
（有）遠藤中央薬局

スキンケアできる日やけ止め登場！
「ミュールセラムUVミルク」 ★SPF42、PA++で汗にも強い ★ノ
ンケミカルでお子様、敏感肌の方も安心 ★日やけ止め特有の嫌なニ
オイがありません ★保湿成分配合で乾燥からお肌を守ります

山口市道場門前 1-3-10 083-924-0090

休/元日のみ
営/8:00～20：00 ①ＭＡＰ

Fútbol & Café Corazón

そうだ！チョリパン食べよう！
レノファサポーター、選手に愛される！アルゼンチンソウルフード「チョ
リパン」 極太チョリソーと特製チミチュリソースが絶妙です！　7月
20(木)24（月）27（木）の3日間は、店頭にて実演販売もいたします！

山口市道場門前 1-3-10 2F 083-902-5725

休/水曜日
営/11：00～18：00 ②ＭＡＰ

清香園茶店

ひんやり緑茶で楽しいひとときを
今流行の氷水出し茶は気軽に飲めて、冷たい氷と水でじっくり入れる
ことにより、お茶本来の旨みや甘みを存分に楽しめるのも大きな魅
力です。美味しい水出し緑茶で楽しいひとときをお過ごし下さい。

山口市道場門前 1-3-14 083-922-0304

休/水曜日
営/10：00～19：00 ④ＭＡＰ

白石時計店

オーダーメイドウォッチベルト
「市販のバンドが合わない」というお客様の声にお応えし、お好みの
素材・カラー・幅・長さ等でお作り致します。一本一本丁寧にお作りしま
すので、お客様へご満足頂けるバンドをご提供可能です。

山口市道場門前 1-3-15 083-922-0430

休/水曜日
営/10：00～18：00　 ⑤ＭＡＰ

文榮堂 本店

商店街の書店といえば文榮堂
Book＆Cafeとして生まれ変わった文榮堂。雑誌・書籍から文具・雑貨
まで幅広く取り揃えています。併設されている「文榮堂珈琲」では、ハ
ンドドリップでご提供するコーヒーもお楽しみいただけます。

山口市道場門前 1-3-11 083-922-5611

休/元日のみ
営/本・文具10：00～19：00 /カフェ11：00～18：00 ③ＭＡＰ

レノファ山口 アンテナショップ

レノファグッズ販売してます！
レノファのオフィシャルグッズやチケットを販売しています！ ぜひこの
機会に足をお運び下さい！ 皆でレノファを応援しよう！！

山口市道場門前 1-2-20 083-941-6792

休/火曜日・水曜日
営/10：00～18：00 ⑦ＭＡＰ

クレイン山口どうもん店

夏のお出かけにキッズサマーシューズ
ニューバランスで毎年人気のキッズ用サマーシューズがリニューアル
されて登場。水がしみにくい素材で早く乾き、つまずき防止、つま先ガ
ードが施された水陸両用モデルです。4,860円（税込）12.5～22cm

山口市道場門前 1-2-22 083-901-5033

休/水曜日（祝日の場合はその翌日）
営/11：00～19：00 ⑧ＭＡＰ

特産品ショップ やまぐちさん

山口の特産品なら「やまぐちさん」
県内の海の幸、山の幸から工芸品、お土産品まで取り揃えた「山口特
産のワンダーランド」！　名物「産直市」では、火、水、木、土曜日の朝7
時から、新鮮野菜等が並びます。

山口市道場門前 1-3-16 083-934-9120

休/第1、第３水曜日
営/10：00～18：00 ⑥ＭＡＰ

村上洋傘店

夏本番！夏帽子すべて2割引！
どうもん夜市期間中（20、24、27日）のみ夏帽子はすべて2割引致
します！皆様のご期待にお応えし、お待ちしています。

山口市道場門前 1-2-25 083-922-2656

休/第1、第3水曜日
営/10：00～18：30 ⑩ＭＡＰ

und☆star

CONVERSE×ワコマリア
ALLSTAR100周年モデルとのコラボレーション！！

山口市道場門前 1-2-25 083-920-7335

休/水曜日
営/10：30～19：30 ⑪ＭＡＰ

HALLOW’ S 山口店

夏の手提げバッグ大特集！！
夏と言えば、便利な手提げバッグが大活躍！特にオススメは、ウニッコ柄
が可愛い「マリメッコ」とシンプルで美しい「エルベシャプリエ」のトート
バッグです。オシャレな手提げバッグでこの夏を楽しんでみませんか？

山口市道場門前 1-2-24 083-924-8060

休/水曜日
営/10：00～19：00 ⑨ＭＡＰ

時計眼鏡宝石 明治堂

掛時計３０％ＯＦＦ致します！
掛時計は30％OFF、その他店内商品は20％OFFセール開催中！
（一部除外あり、お取り寄せも可能です）
時計の修理や電池交換も承っております。

山口市道場門前 1-2-27 083-922-0219

休/水曜日
営/9：30～19：00 ⑬ＭＡＰ

山一薬局

イオナエフUVベース
これ１本で、うす付きメイク＆UVカットまで！自然にフィットする肌色
のUVベースです。高保湿、ハリの低下・くすみを防ぎます。ぜひお試
し下さい！ 2700円（+税）

山口市道場門前 1-2-29 083-922-1277

休/日曜日
営/9：30～19：00 ⑭ＭＡＰ

I-PRIMO 山口店

高品質でデザイン豊富な専門店
アイプリモのテーマは「フォーチュンダイヤモンド」 一生に一度の運
命のリング、幸福のリングが見つかるブライダルジュエリーの専門ブ
ランド。お二人の大切なリング選びを心を込めてお手伝い致します。

山口市道場門前 1-2-26 083-934-8770

休/火曜日（祝日を除く）
営/11：00～19：00 ⑫ＭＡＰ

道門商店街の

おすすめ情報
は

こちら！

道門商店街の

おすすめ情報
は

こちら！



生活協同組合コープやまぐち ここと どうもん店

コープのお店にぜひご来店下さい！
コープどうもん店では、「おいしさが見える、楽しさが伝わる、やさしさが
感じられる、発見感動が見つかる」をコンセプトに、ご来店されたお客様
に「楽しいお買い物の時間を提供する」ことをモットーにしております。

山口市道場門前 1-1-18 083-901-0055

休/不定休
営/9：00～21：00 ⑯ＭＡＰ

MKデンタルオフィス

歯科衛生士（正社員）募集！
医療法人化に伴い、社員としてきちんと守られた環境で社会組織の一
員として活躍したい方を募集します。育児などでブランクのある方も大
歓迎。丁寧にサポートします。院内の見学も随時受け付けております。

山口市道場門前 1-1-18 どうもんパークビル 2F

083-995-0118休/日曜日・祝日・水曜午後
営/9：00～12：30/14：30～19：00　土曜9：00～12：00/13：00～15：30 ⑰ＭＡＰ

カルチャーどうもん

道門商店街にあるカルチャーセンター
健康、趣味、手工芸など、充実の約100講座！受講時間は駐車場が無
料。ほとんどの講座は見学、体験ができます。詳しくはお問合せ下さ
い。

山口市道場門前 1-1-18 どうもんパーク 2F

083-929-3225休/日曜日・祝日等
営/10：00～19：00　土曜のみ17：00まで ⑲ＭＡＰ

シューズ /バッグ タカムラ

サマーセール開催中！
季節物全品50％～20％ＯＦＦ （バッグ・紳士靴等一部除外品もあり）
こちらのページ掲示で除外品も10％ＯＦＦ！ぜひお立ち寄り下さい。

山口市道場門前 1-1-23 083-922-1131

休/第1、第3水曜日（祝日を除く）
営/10：00～18：30 ⑳ＭＡＰ

整骨院～楽～

痛みの根本から治していきます
「自分が受けたい治療」をモットーに、癒しだけでなく痛みを取り去る
ことを大事にしています。とりわけ、ねんざ、打撲、ぎっくり腰で悩む方
、運動部の学生さんなどから高く支持されています。

山口市道場門前 1-1-18 どうもんパーク 2F

083-920-3377休/日曜日・祝日・水曜午後
営/9：00～12：30/15：00～19：30 土曜9：00～12：30/14：30～17：00 ⑱ＭＡＰ

waRmth〔ワームス〕

７月８日（土） ＳＡＬＥスタート！
秋物が入り始める7月。新作も入荷しました。ワームスは春夏物を20
％オフと致します。SALE初日は8日！！ LINE会員様は先行SALEス
タートしております。 LINE ID@wtq1817k

山口市道場門前 2-4-8 083-902-3054

休/水曜日
営/10：00～19：00 ㉒ＭＡＰ

men's マエダ

閉店セール 実施中！！
背広、上衣、スラックス、シャツ、すべてお安く販売しています。閉店セ
ールのためサイズ切れした商品もございますが、お安く処分していま
すので、ぜひお立ち寄りになってお求め下さい。

山口市道場門前 2-4-7 083-922-0355

休/第1、第３水曜日 7/15のみ16：00まで
営/10：00～18：30 水曜18：00まで ㉓ＭＡＰ

多田

春夏物一部セール開催！
7月7日（金）より春夏物20～30％OFF！ アクセサリーやかごバッグ
等、夏らしい小物もいろいろあります。お買い得なこの時期に、ぜひ
お越し下さい。

山口市道場門前 2-4-8 083-922-0397

休/水曜日
営/10：00～18：00 ㉑ＭＡＰ

近江屋レンタル＆フォトスタジオ

レノファ浴衣を着てスタジアムへ
レノファ浴衣＆甚平を着てレノファ山口を応援しよう！！日本の夏の勝
負服、浴衣を着てスタジアムを盛り上げよう。　先着200名様限定
で観戦チケットをプレゼントします。　※8/16（水）BS指定席

山口市道場門前 2-4-3 083-922-3931

休/不定休
営/10：00～19：00 ㉕ＭＡＰ

Mr.YVE

SUMMER SALE 開催中
春物・夏物のSALE開催中！50％～30％OFFとなります。ご来店お
待ちしております。

山口市道場門前 2-4-3 083-941-6301

休/水曜日
営/11：00～19：00 ㉖ＭＡＰ

無印良品 山口

カレー２点以上で１０％ＯＦＦ
人気No.１のバターチキンカレーやロングセラーのグリーンカレー、
その他20種類以上のカレーが2点以上の購入で10％引きになりま
す。　※6月30日から7月27日までの期間限定※

山口市道場門前 2-4-14 083-923-8955

休/なし
営/10：30～19：30 ㉔ＭＡＰ

まつや呉服店

まつや呉服店「きもの処 和風」
明治時代から現代までのアンティーク着物を幅広く取り扱っておりま
す。幾何学模様やカラフルな色合いが斬新で、若い方にも人気です。
自分好みの着物をぜひ探してみて下さい。

山口市道場門前 2-3-5  083-922-0498

休/水曜日
営/10：00～19：00 ㉘ＭＡＰ

井ビシ眼鏡店

眼への光対策、はじめませんか！
紫外線（UV）をカット！ ブルーライトもカット！ RayGuarg435なら、
ダブルでガード！ 夏の眼の紫外線対策なら、井ビシ眼鏡店へ！

山口市道場門前 2-3-7 083-922-0562

休/水曜日
営/10：00～19：00 ㉙ＭＡＰ

どうもんフィットネス

フィットネス無料体験
「山口街中を見た」と受付にお伝え下さい。ヨガ、エアロビクス、
ZUMBAなど、お好きなレッスンを受けられます。マシンの利用や卓
球も可能です。通常体験は540円です。 ※お１人様１回まで

山口市道場門前 2-3-6 083-941-5353

休/水曜夜（16：00まで営業）・祝日
営/10：00～16：00/17：00～22：00　日曜11：00～20：00 ㉗ＭＡＰ

BARBER スギヤマ

男のスキャルプエイジング
リックス 薬用 グローキープシャンプー　頭皮環境の改善を追求した
究極の「薬用」エイジングケアシャンプー。泡立ち、泡もちも良く、キ
シミ感も少なく爽快感を与えます。300ml 2800円(税込)

山口市道場門前 1-2-30 083-922-1460

休/毎週月曜日、第1火曜日、第3日曜日
営/8：30～19：00 ⑮ＭＡＰ

カフェテリア　シンセリティ

名物「鉄板焼きそば」
看板メニューは秘伝のオリジナルソースが決め手の「鉄板焼きそば」
（756円） 卵の黄身の絡んだ麺も、鉄板でカリカリになった麺も美味
しい！長年のファンも多いこの味をぜひ一度ご賞味下さい。

山口市道場門前 2-3-7 083-928-8369

休/不定休
営/7：00～18：30 ㉛ＭＡＰ

ぷち癒し庵

プラス１０分サービス☆
30分以上のコースでプラス10分サービスさせて頂きます！割引券
の併用は出来ませんのでご了承下さいませ。ご来店、心よりお待ちし
ております♪♪♪

山口市道場門前 2-2-8 083-925-0115

休/水曜日
営/10：30～19：30 32ＭＡＰ

SARA 山口店

いつもきれい、ずっときれい
世代を超えた全ての女性が綺麗であり続けることに全力を尽くして
いき、地域の皆様と共に長く暮らしに寄り添うサロンを目指します。
独立ネイルブース完備♪ゆっくりと癒しの時間を！！

山口市道場門前 2-2-5 0120-39-7821

休/月曜日・1月1日～4日
営/平日・土曜10：00～20：00　日曜・祝日9：00～18：00 34ＭＡＰ

大衆天ぷら しらいし

夏は「天ざる」がオススメです！
注文を受けてから揚げているので熱々でサクッと軽い！ 夏は「天ざる
」が一押しです。 美味しい天ぷらをリーズナブルな価格で提供してい
る街の天ぷら食堂です。ぜひお越し下さい！

山口市道場門前 2-2-3 083-976-4614

休/年末年始
営/11：00～21：30 35ＭＡＰ

COFFEE BOY 山口店

夏の贈り物に冷たいカフェオーレ
コーヒーボーイのルーツでもある昭和の喫茶「ナギサ珈琲店」をイメ
ージしたレトロなボトル。ミルクと合わせるだけで、ほんのり甘いカフ
ェオレがご自宅で簡単に楽しめます。

山口市道場門前 2-2-5 083-922-0528

休/無休
営/10：00～18：00 33ＭＡＰ

山城屋

御中元ギフト（送料無料）
当店では地酒「杉姫」を中心に御中元ギフトを準備しております。一
品3,000円以上お買い上げのお客様は全国送料無料です。ぜひご
利用下さいませ。（7月1日～8月中旬まで）

山口市道場門前 2-1-7 083-922-5757

休/水曜日
営/10：00～19：00 37ＭＡＰ

Meat Experts B 団

牛を愛し牛に生きる、個性派焼肉バル
B団=BEEFを愛する団体！精肉店として見込んだ牛を一頭買いし、様
々な部位の様々な楽しみ方をご提案しています。本当の牛の美味し
さをぜひ味わって下さい。

山口市道場門前 2-1 2Ｆ 083-941-5929

休/水曜日
営/11：00～14：30/17：30～22：00 金・土曜～22：30 38ＭＡＰ

花ちゃん食堂

夏のおすすめメニュー
暑い夏に、夏季限定メニューはいかがですか？ ざるそば600円、冷し
そうめん600円、冷し中華700円！ 定番のおでんやホルモン鍋も人
気です。

山口市道場門前 2-2-2 083-922-5137

休/火曜日
営/11：30～14：00/17：30～23：30 36ＭＡＰ

うどん処 地蔵庵

道場門前の讃岐うどん店
完全自家製麺と100％天然だしにこだわります。国産小麦には専用の塩
を使用して、もっちりとコシのある麺に仕上げました。瀬戸内産のいりこ、
北海道産の昆布を低温からじっくりと煮出したやさしい味わいをどうぞ。

山口市道場門前 2-1-6 083-902-5520

休/不定休
営/11：30～16：00 40ＭＡＰ

お肉のどうもん 松本

お肉屋さんこだわりのお惣菜！
コロッケ、ミンチカツ、豚肉のしそチーズ巻き等々、自家製のお惣菜を
是非ご賞味下さい。品質にこだわった精肉店のお惣菜は一味違いま
す！

山口市道場門前 2-1-3 083-976-4848

休/水曜日
営/9：00～19：00 41ＭＡＰ

和菓子の家 すえなが

夕方5時からタイムサービス！
夕方5時よりタイムサービスを開催しています。お団子90円を60円
に！その他割引き商品多数あります。お買いもの途中や帰り道に、ぜ
ひお立ち寄り下さい。

山口市道場門前 2-1-7 083-928-6103

休/水曜日
営/10：00～19：00 39ＭＡＰ

ファッションジュエリー イビシ

開店36周年記念セール開催中
開店36周年記念セールを致します！ 皆様へ日頃の感謝をこめて、特
価で数多くの商品を取り揃えております。全店3割引で奉仕しており
ます。

山口市道場門前 2-3-7 083-925-0560

休/水曜日
営/10：00～19：00 ㉚ＭＡＰ

※L.Oは30分前となります
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