 小郡下郷１５１１

40
小売 ㈲ヨコヤマ 小郡上郷1754-1

11
小売 閂-Bartack 鋳銭司5854-1

41
飲食 懐新和食Ｉ－ＣＨＩ 小郡下郷明治北1225-1

12
小売 きものと洋装　堀 嘉川４３４８

42
飲食 和み家 小郡新町1-2-10

13
小売 クスリ岩崎チェーン　イオンタウン小郡店 小郡前田町2-22

43
飲食 炭火焼肉　りんこう 小郡下郷２２８－２

14
小売 グッディ山口　小郡店 小郡前田町５－３３

44
サービス 美容室アンジェ・クール新山口北口店 小郡下郷明治西

15
小売 河内化粧品店 小郡下郷763-2　ザ・ビッグ内

45
サービス 美容室アンジェ・クール山口グランドホテル店 小郡黄金町１丁目 山口グランドホテル内

16
小売 コープ小郡店 小郡下郷1328-4

46
サービス ｃaｎｏｅ本店 小郡新町４－１０－１６

17
小売 ドラッグコスモス新山口駅店 小郡平成町1-31

47
サービス ㈲グリーントラベル　山口中央旅行社 嘉川3372-1

18
小売 山陰堂　小郡店 小郡下郷1357-1

48
サービス 美容室クレスト・シー 佐山１１０２－１

19
小売 シュクルヴァン新山口駅店 小郡下郷1357

49
サービス Ｄｈｙａａｎａ 小郡新町４－１０－１６

20
小売 ジュンテンドー深溝店 深溝722

50
サービス ㈱東京クリーニング 小郡下郷812-2

21
小売 ダスキン江崎支店 江崎２９７８番地１

51
サービス New Style SO-HO

小郡前田町
イオンタウン小郡内

22
小売 デンキのオカザキ 秋穂二島長浜1015-1

52
サービス 林クリーニング小郡大正町店 小郡下郷1321

23
小売 ドラッグストアモリ山口小郡店 小郡下郷1648-7

53
サービス Ｆｒｏｏｍ 小郡新町６-２-３１

24
小売 ホームプラザナフコ小郡店 小郡花園町７－５

54
サービス ヘアーサロン　イワタニ 鋳銭司5734-2

25
小売 ニットの店　おがわ 小郡下郷1221

55
サービス Beautiful Gardens 小郡上山手町8-30

26
小売 ㈱直方建材　山口店 鋳銭司１００５－８

56
小売 ローソン小郡インター店 小郡みらい町1-1-15

27
小売 フジ小郡店 小郡下郷812-2

57
小売 ローソン小郡昭和通り店 小郡下郷1626-1

28
小売 ㈲松原電機 小郡下郷761-5

58
小売 ローソン山口小郡下郷店 小郡下郷788-1

29
小売 松村電工㈱ 鋳銭司5738-5

59
小売 ローソン山口佐山店 佐山1254-1

30
小売 まんぞく農機 陶1104-4

60
小売 ローソン山口陶店 陶4932-7

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

小郡・南部地区　（61店） 小郡・南部地区　（61店）
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No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

61
小売 ヤマネ薬局小郡店 小郡令和1-3-1

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。

小郡・南部地区　（61店） 小郡・南部地区　（61店）
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No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

1
小売 阿知須フラワー 阿知須4230-2

31
飲食 カフェ＆ダイニングふかの 阿知須4825-1  サンパークあじす１Ｆ

2
小売 池本精肉店 阿知須3545

32
サービス ㈱金子自動車 阿知須677-3

3
小売 上野商店 阿知須3347

33
サービス 美容室アンジェ・レーヴ 阿知須二の宮

4
小売 江本燃料 阿知須3528

34
サービス 3050grafix 阿知須3835

5
小売 オートバックス阿知須 阿知須4696

35
サービス 林クリーニング阿知須西条店 阿知須3316

6
小売 アトム山口阿知須店㈲岡村電器 阿知須4249-3

36
サービス 林クリーニング阿知須サンパーク店 阿知須4825-1 サンパークあじす内

7
小売 サンパークあじす 阿知須4825-1

37
サービス 林クリーニング阿知須浜店 阿知須4728-7

8
小売 ギャルドローブ

阿知須４８２５－１
サンパーク阿知須２Ｆ

38
サービス ﾒﾝｽﾞ＆ﾚﾃﾞｨｰｽﾋﾞｭｰﾃｨｰなかむら 阿知須4633-10

9
小売 ㈲コスメガーデン・タケノ 阿知須4778-10

39
サービス APARTMENT 阿知須7396-7

10
小売 サンリブ阿知須店 阿知須4825-1

40
サービス BRANCH 阿知須7396-1  モントロー2F

11
小売 セブンイレブン山口阿知須中之坪店 阿知須7027-1

41
小売 ホームプラザナフコ阿知須店 阿知須5870-8

12
小売 竹内洋服店 阿知須4240-5

42
小売 ㈲ナカニシ石油 阿知須4532-1

13
小売 トム・フクダ阿知須本店 阿知須１０１－２

43
飲食 和ダイニングたか 阿知須4856-20

14
小売 中尾文具店 阿知須4894-3

44

15
小売 中野ホンダ 阿知須6592

45

16
小売 西中呉服店 阿知須3352

46

17
小売 ㈲フジシゲ電機 阿知須2096-9

47

18
小売 ㈲ふじみや 阿知須３３２１

48

19
小売 フロンティア阿知須店 阿知須6680

49

20
小売 古谷呉服店 阿知須3280

50

21
小売 文栄堂　阿知須店

阿知須4825-1
サンパークあじす内

51

22
小売 セブンイレブン山口阿知須店 阿知須4838-5

52

23
小売 道の駅きららあじす 阿知須509-88

53

24
小売 めがねのアイポイント 阿知須2379

54

25
小売 吉武鮮魚店 阿知須3726

55

26
小売 ㈱リカースペース太陽　阿知須店 阿知須4823-11

56

27
小売 パティスリーカフェ　ロワゾブルー 阿知須509-16

57

28
飲食 リストランテ　ペイザン 阿知須7395-1

58

29
飲食 味心 阿知須4623-4

59

30
飲食 ㈲菊水 阿知須4763-1

60

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。

阿知須地区　（43店） 阿知須地区　（43店）
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No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

1
小売 道の駅あいお 秋穂東１５２０－４

1
小売 阿東ショッピングセンター 阿東徳佐中３０６１－１

2
小売 旭水産㈲ 秋穂西３３１２

2
小売 植地酒舗 阿東徳佐中３５１２－１

3
小売 市嶋自転車店 秋穂東６２６４－２

3
小売 上野建具店 阿東徳佐中3531-21

4
小売 （株）宇野商店 秋穂東６７５８

4
小売 小野電器 阿東地福1880

5
小売 大海自工 秋穂東325番地1

5
小売 Ｙショップおの 阿東篠目２２６５－１

6
小売 秋穂中央給油所 秋穂東６７２７

6
小売 ㈲おおくら酵素販売部 阿東篠目２２６５－１

7
小売 ㈱田中呉服店 秋穂東6011

7
小売 先浦畳店 阿東徳佐中3310-2

8
小売 ㈲松廣呉服店 秋穂東１１２６

8
小売 ㈱ジュンテンドー徳佐店 阿東徳佐下50-1

9
小売 サンマート秋穂店 秋穂東6746-1

9
小売 新見電機 阿東篠目２３９５－１０

10
小売 山根大健堂薬局 秋穂東6746-1

10
小売 田村家電サービス 阿東徳佐中３５１３番地１６

11
小売 スーパーよしもと 秋穂東１８４２

11
小売 長門峡道の駅「あとうの恵み」 阿東生雲東分47-1

12
サービス 国民宿舎　あいお荘 秋穂東７６８－１３

12
小売 マルキュウ徳佐店 阿東徳佐中3044-1

13
サービス ㈲近藤石油 秋穂東６７３６

13
小売 りんごの駅徳佐 阿東徳佐下1165-1

14
サービス 民宿しらい 秋穂東７７８－６

14
サービス カットハウスヤマモト 阿東生雲102

15
サービス モードおがた 秋穂東６２６４

15
サービス ㈲ニューライフ山本 阿東徳佐中３３３１－７

16
サービス ほほえみの郷トイトイ 阿東地福上１８８６－１

17
サービス ㈲明和自販 阿東徳佐中3527-7

18
小売 Patio de Hanaco　福田園芸 阿東徳佐中3730-1

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。

秋穂地区　（15店） 阿東地区　（18店）

9 / 10 ページ



No. 業種 店舗名・屋号 住所 No. 業種 店舗名・屋号 住所

1
小売 島地建材 徳地島地２１８０－１

2
小売 竹村商店 徳地岸見793-4

3
小売 徳地特産品販売所　南大門 徳地堀１５６５－１

4
小売 中村鮮魚店 徳地堀1895-10

5
小売 なかや　菓子店 徳地島地263

6
小売 原田薬品 徳地堀1696

7
小売 ビューティ・メイクはらだ 徳地堀1529－3

8
小売 ㈲ホンダ徳地 徳地八坂762-1

9
小売 出雲とくぢ給油所 徳地堀1754

10
小売 マルキュウ徳地店 徳地堀1613

11
小売 ㈲雪野商店 徳地島地149

12
飲食 徳地そば茶屋　雅 徳地堀1427

13
サービス ㈲ナカシマ 徳地堀1645-1

14
小売 ローソン徳地堀店 徳地堀1504-1

15
小売 八栄石油㈱ 徳地船路957

徳地地区　（15店）

山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/3/23現在）

【有効期限：交付日より６か月間（商品券左下をご確認ください）】

注意
事項

・取り扱えない支店もございますので、必ず所在地、支店名までご確認ください。
・6月1日以降の追加店舗については、各地区の最後尾に掲載します。
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