
山口市安心快適住まいる共通商品券　取扱店舗一覧 （R4/5/6現在）

五十音順

店舗名 店舗住所 ジャンル

アールリーフ 山口市黒川573-19 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

IRON  HORSE 山口市湯田温泉3-1-15第一ビル3F 飲食

aurare 山口市道場門前2-4-20 ファッション・その他

㈲アクティヴ  ウエノ 山口市湯田温泉１丁目６-３０ 家電小売

旭水産有限会社 山口市秋穂西3312番地 食料品・酒類販売

明日香堂 山口市矢原1154--8 家具・生活雑貨

新しい整骨院 山口市本町1-1-13 医院・整体・鍼灸

㈲アノサイクル 山口市大内矢田北1-11-1 自転車・自動二輪・四輪車関連

アルク葵店 山口市葵一丁目４番７０号 スーパーマーケット

アルク大内店 山口市大内矢田南一丁目４番７号 スーパーマーケット

アルク小郡店 山口市小郡下郷２２７３番地１ スーパーマーケット

アルク平川店 山口市平井７２４番地１ スーパーマーケット

アルク山口店 山口市中央四丁目７番２０号 スーパーマーケット

イエローハット小郡インター店 山口市小郡上郷1792-1 自転車・自動二輪・四輪車関連

イエローハット山口店 山口市宮島町9-8 自転車・自動二輪・四輪車関連

いきなりステーキナフコツーワンスタイル山口店 山口市朝田782-2 飲食

居心家鶏まる 山口市湯田温泉1-9-5-103 飲食

居酒屋坂田山口店 山口市湯田温泉6丁目156-1 飲食

焼き鳥居酒屋ひろ 山口市湯田温泉3丁目7番7-1 飲食

石川石材店 山口市吉田2257-2 お墓、墓石工事

出雲とくぢ給油所 山口市徳地堀1515-1 ガソリンスタンド

市嶋自転車店 山口市秋穂東６２６４－２ 自転車・自動二輪・四輪車関連

㈲イワタ商会 山口市宝町２－４ 自転車・自動二輪・四輪車関連

イワタニ山陽株式会社　山口支店 山口市嘉川3439-4 ＬＰガス・ガス機器販売

文榮堂ヴィレッジボイス 山口市大内千坊六丁目9-1ゆめタウン山口2Ｆ ファッション・その他

西京げんや 山口市道場門前2-5-11 飲食

㈱宇野商店 山口市秋穂東6758番地 自転車・自動二輪・四輪車関連

エクスプレス山口 山口市道場門前2丁目4番9号 家電小売

F･O･B STORE 山口市道場門前2-4-7 ファッション・その他

えんず山口本店 山口市宮島町1007-1 飲食

遠藤中央薬局 山口市道場門前1-3-10 ドラッグストア・薬局

遠藤中央薬局下市店 山口市下市町11-6 ドラッグストア・薬局

遠藤中央薬局湯田支店 山口市元町2-21 ドラッグストア・薬局

おいはぎ峠 山口市江崎988－71 飲食

近江屋寝具店 山口市中市町２－５ 家具・生活雑貨

お好み焼水音 山口市中市町7-22 飲食

お食事処入道 山口市小郡大正町15番14号 飲食

お肉バル うに(和) 山口市湯田温泉3-7-7-1 湯けむり横丁 飲食

小野商店 本店 山口市下小鯖2470 食料品・酒類販売

小野商店 吉敷店 山口市下小鯖2470 食料品・酒類販売

小野電器 山口市阿東地福上１８８０ 家電小売

オブティック 山口市神田町５－３－１０１ 眼鏡

Ortolana 山口市佐山1109-1 飲食

おんせんの森 山口市湯田温泉４丁目7-17 各種施設

カーテン夢空間 山口市大内長野776-2 カーテン他、販売、施工

懐新和食Ｉ-ＣＨＩ 山口市小郡明治１丁目16-1 飲食

海鮮長州湯田店 山口市周布町1-22 飲食

海鮮なぶら 山口市中市町1-20 飲食

㈲カツ電器センター 山口市嘉川3478 家電小売

割烹 鄙の館 山口市湯田温泉5丁目223 飲食

割烹福助 山口市湯田温泉2-2-19 飲食

かなえ薬局 山口市小郡令和一丁目1番2号　メディフィットラボ3階 ドラッグストア・薬局

金子スタジオ 山口市中央2丁目6番19号 写真・アルバム

cafe Nobu 山口市阿東徳佐下344-2 飲食

cafe de sense 山口市大内御堀6-4-15 飲食

Cafeはなめ 山口市小郡大正町15番46号 飲食

㈱佐藤商会 山口市中河原町2番11号 ギフト

㈱近江屋　山口本店 山口市道場門前一丁目3番13号 ファッション・その他



㈱近江屋　レンタル＆フォトスタジオ 山口市道場門前2-4-3 ファッション・その他

㈱後藤モータース 山口市大内千坊６丁目１１－２０ 自転車・自動二輪・四輪車関連

唐揚げ専門店みほり峠 山口市大内千坊6-11-6 飲食

岸田時計店 山口市中市町4-15 装飾品等

文榮堂キデイランド山口店 山口市大内千坊六丁目9-1ゆめタウン山口2Ｆ ファッション・その他

きものと洋装堀 山口市嘉川4348 ファッション・その他

きれい倶楽部 山口市大内千坊六丁目9-1　ゆめタウン山口店内 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

グーグーまるひさ 山口市本町2-2-10 寝具

クスリ岩崎チェーンイオンタウン小郡店 山口市小郡前田町２－２２ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン維新公園店 山口市維新公園５－２－１５ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーンメルクス山口店 山口市黒川字大土手８２－１ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン山口大内店 山口市大内千坊４－１５－１１ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン山口北店 山口市桜畠２－２３１０ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン山口米屋町店 山口市米屋町3-20 ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン山口湯田店 山口市湯田温泉６－２－２２ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン山口吉敷店 山口市吉敷上東２－５－８ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン湯田温泉駅前店 山口市下市町７－２４ ドラッグストア・薬局

クスリ岩崎チェーン湯田西店 山口市湯田温泉６－８－６４ ドラッグストア・薬局

倉永電機 山口市平井1660番地9 家電小売

glam hair 山口市赤妻町10-20 理容・美容

倉吉 山口市黒川462-2 飲食

グランシャリオ新山口店 山口市小郡明治1-13-3 菓子

グランドミック三好屋楽器大内店 山口市米屋町３番２４号 楽器、楽譜関連

グランドミック三好屋楽器山口店 山口市米屋町３番２４号 楽器、楽譜関連

Clair moment 山口市平井626-2 ジーザスマンション1F 菓子

クレイン山口どうもん店 山口市道場門前１－２－２２ ファッション・その他

K’s kitchen 山口市平井217-9 飲食

化粧品のわたなべ 山口市小郡明治２丁目９－１１ 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

紅牛 山口市佐山893-1 飲食

高級食パン工房山口みほり 山口市大内千坊6-11-6 飲食

河内化粧品店 山口市小郡下郷763-2ザ・ビッグ内 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

珈琲舎カフェ珈紋 山口市大内矢田北1-19-35 飲食

国民宿舎あいお荘 山口市秋穂東10768-13 宿泊

志　COCOLO 山口市糸米2-1-20 理容・美容

小林船具店秋穂中央給油所　　 山口市秋穂東6726 ガソリンスタンド

小料理お母さんのスナックHIRO 山口市湯田温泉2丁目1-18   クィーンビル4F 飲食

これはおいしいアッハッハ 山口市大内長野215-5 スーパーマーケット

goromugi 山口市平井711-5 家具・生活雑貨

㈱サイクルラボヤマダ 山口市今井町3-21 自転車・自動二輪・四輪車関連

先浦畳店 山口市阿東徳佐中3310-2 畳製造・販売

酒と肴と蕎麦　咲乃華 山口市湯田温泉1-9-5 アビターレYuda101 飲食

酒のフロンティア阿知須店 山口市阿知須6680 食料品・酒類販売

さち美容室 山口市黒川1080-6 理容・美容

サビエル&やまのわ　アルク小郡店 山口市小郡下郷2273番地1 飲食

ザ・ビッグ小郡店 山口市小郡下郷763番地2 スーパーマーケット

サンピット山口 山口市大内問田5丁目10-17 ガソリンスタンド

CPサロンY&K 山口市宮野下691 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

仕出しのかとう 山口市宝町1-58 飲食

仕出しみほり峠 山口市大内千坊6-11-6 飲食

シャトレーゼ山口湯田店 山口市吉敷下東2丁目3-6 菓子

シャロームnaoco 山口市若宮町1-34-201 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

シューズ愛ランド山口店 山口市糸米２丁目2598-1 ファッション・その他

手芸コトーネ阿知須店 山口市阿知須4825-1 手芸用品 婦人服等

旬彩まさらっぷ 山口市湯田温泉2-1-1 飲食

ジュンテンドー徳佐店 山口市阿東徳佐下５０－１ ホームセンター

㈱ジュンテンドー深溝店 山口市深溝722番地 ホームセンター

ジュンテンドー湯田店 山口市赤妻町1-2 ホームセンター

昭ちゃんコロッケ株式会社 山口市銭湯小路15 食料品・酒類販売

白石時計店 山口市道場門前1-3-15 装飾品等

進 山口市平井601-5 飲食

新鮮市場大内店 山口市大内中央1-3-26 スーパーマーケット

新鮮市場中市店 山口市中市町3-8 スーパーマーケット

新鮮市場宮野店 山口市宮野上179-3 スーパーマーケット

新鮮市場湯田店 山口市矢原町11-7 スーパーマーケット

進物の大進　山口店 山口市黄金町12-21 ギフト商品



末廣 山口市米屋町2-10 キッチン用品、刃物

ZUKAZUKA 山口市湯田温泉2丁目3ー 2 2 飲食

すこやか整骨院・SUKOYAKA　SALON 山口市阿知須4837-1 医院・整体・鍼灸

鮨　和sabi 山口市駅通り一丁目3-2 飲食

寿司正 山口市小郡令和三丁目1番5号 飲食

ステラ 大内店 山口市桜畠3-1-51 理容・美容

ステラ　本店 山口市桜畠3-1-51 理容・美容

スナックゼロ 山口市中市町3-33 飲食

スナックBRICK 山口市湯田温泉1丁目10-19 飲食

炭火居酒屋D'rise 山口市泉都町9-15 飲食

炭火焼肉 りんこう 山口市小郡下郷228番地2 飲食

Slow Life Supply 山口市米屋町2-6 飲食

セオサイクル山口店 山口市泉都町7-7 自転車・自動二輪・四輪車関連

セルフステーション大内 山口市大内矢田北４丁目９－２５ ガソリンスタンド

セルフステーション山口湯田 山口市葵２丁目７－５ ガソリンスタンド

鮮魚のおだ　本店 山口市下小鯖 2523-1 食料品・酒類販売

ダイニングバーロッカ 山口市湯田温泉3丁目7-5 飲食

タイヤ館山口 山口市大内中央１丁目８番５号 自転車・自動二輪・四輪車関連

タイヤ館山口湯田店 山口市吉敷下東１丁目１４－１０ 自転車・自動二輪・四輪車関連

太陽家具百貨店　山口店 山口市平井90エディオン山口本店2F 家具・生活雑貨

ダスキン日進　山口営業所 山口市朝田947-2 衛生用品販売・レンタル、害虫・害獣駆除、家事手伝いサービス

田所商店　山口店 山口市吉敷中東1丁目1-27 飲食

種田家具ZakkaShop＆山口店 山口市黒川464 家具・生活雑貨

タボーラ 山口市湯田温泉3丁目1-32 飲食

中央寝装 山口市白石1丁目4-6 寝具

中国芝浦電子株式会社 山口市宝町１－７６ パソコン・無線機・通信機器・周辺機器

長州居酒屋とも 山口市湯田温泉１丁目１１－１９ 飲食

ちろりあん　山口湯田店 山口市湯田温泉3-1-32 飲食

有限会社　津山鮮魚店 山口市湯田温泉6丁目2-28 食料品・酒類販売

ティーズガーデン 山口市黒川2392-3 飲食

ディスカウントドラッグコスモス大内店 山口市大内矢田南4-8-7 ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス大内御堀店 山口市宮島町8-5 ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス新山口駅店 山口市小郡平成町１－３１ ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス平川店 山口市平井１２１６-１ ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス松美町店 山口市松美町２－８０ ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス宮野恋路店 山口市宮野下１０１９-１ ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス矢原店 山口市矢原町１０－２０ ドラッグストア・薬局

ディスカウントドラッグコスモス吉敷店 山口市維新公園３丁目７－７ ドラッグストア・薬局

鉄板酒場壱○弐 山口市湯田温泉６丁目2-18 飲食

㈲電気のイトウ 山口市金古曽町2-5 家電小売

特産品ショップやまぐちさん 山口市道場門前１－３－１６ 食料品・酒類販売

特産品販売所　南大門 山口市徳地堀１５６５－１ 徳地特産品／農産物

徳陽石油有限会社 山口市桜畠1丁目1-32 ガソリンスタンド

㈲友清りんご園 山口市阿東徳佐下403 生花、造園・農業関連

鶏串　イッパ 山口市泉都町9-18 飲食

trove 山口市維新公園3丁目6-50 家具・生活雑貨

とんかつ一丁大内店 山口市大内矢田南3-12-11 飲食

長崎ちゃんめん　大内御堀店 山口市大内御堀1-1-1 飲食

中司タクシー 山口市湯田温泉２丁目１－２３ タクシー

nagomi style 山口店 山口市大内問田５の１の６ うつわ、服飾雑貨

和み家小郡店 山口市小郡新町1-2-10 飲食

Nishida Coffee 山口市湯田温泉五丁目7-6 食料品・酒類販売

日本交通株式会社山口営業所 山口市湯田温泉１丁目11-35 タクシー

日本茶専門店八十八 山口市米屋町2-39 食料品・酒類販売

日本料理　福しま(WA FUKUSHIMA) 山口市小郡高砂町4-36 新栄ビル101 飲食

ngoi by Clearlife 山口市大内御堀5-11-8,1F ファッション・その他

㈱直方建材　山口店 山口市鋳銭司1005-8 建築・建設

売店アルテ 山口市小郡みらい町1-7-1 売店・コンビニエンスストア

原田酒舗 山口市湯田温泉1-11-23 食料品・酒類販売

パリノ 山口市道場門前1-3-5 ファッション・その他

明屋書店小郡店 山口市小郡下郷７８５番地１ 書籍等

明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 山口市大内千坊二丁目16-21 書籍等

はるやま山口店 山口市大内御堀1-2-24 ファッション・その他

HALLOW'S 大内店 山口市大内千坊6-11-6 ファッション・その他

Hallows山口店 山口市道場門前1－2－24 ファッション・その他



パワーキューブ 山口市下市町8－17－1 家電小売

ビーズ・アクセサリー専門店ナチュレ山口 山口市野田一番地 売店・コンビニエンスストア

美顔教室プリティ店 山口市中市町1-18 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

PIZZERIA ANCORA 山口市吉敷赤田4-5-8 飲食

ビューティー＆ヘルスわたなべ 山口市中市町1-18 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

美容室アンジェ・クール新山口北口店 山口市小郡明治1丁目14番14号 理容・美容

美容室アンジェ・クール山口グランドホテル店 山口市小郡黄金町1-1 理容・美容

美容室アンジェ・レーヴ 山口市阿知須4633-9 理容・美容

美容室クレスト・シー 山口市佐山1102-1 理容・美容

ファッションハウス ねね 山口市本町2-1-6 ファッション・その他

ファミリーマート大内長野店 山口市大内長野1643-4 食料品・酒類販売

Photo studio Festa 山口市米屋町2－10 ファッション・その他

フォトスタジオ　サカクラ 山口市道場門前2-8-18 写真

フォルクスワーゲン山口 山口市大内矢田南一丁目１番１６号 自転車・自動二輪・四輪車関連

㈲藤井食料品店 山口市本町1-1-10 食料品・酒類販売

椹野川漁業協同組合 山口市平井340-1 あゆ・かに・うなぎ

藤本呉服店 山口市米屋町2－10 ファッション・その他

藤本美容室 山口市小郡新町４丁目11-1 理容・美容

ブティックアロマ 山口市本町1-1-13 ファッション・その他

ブライダルスペースMIMI 山口市道場門前1-2-28 貸衣装

フラワータクシー 山口市黒川812-2 タクシー

Prink 山口市中市町1番27号102 ファッション・その他

古谷呉服店 山口市阿知須3280 ファッション・その他

PLENTY 山口市駅通り2-1-12 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

文榮堂サンパーク阿知須店 山口市阿知須4825-1サンパーク阿知須2Ｆ 書籍等

文榮堂本店 山口市道場門前1-3-11 書籍等

ブンエイドウ山口大学前店 山口市平井775 書籍等

文榮堂ゆめタウン店 山口市大内千坊六丁目9-1ゆめタウン山口2Ｆ 書籍等

文具のヨコヤマ 山口市小郡上郷１７５４－１ 家具・生活雑貨

Hair-make PLIME 山口市平井130-1 理容・美容

部坂呉服店 山口市上竪小路90 ファッション・その他

ベスト電器　山口店 山口市平井２４０－１ 家電量販店

防長苑 山口市熊野町4-29 宿泊

POLA エステ・イン・Ree 葵店 山口市葵 ２丁目５ー２２ 理容・美容

POLA エステ・イン・Ree セントコア山口店 山口市湯田温泉 3－2－7 セントコア山口地下1階 理容・美容

POLA エステ・イン・Ree フジグラン山口店 山口市黒川 3736 フジグラン山口生活館 理容・美容

POLA 新小郡店 山口市小郡下郷876 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

ボルボ・カー山口 山口市大内矢田南一丁目１番８号 自転車・自動二輪・四輪車関連

本格馬肉料理ゆい 山口市湯田温泉1-7-18 広沢ビル1F 飲食

mark 山口市道場門前2-4-18末永ビル2F ファッション・その他

マックスバリュ吉敷店 山口市吉敷上東2丁目5番1号 スーパーマーケット

マックハウス　メルクス山口店 山口市黒川字大土手82 ファッション・その他

松原電機 山口市小郡下郷761-5 家電小売

松廣呉服店 山口市秋穂東1126 ファッション・その他

まもる整体サロン 山口市維新公園1-12-28 医院・整体・鍼灸

丸久赤妻店 山口市赤妻町１番２号 スーパーマーケット

丸久徳佐店 山口市阿東徳佐中３０４４番地１ スーパーマーケット

丸久徳地店 山口市徳地堀１６１３番地 スーパーマーケット

マルヤスポーツ/トリプルダブル 山口市駅通り1-7-7 スポーツ関連

マンガ倉庫　山口店 山口市吉敷下東三丁目３番１０号 書籍等

まんぞく農機 山口市陶1104-4 農機具全般

Mr. YVE 山口市道場門前2-4-3 ファッション・その他

道の駅あいお 山口市秋穂東１５２０－４ 加工食品等

道の駅きららあじす 山口市阿知須10509-88 食料品・酒類販売

みつよし電化 山口市矢原1314-12 家電小売

みどり薬局 山口市吉敷中東3－13－3 ドラッグストア・薬局

御堀堂　小郡支店 山口市小郡下郷1357-1 菓子

御堀堂　香山支店 山口市香山町6-32 菓子

御堀堂　本店 山口市駅通り1-5-10 菓子

御堀堂　湯田支店 山口市湯田温泉1-6-32 菓子

みほり峠大内店 山口市大内矢田南3-12-7 飲食

三好薬局 山口市小郡下郷844-4 ドラッグストア・薬局

民宿しらい 山口市秋穂東778-6 飲食

無印良品　山口店 山口市道場門前2丁目3-14 ファッション・その他

村上洋傘店 山口市道場門前１－２－２５ 家具・生活雑貨



村重石油　山口給油所 山口市旭通リ1－11－1 ガソリンスタンド

㈲明和自販 山口市阿東徳佐中３５２７－７ 自転車・自動二輪・四輪車関連

眼鏡市場　山口店 山口市湯田温泉6丁目8-53 メガネ

メガネのふくだ 山口市大内千坊5丁目1番8号 メガネ

メナード化粧品 白石代行店 山口市白石3丁目11-16 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

mens'マエダ 山口市道場門前2-4-7 ファッション・その他

モードおがた 山口市秋穂東６２６４ ファッション・その他

モリイケ 山口市中市町６－１７ 文具・事務機器

八百花まつにし 山口市中市町3-6 食料品・酒類販売

八木酒店 山口市鋳銭司5066-1 食料品・酒類販売

焼き鳥ありきち 山口市湯田温泉1-10-19 飲食

やき鳥 友清 山口市湯田温泉4-4-1 飲食

焼肉みほり峠山口店 山口市吉敷中東4-7-2 飲食

山一薬舗 山口市大内矢田南1-4-7 ドラッグストア・薬局

山口井筒屋 山口市中市町3番3号 百貨店・ショッピングセンター

山口交通株式会社 山口市朝倉町2-3 タクシー

山口大学教育学部売店 山口市吉田1677-1 売店・コンビニエンスストア

山口大学共通教育棟売店 山口市吉田1677-1 売店・コンビニエンスストア

山口大学人文・経済・理学部売店 山口市吉田1677-1 売店・コンビニエンスストア

山口ミシン販売・ポピンズ 山口市中央2-6-27 ミシン

山口三菱自動車販売株式会社　山口店 山口市大内千坊５丁目２－２４ 自転車・自動二輪・四輪車関連

山田石油サービス㈱小郡東給油所 山口市陶1550-1 ガソリンスタンド

山根大健堂薬局 山口市秋穂東6746-1 ドラッグストア・薬局

ヤマネ薬局　小郡店 山口市小郡令和一丁目3-1 ドラッグストア・薬局

㈱山本時計店 山口市宮島町8-4 装飾品等

㈲オート・ケア・アームズ 山口市大内矢田北3丁目21-28 自転車・自動二輪・四輪車関連

㈲岡村電器 山口市阿知須　４２４９－３ 家電小売

湯田商店 山口市熊野町4-27ナイトステータスビル1F5号 飲食

ゆめタウン山口 山口市大内千防六丁目9番1号 百貨店・ショッピングセンター

来来亭　山口湯田店 山口市湯田温泉2丁目9-30 飲食

ラウンジ華緒 山口市湯田温泉2-1-18 クインビル502 飲食

Leaf moon 山口市大内千坊四丁目6-30 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

リストランテ・ペイザン 山口市阿知須7395番地1 飲食

料亭なわた 山口市堂の前町2-39 飲食

リラクゼーションサロンWA 山口市泉町1－5西京ハイツ湯田C-3 美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

リンドヴルム 山口市宮野上612－37 家具・生活雑貨

Le Gaulois 山口市湯田温泉6-3-22 飲食

Le.Matsu. 山口市湯田温泉2-3-11 飲食

レストランシェフ 山口市中河原町2_12 飲食

㈱レノファ山口 山口市赤妻町3番5号 スポーツ関連

レノファ山口アンテナショップ 山口市道場門前1丁目2-20 スポーツ関連

レビヨン 山口市堂の前町２－５３ ファッション・その他

炉舎本店 山口市大内中央1-8-1 飲食

炉舎湯田店 山口市湯田温泉4-4-40 飲食

ろばたいむ 山口市駅通り1-7-8 飲食

waRmth 山口市道場門前2-4-6 ファッション・その他

KKR山口あさくら　和食食事処ほたる 山口市神田町2-18 飲食

渡辺水産有限会社 山口市秋穂二島437番地 食料品・酒類販売


