山口市安心快適住まいる共通商品券

取扱店舗一覧 （R4/9/5現在）
五十音順

店舗名

店舗住所

ジャンル

1 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)

2 IRON HORSE

山口市湯田温泉3-1-15第一ビル3F

飲食

3 秋穂サービスステーション有限会社近藤石油

山口市秋穂東6736

ガソリンスタンド

4 aurare

山口市道場門前2-4-20

ファッション・その他

5 AQUA

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

6 有限会社 アクティヴ ウエノ

山口市湯田温泉１丁目６-３０

家電小売

7 旭水産有限会社

山口市秋穂西3312番地

食料品・酒類販売

8 株式会社浅屋商店

山口市中市町6番21号

食料品・酒類販売

9 あじの花

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

10 明日香堂

山口市矢原1154--8

家具・生活雑貨

11 新しい整骨院

山口市本町1-1-13

医院・整体・鍼灸

山口市阿東生雲東分４７番地1

食料品・酒類販売

13 ㈲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

14 APARTMENT

山口市阿知須7396-7

理容・美容

15 Alice Lidell

山口市米屋町2-43

ファッション・その他

16 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

17 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

18 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

19 アルク平川店

山口市平井７２４番地１

スーパーマーケット

20 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

21 ALMO vio specialty salon

山口市小郡高砂町2-11新山口ビル6階601

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

22 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

23 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

24 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

25 居心家鶏まる

山口市湯田温泉1-9-5-103

飲食

26 居酒屋坂田山口店

山口市湯田温泉6丁目156-1

飲食

27 居酒屋大笑

山口市湯田温泉4-1-5

飲食

28 焼き鳥居酒屋ひろ

山口市湯田温泉3丁目7番7-1

飲食

29 いさむや第一交通株式会社

山口市朝田2096-1

タクシー

30 石井電機

山口市若宮町1-37

家電小売

31 石川石材店

山口市吉田2257-2

お墓、墓石工事

山口市徳地堀1515-1

ガソリンスタンド

33 イタリア食堂ベケ

山口市野田２

飲食

34 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

35 衣料の店さいとう

山口市阿東生雲中２１１－１０

ファッション・その他

36 有限会社

山口市宝町２－４

自転車・自動二輪・四輪車関連

山口市嘉川3439-4

ＬＰガス・ガス機器販売

38 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

39 VEHCICA

山口市若宮町6-11

飲食

40 うえだ美容室

山口市秋穂東６７６９

理容・美容

41 植地酒舗

山口市阿東徳佐中3512-1

食料品・酒類販売

42 上野建具店

山口市阿東徳佐中3531-21

建具

43 Wellbo

山口市矢原町13-5MAISONひまわり305

スポーツ関連

44 ウォンツ山口嘉川店

山口市嘉川1379‐3

スーパーマーケット

45 ウォンツ上山口店

山口市三の宮1丁目2-47

ドラッグストア・薬局

46 ウォンツ徳佐店

山口市阿東徳佐中3061-1

ドラッグストア・薬局

47 ウォンツ山口秋穂店

山口市秋穂東6893ｰ1

ドラッグストア・薬局

48 ウォンツ山口大内店

山口市大内御堀６丁目１番２号

ドラッグストア・薬局

49 ウォンツ山口小郡店

山口市小郡下郷979-8

ドラッグストア・薬局

50 ウォンツ山口宮野店

山口市宮野下2879-1

ドラッグストア・薬局

51 ウォンツ

山口市吉敷中東2-1-21

ドラッグストア・薬局

52 うどん・そば壱

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

53 株式会社宇野商店

山口市秋穂東6758番地

自転車・自動二輪・四輪車関連

54 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

55 S.I.D山口店

山口市平井366

自転車・自動二輪・四輪車関連

山口市黒川2550-5

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

57 SUKテニスアカデミー

山口市大内問田3丁目28-28

スポーツ関連

58 エディオンいわもと家電

山口市秋穂東6684-4

家電小売

59 エディオン徳佐店

山口市阿東徳佐中3061-1

家電小売

60 エディオン吉敷店

山口市吉敷下東１丁目15-1.

家電小売

61 F･O･B STORE

山口市道場門前2-4-7

ファッション・その他

62 エルマール

山口市後河原177-4

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

63 えんず山口本店

山口市宮島町1007-1

飲食

64 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

65 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

66 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

67 おいはぎ峠

山口市江崎988－71

飲食

12 道の駅長門峡

あとうの恵み

32 前田産業株式会社

出雲とくぢ給油所

イワタ商会

37 イワタニ山陽株式会社

山口支店

吉敷店

56 エステ&ウェルネス

メリッサ

68 大島いりっこ本舗

山口市大内矢田北6－7－5

食料品・酒類販売

69 ㈲オート・ケア・アームズ

山口市大内矢田北三丁目21-28

自転車・自動二輪・四輪車関連

70 オーバーヴィーゼ

山口市後河原94

食料品・酒類販売

71 大庭りんご園

山口市阿東徳佐下1232

農産物直売所（りんご他）

72 大海自工

山口市秋穂東325-1

自転車・自動二輪・四輪車関連

73 株式会社近江屋

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

74 株式会社近江屋

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

75 近江屋寝具店

山口市中市町２－５

家具・生活雑貨

76 大村めがね補聴器店

山口市小郡明治二丁目5番1号

装飾品等

77 有限会社

山口市阿知須

家電小売

岡村電器

４２４９－３

78 小郡三栄電器

山口市小郡下郷927-15

家電小売

79 お好み焼水音

山口市中市町7-22

飲食

80 お食事処入道

山口市小郡大正町15番14号

飲食

81 お茶の鴻雪園

山口市後河原163番地

飲食

82 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

83 THE ONIBUS BURGER

山口市大市町1-16

飲食

84 小野商店 本店

山口市下小鯖2470

食料品・酒類販売

85 小野商店 吉敷店

山口市吉敷佐畑２丁目１８－６

食料品・酒類販売

86 小野電器

山口市阿東地福上1880

家電小売

87 オブティック

山口市神田町５－３－１０１

眼鏡

88 Ortolana

山口市佐山1109-1

飲食

89 おんせんの森

山口市湯田温泉４丁目7-17

各種施設

90 カーテンはうすAvenue

山口市吉田697-3

カーテン

91 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

92 ガーリーマーケット

山口市米屋町3-25

ファッション・その他

93 懐新和食Ｉ-ＣＨＩ

山口市小郡明治１丁目16-1

飲食

94 海鮮長州湯田店

山口市周布町1-22

飲食

95 海鮮なぶら

山口市中市町1-20

飲食

96 学生専科タケナガ

山口市本町１－１－１１

学生服、ユニフォーム

97 家族割烹鎌倉

山口市宮野下2878-4

飲食

98 ㈲カツ電器センター

山口市嘉川3478

家電小売

99 割烹 鄙の館

山口市湯田温泉5丁目223

飲食

100 割烹福助

山口市湯田温泉2-2-19

飲食

101 かなえ薬局

山口市小郡令和一丁目1番2号

102 株式会社

山口市阿知須677-3

自転車・自動二輪・四輪車関連

103 金子スタジオ

山口市中央2丁目6番19号

写真・アルバム

104 金子老舗

山口市小郡下郷1539

菓子

山口市吉敷中東四丁目8番2号

菓子

106 canoe山口小郡店

山口市小郡新町4-10-16

理容・美容

107 canoe山口矢原店

山口市矢原町6-1

理容・美容

108 CAFE くらのとなり

山口市阿知須4704

飲食

109 cafe Nobu

山口市阿東徳佐下344-2

飲食

110 カフェ＆ダイニングふかの

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

111 cafe de sense

山口市大内御堀六丁目4-15

飲食

112 Cafeはなめ

山口市小郡大正町15番46号

飲食

113 株式会社

山口市秋穂東6746

ファッション・その他

114 (株)河村福祉サービス

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

その他

115 かめ福オンプレイス

山口市湯田温泉4-5-2

宿泊

116 唐揚げ専門店みほり峠

山口市大内千坊6-11-6

飲食

117 川口自動車

山口市秋穂東３２５－３

自転車・自動二輪・四輪車関連

118 有限会社

山口市秋穂東1713-1

自転車・自動二輪・四輪車関連

119 神田珈琲園山口

山口市大内千坊2―14―8

飲食

120 GANBERO ROSSO

山口市湯田温泉5丁目4-15

飲食

121 菊水

山口市阿知須4763-1

飲食

122 岸田時計店

山口市中市町4番15号

装飾品等

123 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

124 木下酒造株式会社

山口市大市町２－２０

食料品・酒類販売

125 きものと洋装堀

山口市嘉川4348

ファッション・その他

126 ギャルソン

山口市米屋町１－７

ファッション・その他

127 ギャルドローブ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

128 牛角山口湯田店

山口市湯田温泉6丁目156-1

飲食

129 有限会社協和サービス

山口市中央5丁目15-11西京ビル

家電小売

130 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)

131 グーグーまるひさ

山口市本町2-2-10

家具・生活雑貨

132 串蔵

山口市今井町４番２４号

飲食

133 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

134 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

135 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

136 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

137 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

105 金子老舗

金子自動車

山口吉敷店

田中呉服店

カワノ

メディフィットラボ3階
ドラッグストア・薬局

138 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

139 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

140 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

141 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

142 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

143 倉永電機

山口市平井1660番地9

家電小売

144 glam hair

山口市赤妻町10-20

理容・美容

145 倉吉

山口市黒川462-2

飲食

146 グランシャリオ新山口店

山口市小郡明治1-13-3

菓子

147 グランドミック三好屋楽器大内店

山口市大内千坊六丁目１１-５７

楽器、楽譜関連

148 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

149 クリーニングはやし

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

クリーニング

150 Clair moment

山口市平井626-2 ジーザスマンション1F

菓子

151 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

152 K’s kitchen

山口市平井217-9

飲食

153 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)

154 紅牛

山口市佐山893-1

飲食

155 高級食パン工房山口みほり

山口市大内千坊6-11-6

飲食

156 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)

157 株式会社

山口市朝田字流通センター10601番地7

自転車・自動二輪・四輪車関連

158 光文堂印刷㈲

山口市阿東徳佐中3635-1

名刺、ハガキ、印刷物

159 珈琲舎カフェ珈紋

山口市大内矢田北1-19-35

飲食

160 コープここといずみ店

山口市泉町150-1

スーパーマーケット

161 コープここと小郡店

山口市小郡大正町15-1

スーパーマーケット

162 コープこことどうもん店

山口市道場門前1-1-18

スーパーマーケット

163 ゴクゴク

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

164 国民宿舎あいお荘

山口市秋穂東10768-13

宿泊

165 CoCori

山口市大内中央1-3-37

ファッション・その他

166 志

山口市糸米2-1-20

理容・美容

167 コスメティックエスティ

山口市阿知須4825-１

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

168 株式会社後藤モータース

山口市大内千坊６丁目１１－２０

自転車・自動二輪・四輪車関連

山口市秋穂東6726

ガソリンスタンド

170 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

171 コレット

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

理容・美容

172 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

173 goromugi

山口市平井711-5

家具・生活雑貨

174 西京げんや

山口市道場門前2-5-11

飲食

175 ㈱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

176 酒と肴と蕎麦

山口市湯田温泉1-9-5 アビターレYuda101

飲食

177 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

178 さち美容室

山口市黒川1080-6

理容・美容

179 薩摩ぢどり

山口市熊野町4-15

飲食

180 株式会社

山口市中河原町2番11号

ギフト

山口市小郡下郷2273番地1

飲食

182 ザ・ビッグ大内店

山口市大内長野581

スーパーマーケット

183 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

184 さわらぎ

山口市米屋町3-22

飲食

185 サンビ

山口市米屋町3－22

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

186 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

187 サンマート秋穂店

山口市秋穂東6746番地1

スーパーマーケット

188 サンリブ阿知須

山口市阿知須4825-1

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

189 レストラン

山口市下小鯖1360-4

飲食

190 Sia

山口市道祖町1-32

理容・美容

191 G.M Sally

山口市米屋町2-8

ファッション・その他

192 CPサロンＹ&K

山口市宮野下691

理容・美容

193 ＪＡ山口県宇部統括本部新鮮館

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

食料品その他

194 JA農産物直売所ぶちええ菜山口店

山口市維新公園3－11－1

青果物

195 有限会社

山口市湯田温泉1-6-28

食料品・酒類販売

196 仕出しのかとう

山口市宝町1-58

飲食

197 仕出しみほり峠

山口市大内千坊6-11-6

飲食

198 シャトレーゼ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

菓子

199 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

200 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)

201 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

202 シューズ／バッグ

山口市道場門前１－１－２３

ファッション・その他

203 株式会社シュガーウェブ

山口市黒川3465-21F

その他

204 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

205 旬彩まさらっぷ

山口市湯田温泉2-1-1

飲食

206 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

207 （株）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

興電社

COCOLO

169 小林船具店秋穂中央給油所

コバヤシ

咲乃華

佐藤商会

181 サビエル&やまのわ

アルク小郡店

サンレミド・プロヴァンス

志賀酒舗

タカムラ

208 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

209 春来館

山口市湯田温泉1丁目7-31温泉堂ビル

飲食

210 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

211 白石時計店

山口市道場門前1-3-15

装飾品等

212 進

山口市平井601-5

飲食

213 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

214 新鮮市場中市店

山口市中市町3-8

スーパーマーケット

215 新鮮市場宮野店

山口市宮野上179-3

スーパーマーケット

216 新鮮市場湯田店

山口市矢原町11-7

スーパーマーケット

217 進物の大進

山口市黄金町12-21

ギフト商品

218 水津自動車工業有限会社

山口市三の宮１－１－４３

自転車・自動二輪・四輪車関連

219 スーパーよしもと

山口市秋穂東１８４２

スーパーマーケット

220 末廣

山口市米屋町2-10

キッチン用品、刃物

221 ZUKAZUKA

山口市湯田温泉2丁目3ー 2 2

飲食

222 スキャンクス

山口市大内千坊六丁目9ー1ゆめタウン山口１Ｆ

ファッション・その他

223 すこやか整骨院・SUKOYAKA SALON

山口市阿知須4837-1

医院・整体・鍼灸

224 鮨

山口市駅通り一丁目3-2

飲食

225 寿司正

山口市小郡令和三丁目1番5号

飲食

226 ステラ 大内店

山口市大内矢田南７丁目４－３

理容・美容

227 ステラ

本店

山口市桜畠3-1-51

理容・美容

228 スナックゼロ

山口市中市町3-33

飲食

229 スナックBRICK

山口市湯田温泉1丁目10-19

飲食

230 炭火居酒屋D'rise

山口市泉都町9-15

飲食

山口店

和sabi

231 炭火焼き鳥

巻き串屋

ゆうゆう

山口市湯田温泉1丁目7番33号プロスパービル1階 飲食

232 炭火焼肉 りんこう

山口市小郡下郷228番地2

飲食

233 sMALL wORLD

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

その他

234 Slow Life Supply

山口市米屋町2-6

飲食

235 清香園茶店

山口市道場門前1-3-14

食料品・酒類販売

236 セーヌ・ド・パリ

湯田温泉2-6-24

飲食

237 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

238 セブンイレブン山口阿知須中之坪店

山口市阿知須7027-1

売店・コンビニエンスストア

239 セブンイレブン山口インター店

山口市大内長野４６８－１

売店・コンビニエンスストア

240 セブンーイレブン山口宮島町店

山口市宮島町10ー7

売店・コンビニエンスストア

241 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

242 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

243 鮮魚のおだ

山口市下小鯖 2523-1

食料品・酒類販売

244 セントエリーネ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

245 セントコア山口

山口市湯田温泉3-2-7

宿泊

山口市湯田温泉３丁目7-11-105

飲食

247 ダイニングバーロッカ

山口市湯田温泉3丁目7-5

飲食

248 ダイビングスクールWITH山口

山口市阿知須4873-9

スポーツ関連

249 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

250 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

251 太陽家具百貨店

山口市平井90エディオン山口本店2F

家具・生活雑貨

252 竹内洋服店

山口市阿知須4240番地5

ファッション・その他

253 ダスキン江崎支店

山口市江崎2978-1

清掃用具レンタル

254 ダスキン日進

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

山口市吉敷中東1丁目1-27

飲食

256 種田家具ZakkaShop＆山口店

山口市黒川464

家具・生活雑貨

257 タボーラ

山口市湯田温泉3丁目1-32

飲食

258 田村家電サービス

山口市阿東徳佐中3513-16

家電小売

259 田村電機有限会社

山口市阿東徳佐中3061-1

クリーニング

260 チャイルドハウスぱれっと

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

261 茶匠庵

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

食料品その他

262 中央寝装

山口市白石1丁目4-6

寝具

263 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

264 長州居酒屋とも

山口市湯田温泉１丁目１１－１９

飲食

265 長州苑

山口市木町1-6

ギフト

山口市湯田温泉1丁目7番34号生駒ビル2階

飲食

267 長門峡美蔵屋

山口市阿東篠目1153

飲食

268 ちろりあん

山口市湯田温泉3-1-32

飲食

269 TSUgUMI HAIR

山口市今井町6-14 1F

理容・美容

270 有限会社

山口市湯田温泉6丁目2-28

食料品・酒類販売

271 ＤＣＭダイキ山口店

山口市三和町12-23

ホームセンター

272 ティーズガーデン

山口市黒川2392-3

飲食

273 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

274 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

275 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

276 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

277 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

本店

246 創作イタリアン

255 田所商店

三日月

山口店

山口営業所

山口店

266 長州個室居酒屋

悠遊

山口湯田店
津山鮮魚店

278 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

279 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

280 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

281 テクノプラニング(鍵と自動車)

山口市小郡山手上町23-1

自転車・自動二輪・四輪車関連

282 鉄板酒場壱○弐

山口市湯田温泉６丁目2-18

飲食

283 鉄板焼

山口市湯田温泉2丁目3－1

飲食

284 天下一品湯田温泉店

山口市湯田温泉3丁目5-8

飲食

285 ㈲電気のイトウ

山口市金古曽町2-5

家電小売

286 デンキのオカザキ

山口市秋穂二島１０１５ー１

家電小売

287 株式会社

山口市小郡下郷2649-1

リフォーム・ 建築・建設

288 桃華園

山口市小郡大正町14-10

飲食

289 豆子郎大内館店

山口市下竪小路52-2

菓子

290 豆子郎新山口店

山口市小郡下郷1357-1

菓子

291 豆子郎の里茶藏晻

山口市大内御堀一丁目1番3号

菓子

292 豆子郎山口グランドホテル店

山口市小郡黄金町1-1

菓子

293 豆子郎湯田店

山口市湯田温泉二丁目1-26

菓子

294 豆子郎吉敷店

山口市吉敷下東1丁目7-32

菓子

山口市嘉川1367-3

理容・美容

296 ときつ養蜂園

山口市仁保下郷５６１ー１

はちみつ・菓子・健康食品

297 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

298 特産品販売所

山口市徳地堀１５６５－１

徳地特産品／農産物

299 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

300 ㈲友清りんご園

山口市阿東徳佐下403

生花、造園・農業関連

301 TRUSS FACTORY

山口市三の宮１－１－５８

家具・生活雑貨

ぜろ

295 TOTAL

デンコーリホーム

LIFESTYLE

BEAUTY SALON ARATA

南大門

302 ドラッグストアモリ

黒川店

山口市黒川698番地1

ドラッグストア・薬局

303 ドラッグストアモリ

山口小郡店

山口市小郡下郷1648番地7

ドラッグストア・薬局

304 ドラックセガミあじす店

山口市阿知須4825-1サンリブ阿知須店内

ドラッグストア・薬局

305 ドラックセガミ山口小郡店

山口市小郡下郷763-2小郡プラッツ内

ドラッグストア・薬局

306 鶏串

山口市泉都町9-18

飲食

307 trove

山口市維新公園3丁目6-50

家具・生活雑貨

308 とんかつ一丁大内店

山口市大内矢田南3-12-11

飲食

309 中尾文具店

山口市阿知須4894-3

文房具

山口市大内御堀1-1-1

飲食

311 中司タクシー

山口市湯田温泉２丁目１－２３

タクシー

312 nagomi style 山口店

山口市大内問田５の１の６

うつわ、服飾雑貨

313 和み家小郡店

山口市小郡新町1-2-10

飲食

314 ホームプラザナフコ阿知須店

山口市阿知須５８７０－８

ホームセンター

315 ホームプラザナフコ大内店

山口市大内長野５６９－１

ホームセンター

316 ホームプラザナフコ小郡店

山口市小郡花園町７－５

ホームセンター

317 ホームプラザナフコ徳佐店

山口市阿東徳佐中３７０８－１

ホームセンター

318 ホームプラザナフコ山口店

山口市朝田７８０－３

ホームセンター

319 ナマステ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

320 肉のにしだ

山口市宮野上19番地

飲食

321 肉の丸秀

山口市小郡下郷1421

食料品・酒類販売

322 Nishida Coffee

山口市湯田温泉五丁目7-6

食料品・酒類販売

323 西中呉服店

山口市阿知須３３５２

ファッション・その他

324 西の雅

山口市湯田温泉4丁目6-4

宿泊

325 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

326 日本茶専門店八十八

山口市米屋町2-39

食料品・酒類販売

327 日本料理

山口市小郡高砂町4-36 新栄ビル101

飲食

328 newstyle aila

山口市楠木町1-57

理容・美容

329 newstyle CORE

山口市大内千坊6-9-1 ゆめタウン1階

理容・美容

330 newstyle SO-HO

山口市小郡前田町2-23 イオンタウン小郡内

理容・美容

331 newstyle NAKAICHI

山口市中市町1-27 リュシオル中市103

理容・美容

332 newstyle Four Seasons

山口市石観音町5-20

理容・美容

333 newstyle本店

山口市泉都町9-20

理容・美容

334 トータルビューティ＆ネイルネムネム

山口市阿知須4778-10

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

335 ngoi by clearlife

山口市大内御堀5-11-8

ファッション・その他

336 ノエルヤマモト

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

337 ㈱直方建材

山口市鋳銭司1005-8

建築・建設

338 のん太鮨山口店

山口市大内千防５丁目３－８

飲食

339 バイクハウスルート２８

山口市小郡新町1丁目16番2号

自転車・自動二輪・四輪車関連

340 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

341 花ちゃん食堂

山口市道場門前2丁目2-2

飲食

342 花の森

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

食料品その他

343 花風車

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

生花、造園・農業関連

山口市大内千坊二丁目9-46

生花、造園・農業関連

345 ハニーズ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

346 原田酒舗

山口市湯田温泉1-11-23

食料品・酒類販売

347 原田薬品

山口市徳地堀１６９６

ドラッグストア・薬局

イッパ

310 長崎ちゃんめん

大内御堀店

常盤

344 ハナヤ

福しま(WA FUKUSHIMA)

ラ

山口店

フルール

348 パリノ

山口市道場門前1-3-5

ファッション・その他

349 明屋書店小郡店

山口市小郡下郷７８５番地１

書籍等

350 明屋書店

山口市大内千坊二丁目16-21

書籍等

351 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

352 HALLOW'S 大内店

山口市大内千坊6-11-6

ファッション・その他

353 Hallows山口店

山口市道場門前1－2－24

ファッション・その他

354 パワーキューブ

山口市下市町8－17－1

家電小売

355 Pia山口店

山口市朝田905番地

ファッション・その他

356 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

357 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)

358 PIZZERIA ANCORA

山口市吉敷赤田4-5-8

飲食

359 100時間カレー

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

360 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)

361 ビューティハウスKAZZ

山口市秋穂東６６９４－３

理容・美容

362 美容室Ｖｅｒｙ

山口市秋穂西3143

理容・美容

363 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

364 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

365 美容室アンジェ・レーヴ

山口市阿知須4633-9

理容・美容

366 美容室クレスト・シー

山口市佐山1102-1

理容・美容

367 平野石油

山口市鋳銭司２２９２

ガソリンスタンド

368 広島風お好み焼芳

山口市矢原1282番地

飲食

369 ファイン薬局

山口市湯田温泉一丁目5-26

ドラッグストア・薬局

370 ファッションジュエリーイビシ

山口市道場門前2-3--7

装飾品等

371 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

372 ファッションハウスビトン

山口市阿東徳佐中3061番地1

ファッション・その他

373 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

374 フィオレット

山口市吉敷中東4丁目8-2 維新ナインテラス1F

生花、造園・農業関連

375 フォーリアエフォーリオ

山口市糸米2丁目1-35

生花、造園・農業関連

376 Photo studio Festa

山口市米屋町2－10

ファッション・その他

377 フォトスタジオ

山口市道場門前2-8-18

写真

378 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

379 福田園芸

山口市阿東徳佐中3730-1

生花、造園・農業関連

380 有限会社藤井食料品店

山口市本町1-1-10

食料品・酒類販売

381 フジ小郡店

山口市小郡下郷812-2

スーパーマーケット

382 フジグラン山口

山口市黒川3736番地

食料品・酒類販売

383 ㈲フジシゲ電機

阿知須2096番地9

家電小売

384 椹野川漁業協同組合

山口市平井340-1

あゆ・かに・うなぎ

385 ふじみや

山口市阿知須3321

売店・コンビニエンスストア

386 藤本呉服店

山口市米屋町2－10

ファッション・その他

387 藤本美容室

山口市小郡新町４丁目11-1

理容・美容

388 プジョー山口店

山口市維新公園3-12-21

自転車・自動二輪・四輪車関連

389 藤原米穀店CoiCoi

山口市道祖町５番１５号

飲食

390 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

391 ブティック ジャンヌ

山口市中河原町2－17亀山ビル1F

ファッション・その他

392 ブライダルスペースMIMI

山口市道場門前1-2-28

貸衣装

393 フラワータクシー

山口市黒川812-2

タクシー

394 FLOWER FACTORY LITOFU

山口市中央3-2-32

生花、造園・農業関連

395 フランソワ・一閑

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

菓子

396 ＢＲＡＮＣＨ

山口市阿知須7396-1-2F

理容・美容

397 Prink

山口市中市町1番27号102

ファッション・その他

398 Ｆｒｏｏｍ

山口市小郡新町6-2-31

理容・美容

399 古谷呉服店

山口市阿知須3280

ファッション・その他

400 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)

401 ふれんど美容室

山口市小郡大正町15番37号

理容・美容

402 文榮堂

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

書籍等

403 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

404 文榮堂本店

山口市道場門前1-3-11

書籍等

405 ブンエイドウ山口大学前店

山口市平井775

書籍等

406 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

407 文具のヨコヤマ

山口市小郡上郷１７５４－１

家具・生活雑貨

408 ヘアーサロンイワタニ

山口市鋳銭司5734-2

理容・美容

409 ヘアーサロンきむら

山口市小郡上郷1716-2

理容・美容

410 Hair-make PLIME

山口市平井130-1

理容・美容

411 HML(Hair Make Lovelock)

山口市小郡新町1丁目4-25

理容・美容

412 部坂呉服店

山口市上竪小路90

ファッション・その他

山口市平井２４０－１

家電量販店

414 ペットランドあつまれ山口店

山口市維新公園6丁目1-1

ペット生体、ペット用品

415 ペットランドあつまれ山口弐番館

山口市本町 2丁目 2-24

ペット生体.ペット用品

416 betty山口小郡店

山口市小郡新町4-10-16

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

417 betty山口矢原店

山口市矢原町6-1

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

ＭＥＧＡ大内店

413 ベスト電器

南山口給油所

サカクラ

山口店

418 防長苑

山口市熊野町4-29

宿泊

419 POLA エステ・イン・Ree 葵店

山口市葵 ２丁目５ー２２

理容・美容

420 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

421 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

422 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)

423 ポーラザビューティー山口小郡店

山口市小郡新町６丁目１番１号

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

424 ポップス川上 山口店

山口市東山2-3-18

楽器、楽譜関連

425 BodyCareSalon Fugetsu

山口市大内中央2-23-15

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

426 ホテルニュータナカ

湯田温泉2-6-24

宿泊

427 ほほえみの郷トイトイ

山口市阿東地福上１８８６－１

スーパーマーケット

428 ポモナフルーツ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

食料品その他

429 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

430 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

431 HondaCars山口中央

小郡店

山口市小郡令和1-6-14

自転車・自動二輪・四輪車関連

432 HondaCars山口中央

山口中央店

山口市朝田619-1

自転車・自動二輪・四輪車関連

433 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

434 マイスタイル

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

435 マックスバリュ小郡南店

山口市小郡前田町2番24号

スーパーマーケット

436 マックスバリュ平川店

平井１４６３

食料品・酒類販売

437 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

438 マックハウス

山口市黒川字大土手82

ファッション・その他

439 松原電機

山口市小郡下郷761-5

家電小売

440 松廣呉服店

山口市秋穂東1126

ファッション・その他

441 ママイクコ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

家具・生活雑貨

442 まもる整体サロン

山口市維新公園1-12-28

医院・整体・鍼灸

443 丸久赤妻店

山口市赤妻町１番２号

スーパーマーケット

444 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

445 丸久徳地店

山口市徳地堀１６１３番地

スーパーマーケット

446 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

447 マンガ倉庫

山口市吉敷下東三丁目３番１０号

書籍等

448 まんぞく農機

山口市陶1104-4

農機具全般

449 meat experts B団

山口市道場門前2丁目1-7 2階

飲食

450 Mr. YVE

山口市道場門前2-4-3

ファッション・その他

451 Mr.Gleen

山口市湯田温泉１丁目９－２２

飲食

452 ミスターバーク

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

飲食

453 MrＭａｘ 山口店

山口市黒川82-1

総合ディスカウントストア

454 道の駅あいお

山口市秋穂東１５２０－４

加工食品等

455 道の駅願成寺温泉

山口市阿東徳佐上2-95

温泉・売店

456 道の駅きららあじす

山口市阿知須10509-88

食料品・酒類販売

457 みつよし電化

山口市矢原1314-12

家電小売

458 みどり薬局

山口市吉敷中東3－13－3

ドラッグストア・薬局

459 御堀堂

小郡支店

山口市小郡下郷1357-1

菓子

460 御堀堂

香山支店

山口市香山町6-32

菓子

461 御堀堂

本店

山口市駅通り1-5-10

菓子

462 御堀堂

湯田支店

山口市湯田温泉1-6-32

菓子

463 みほり峠大内店

山口市大内矢田南3-12-7

飲食

464 有限会社

山口市下小鯖１７３８

仏壇・墓石

465 宮脇書店コープ湯田店

山口市熊野町5-20

書籍等

466 三好薬局

山口市小郡下郷844-4

ドラッグストア・薬局

467 民宿しらい

山口市秋穂東778-6

飲食

468 無印良品

山口市道場門前2丁目3-14

ファッション・その他

469 村上洋傘店

山口市道場門前１－２－２５

家具・生活雑貨

470 村重石油

山口市旭通リ1－11－1

ガソリンスタンド

471 むらた洋服店

山口市阿知須4856-18

ファッション・その他

472 むら花

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

食料品その他

473 明治堂

山口市道場門前1-2-27

装飾品等

474 明徳観光株式会社

山口市阿東徳佐中3734-5

旅行関連

475 有限会社明和自販

山口市阿東徳佐中３５２７－７

自転車・自動二輪・四輪車関連

476 眼鏡市場

山口市湯田温泉6丁目8-53

眼鏡・補聴器・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ

477 めがねのアイポイント

山口市阿知須2379

眼鏡

478 メガネのタケシゲ

山口市小郡下郷２２７３－１アルク小郡店内

メガネ、補聴器

479 メガネのふくだ

山口市大内千坊5丁目1番8号

メガネ

480 めがねのヨネザワ

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

481 メゾンドカランドゥリエ

山口市米屋町2-42

ファッション・その他

482 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)

483 men'sマエダ

山口市道場門前2-4-7

ファッション・その他

484 モードおがた

山口市秋穂東６２６４

ファッション・その他

485 モトナガ酒屋

山口市小郡新町6-6-10

食料品・酒類販売

486 モナミ

山口市熊野町4-27ナイトステータスビル3F

飲食

487 モリイケ

山口市中市町６－１７

文具・事務機器

488 八百花まつにし

山口市中市町3-6

食料品・酒類販売

489 八木酒店

山口市鋳銭司5066-1

食料品・酒類販売

490 焼き鳥ありきち

山口市湯田温泉1-10-19

飲食

メルクス山口店

山口店

雅

山口店
山口給油所

山口店

491 やき鳥 友清

山口市湯田温泉4-4-1

飲食

492 焼肉みほり峠山口店

山口市吉敷中東4-7-2

飲食

493 山一薬舗

山口市大内矢田南1-4-7

ドラッグストア・薬局

494 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

495 山口交通株式会社

山口市朝倉町2-3

タクシー

496 タイマッサージ山口至福堂

山口市穂積町1－24 メゾンパンプキン101101

タイマッサージ

497 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

498 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

499 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

500 山口トヨペット 大内店

山口市大内千坊6-11-12

自転車・自動二輪・四輪車関連

501 山口トヨペット 小郡店

山口市小郡明治1-2-14

自転車・自動二輪・四輪車関連

502 山口トヨペット 山口本店

山口市維新公園3-12-25

自転車・自動二輪・四輪車関連

503 山口トヨペット山口マイカーセンター維新公園店

山口市維新公園3-12-18

自転車・自動二輪・四輪車関連

504 山口ミシン販売・ポピンズ

山口市中央2-6-27

ミシン

山口市大内千坊５丁目２－２４

自転車・自動二輪・四輪車関連

506 山城屋酒造株式会社

山口市道場門前2-1-7

食料品・酒類販売

507 山世水産

山口市秋穂二島４３７

食料品・酒類販売

508 山根大健堂薬局

山口市秋穂東6746-1

ドラッグストア・薬局

509 ヤマネ薬局

二島店

山口市秋穂二島5989

ドラッグストア・薬局

510 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

505 山口三菱自動車販売株式会社

山口店

511 合同会社

山本システム

山口市秋穂東1145-1

リフォーム・ 建築・建設

512 株式会社

山本時計店

山口市宮島町8-4

装飾品等

513 湯田温泉ユウベルホテル松政

山口市湯田温泉3丁目5-8

宿泊

514 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

515 湯田製麺

山口市湯田温泉6丁目4-2

飲食

516 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

517 有限会社ヨコヤマ

山口市小郡上郷１７５４－１

文房具

518 ヨリモリデンキ

山口市三の宮1-6-30

家電小売

519 YorozuFarm

山口市宮野上486-1

飲食

520 株式会社RAIZIN・本店

山口市名田島3935番地

情報機器

521 来来亭

山口市湯田温泉2丁目9-30

飲食

522 ラウンジ音羽

山口市湯田温泉２丁目1-18

飲食

523 ラウンジ華緒

山口市湯田温泉2-1-18 クインビル502

飲食

524 RIAN

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

ファッション・その他

525 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)

山口湯田店

526 リカースペース太陽

大内店

山口市大内矢田南3丁目12-3

食料品・酒類販売

527 リカースペース太陽

宮野店

山口市宮野上179-3

食料品・酒類販売

528 リストランテ・ペイザン

山口市阿知須7395番地1

飲食

529 リトルマーメイド

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

食料品その他

530 〜リフレクソロジーで癒しの空間〜ぽっかぽか

山口市中市町6-3

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

531 料亭なわた

山口市堂の前町2-39

飲食

532 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)

533 リラクゼーション中々

山口市阿知須4825番地1サンパークあじす

医院・整体・鍼灸

534 林檎の樹らら

山口市阿東徳佐下409-3

生花、造園・農業関連

535 リンドヴルム

山口市宮野上612－37

家具・生活雑貨

536 りんぱ

山口市大内千坊1丁目1-19

美容関連(化粧品、エステ、ネイル、サロン等)

537 Le Gaulois

山口市湯田温泉6-3-22

飲食

538 Le.Matsu.

山口市湯田温泉2-3-11

飲食

539 restaurant＆cafe樹里庵

山口市阿東地福下419番地１

飲食

540 レストランシェフ

山口市中河原町2_12

飲食

541 株式会社レノファ山口

山口市赤妻町3番5号

スポーツ関連

542 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

543 レビヨン

山口市堂の前町２－５３

ファッション・その他

544 ローソン小郡インター店

山口市小郡みらい町1-1-15

売店・コンビニエンスストア

545 ローソン徳地堀店

山口市徳地堀1504-1

売店・コンビニエンスストア

546 ローソン山口大内小野店

山口市大内御堀2977-4

売店・コンビニエンスストア

547 ローソン山口大内氷上二丁目店

山口市大内氷上2-1-30

売店・コンビニエンスストア

548 ローソン大内矢田南四丁目店

山口市大内矢田南4-8-11

売店・コンビニエンスストア

549 ローソン山口小郡下郷店

山口市小郡下郷788-1

売店・コンビニエンスストア

550 ローソン山口佐山店

佐山1254-1

売店・コンビニエンスストア

551 ローソン山口下小鯖橋本店

山口市下小鯖３７７５番地

売店・コンビニエンスストア

552 ローソン山口陶店

山口市陶4932-7

売店・コンビニエンスストア

553 ローソン山口大学正門前店

山口市平井773-1

売店・コンビニエンスストア

554 ローソン吉敷佐畑店

山口市吉敷佐畑1-2-5

売店・コンビニエンスストア

555 炉舎本店

山口市大内中央1-8-1

飲食

556 炉舎湯田店

山口市湯田温泉4-4-40

飲食

557 ろばたいむ

山口市駅通り1-7-8

飲食

558 waRmth

山口市道場門前２－４－６

ファッション・その他

559 Y.sol

山口市宮野上2-3

リフォーム・ 建築・建設

山口市湯田温泉2-6-24

飲食

山口市神田町2-18

飲食

山口市秋穂二島437番地

食料品・酒類販売

560 和菜

大内家

561 KKR山口あさくら
562 渡辺水産有限会社

和食食事処ほたる

