
令和3年3月発行　山口市中心商店街共通商品券　取扱店舗一覧表

商品券有効期間：令和3年3月1日（月）～令和3年5月31日（月）

商店街別店名五十音順。※R3.2.2現在の情報です。商品券ご使用前に取扱可否を念のため店舗にご確認ください。

店名 住所 電話番号 店名 住所 電話番号

㈱浅屋商店 中市町6-21 083-922-0027 ~脳がとろける~ドライヘッドスパuni 米屋町2-7 mirai365 内 090-7138-7126

池田商店 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-922-4165 ㈱エイチ.アイ.エス山口営業所 米屋町2-1　ウッズビル2F 083-923-5381

さかなのいしだ 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-922-1780 エムラ山口店 米屋町1-13 083-922-3110

万彩いしだ 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-923-2231 エムラ山口きもの館 米屋町1-13 083-922-3110

㈱山口井筒屋 中市町3-3 083-902-1111 Girly Market 米屋町3-25 083-923-9707

うな道・とり道 中市町3-6 083-929-3780 コーケンドラッグ　山口米屋町店 米屋町2-13 083-921-6240

近江屋寝具店 中市町2-5 083-923-0500 ㈲さわらぎ 米屋町3-22 083-922-1196

オカザキ 中市町6-14 083-922-3515 古着屋313 米屋町2-1 ウッズビル1F 070-3641-6189

小椋一象堂 中市町3-15 083-922-1629 SANBI 米屋町3-22 083-922-1580

木川自転車店 中市町7-20 083-922-1413 G.M Sally 米屋町2-8 083-923-2638

㈱岸田時計店 中市町4-15 083-922-0144 Café&bar ショクバ 米屋町3-21 083-976-4498

木津屋薬局 中市町6-18 083-922-0173 ㈲末廣 米屋町2-10 083-922-0440

山口ごま本舗 中市町6-19 083-976-8585 Slow Life Supply 米屋町2-6 083-976-6131

㈱山陰堂 中市町6-15 083-923-3110 ㈲太陽堂旅館 米屋町2-3 083-922-0897

重枝鮮魚店 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-922-3925 ㈱ブティック　タマヤ 米屋町1-10（交差点角） 083-922-2885

新鮮市場　中市店 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-941-6800 TsukinoHikari 米屋町2-2 083-941-5776

ディスクボックス 中市町4-14 083-922-6431 Da Pineapple Grill 米屋町3-19 2F 090-3630-9433

鉄板食堂 テンホウ 中市町1-22 083-920-5015 Bijou 米屋町2-1 ウッズビル1F 083-928-7733

ドマーニ 中市町1-21 083-924-2577 ㈱ふじもと呉服店 米屋町2-10 083-922-3300

㈱なかはら陶器 中市町1-19 083-922-1125 　フェスタ写真館 米屋町2-10 083-922-3300

海鮮なぶら 中市町1-20 083-902-5989 ㈲グランドミック三好屋楽器店 米屋町3-24 083-922-5557

秀商店 中市町6-18 083-941-6377 ル　プランタン 米屋町2-7 mirai365 内 090-4103-0444

ふじんくらぶ 中市町6-20 083-934-3738 肉道　わぎゅう屋 米屋町2-4 083-929-3400

Prink 中市町1-27　リシュオル中市1F 083-929-3940

街知の箱 中市町3-10 083-902-3553

八百花まつにし 中市町3-6 083-902-9161 店名 住所 電話番号

八百果まつにし 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-920-9161 和菜遊彩　叶 米屋町1-3 083-923-7033

松西鮮魚店 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-922-4367 キャメル 米屋町1-6 090-7124-5065

ミツワ商店 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-922-4065 ギャルソン 米屋町1-7 083-924-1125

MEZE 中市町1-27　リシュオル中市1F 083-941-5886 レストランスズキ 道場門前1-3-3 083-922-6912

㈱モリイケ 中市町6-17 083-922-0111 スペイサイド 米屋町1-2　2F 083-922-1307

もんじゃず 中市町4-14 090-949-1040 お持ち帰り餃子専門店　てんぐ 道場門前1-3-9　　　　 083-925-7878

特産café　やまのわ 中市町3-8　マルシェ中市 内 090-1952-4306 ドアーズ 道場門前1-3-4　1F　　 083-922-5571

米倉鮮魚 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-920-8208 とく安 米屋町1-11 083-920-0207

寿し米倉 中市町3-8　マルシェ中市 内 083-920-8208 ㈲ナカタ時計店 道場門前1-3-5　2F 083-925-3456

ビューティー＆ヘルス わたなべ 中市町1-18 083-922-1566 ブランドショップパリノ 道場門前1-3-5 083-928-8662

preferito 米屋町1-2　1F 083-924-4728

ワイン＆ヴィストロ　ぺパン 道場門前1-3-5 083-925-0053

店名 住所 電話番号 ボヌール 道場門前1-3-4　　 090-6836-0911

木下酒造㈱ 大市町2-20 083-922-7666 もなの珈琲 米屋町1-7 083-920-2300

カフェラアンカー 大市町1-21 083-929-3582

裏面に続く

【大市商店街】

【米屋町商店街】【中市商店街】

【新町商店街】
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und☆star 道場門前1-2-25 083-920-7335 aurare 道場門前2-4-20 083-941-6929

ファッションジュエリー　イビシ 道場門前2-3-7 083-925-0560 酒家肉処　味大 米屋町2-40 083-924-1193

うどん処地蔵庵 道場門前2-1-6 083-902-5520 Alice Lidell 米屋町2-43 083-928-8088

㈲エフ・オー・ビー・ストアー 道場門前2-4-7 083-920-6632 駅通り横丁 駅通り2-4-19 090-7127-0346

遠藤中央薬局 道場門前1-3-10 083-924-0090 おなかま 道場門前2-4-23 070-2366-1192

㈱近江屋 道場門前1-3-13 083-924-0038 メゾン・ド・カランドゥリエ 米屋町2-42 083-924-1072

お肉のどうもん　松本 道場門前2-1-3 083-976-4848 Galle 道場門前2-4-12 083-928-2880

クレイン山口どうもん店 道場門前1-2-22 083-901-5033 CREVASSE 駅通り2-1-16 083-921-4488

コープやまぐち　どうもん店 道場門前1-1-18 083-901-0055 KO SILVER 道場門前2-4-24 083-921-5553

コープやまぐち　どうもん店衣料館 道場門前2-1-1 083-923-0625 兄弟堂菓子店 道場門前2-4-24 083-922-0129

SARA　山口店 道場門前2-2-5 083-901-2010 月光カメラ店 道場門前2-4-18 083-922-1854

㈲白石時計店 道場門前1-3-15 083-922-0430 うなぎ西京げんや 道場門前2-5-11 083-920-0908

カフェテリア　シンセリティ 道場門前2-3-7 083-928-8369 セブンイレブン山口駅前通り店 駅通り2-1-19 083-923-7525

BARBER　スギヤマ 道場門前1-2-30 083-922-1460 厨人そう旬 道場門前2-5-9　輝らビル1F 083-924-5188

㈲清香園茶店 道場門前1ｰ3ｰ14 083-922-0304 choose collection 道場門前2-4-13 083-922-0356

シューズ/バック　タカムラ 道場門前1-1-23 083-922-1131 たこやきテンホウ 道場門前2-4-11 090-1337-0014

多田 道場門前2-4-9 083-922-0397 トリプルダブル 駅通り1-7-7 083-922-0856

花ちゃん 道場門前2-2-2 083-922-5137 とんぼ 駅通り1-7-5 083-920-2114

ハローズ　山口店 道場門前1-2-24 083-924-8060 理容なかむら 道場門前2-4-15 083-922-1813

ブライダルスペースMIMI 道場門前1-2-28 083-920-6758 日本茶専門店八十八 米屋町2-39 050-5316-1213

㈱文栄堂 道場門前1-3-11 083-922-5611 hangout 駅通り2-1-13 080-5234-6514

men's　マエダ 道場門前2-4-7 083-922-0355 福々廊 駅通り2-4-20 083-995-2929

Meat　Experts　Ｂ団 道場門前2-1-7 2F 083-941-5929 かくれ厨房　福まろ 駅通り2-4-19 083-920-2906

Ｍｒ.YＶＥ 道場門前2-4-3 083-941-6301 藤井釣具店 駅通り2-2-26 083-922-3444

無印良品　山口 道場門前2-4-14 1F 083-923-8955 PLENTY 駅通り2-1-12 080-5328-1108

村上洋傘店 道場門前1-2-25 083-922-2656 本多屋　懐古庵 駅通り1-4-5 083-925-1600

明治堂 道場門前1-2-27 083-922-0219 御堀堂本店 駅通り1-5-7 083-902-3880

㈲山一薬局 道場門前1-2-29 083-922-1277 無印良品山口 道場門前2-4-14 083-923-8955

特産品ショップやまぐちさん 道場門前1-3-16 083-934-9120 山口視聴覚機器㈱ 駅通り1-7-14 083-922-5600

山城屋酒造㈱ 道場門前2-1-7 083-922-5757 Laniu 駅通り1-7-6 083-941-5565

レノファ山口アンテナショップ 道場門前1-2-20 083-941-6793 ろばたいむ 駅通り1-7-8 083-920-9369

waRmth 道場門前2-4-6 083-902-3054

店名 住所 電話番号

新しい整骨院 本町1-1-13 083-902-5711

ブティックアロマ 本町1-1-13 083-922-1438

うた大 本町2-1-8 083-921-0151

酒家鶏処　炭大 本町1-1-16 083-920-9439

学生専科タケナガ 本町1-1-11 083-922-7817

Fashion House ねね 本町2-1-6 083-932-5060

文具のはらぐち 本町2-1-2 083-922-0357

㈲藤井食料品店 本町1-1-10 083-922-2680

フォークカフェほおづき 本町2-1-8 2F 090-2299-0283

グーグーまるひさ 本町2-2-10 083-922-1677 表面もあります

【西門前商店街】

【道場門前商店街】 【駅通り商店街】
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