
７月５日現在登録店

【飲食業】 ※地区別・五十音順

地区 事業所名・店舗名 所在地 専用・共通
種別

事業内容 取扱商品 PR

有
帆

ラーメン龍 有帆495 専・共
スマイルチケットを使用した方はラーメン１杯につき卵１個サービスし
ます。

味処　一二三 西高泊628-1 専・共
日替り定食、チャンポン、焼きそば、うどん、丼ぶり、ステーキ等
ご来店お待ちしております！

居魚屋　鱗 日の出1丁目7-20　サンビレッジＤ-201号 専・共
地魚を中心とした魚専門店！旬の鮮魚や珍しい魚介を大将自ら市場で買
い付け。推しの日本酒も各種ご用意しております。

伊酒屋ぼーの 日の出二丁目1-1 専・共
イタリア料理・居酒屋・ピザ・パスタ・ワイン
美味しいピザとパスタとワインをご用意して心よりお待ちしております。

居酒屋　武蔵　小野田店 日の出2-1-1（第２新生ビル） 専・共
大トロホルモンの塩もつ鍋（1～2人前）（税込￥1,099)、国産大トロホルモンのたれ焼き（税込
￥659)、瀬戸内地だこの鉄板焼き（税込￥879)　全席個室で周りとの接触がないので安心。ガイドラ
インに基づきコロナ対策を徹底しています。

田舎家 日の出1丁目4-12　松本ビル1F 専・共
居酒屋　スペアリブ・焼とり・おばんざい。小さな店ですが、ご来店お
待ちしています。

エビス食堂 西高泊613-1 専・共 おまかせ定食等

お食事処辰すし
日の出3丁目14-27
オリエンタルホテル1F

専・共 お弁当500円～　瓦そば、うなぎ他

かすうどん　ビリケン 日の出1-4-12 専・共 うどん店

café　Morrow 東高泊1405-1 専・共 スパイスカレー 700円～　タコライス、オムライス

CAFÉ　Legit 日の出三丁目7-21 専・共 最高品質のコーヒーと本格的なスイーツで心地よい癒やしの時間をお届けします。

Kazun 日の出3-7-17　第2伊藤仙ビル 専・共
昼）昼飲みOK  店内ランチ・お弁当のテイクアウト
夜）居酒屋

玄海ざんまい　小野田店 西高泊高須664-3 専・共 宅配で新鮮なお寿司をどうぞ！

comecomeBURGER山陽小野田店 くし山2丁目1-1 専・共 美味しいお米のバンズで、多種の具材をボリューミーにはさんでいます！

酒場ビッグ 日の出3丁目7-15　伊藤仙ビル1F 専・共
居酒屋　名物「特選和牛あぶりの刑」「活あじ100たたきの刑」
美味しい居酒屋メニュー、旨い酒多数。ご来店お待ちしております。

桜子 日の出3丁目2-19 専・共 居酒屋

ジェラテリアバールSAKURA 日の出3丁目9-22　日の出ビル1階 専・共
スマイルチケットをご利用のお客様は、
ヒノデジェラートトリプル（通常600円）を500円にてご提供

Jazz　割烹　大津屋 日の出三丁目2-22 専・共
音楽（ジャズ等)を聴きながら、コーヒー・お酒を飲みながら楽しむ又
はライブをたのしむ

SHAPLA　indian  Restaurant 日の出1丁目1-10 専・共 インディアンカリー、ナン

寿し処　入船 日の出一丁目1番33号 専・共 ランチ900円～　夜3,000円～　他一品料理　テイクアウト有

炭火焼鳥屋　吞々 新生1-9-10 専・共 一本一本手差しした焼鳥を備長炭で焼き上げる本格的な焼鳥屋です。

ダイニング酒場高泊 西高泊664-3 専・共 酒の肴・肉も魚も美味しい高泊！！

Dining　HARAYA、餃子の福原 日の出3丁目7-8 専・共
Dining HARAYA  （飲食店）肉料理700円～
餃子の福原（生餃子専門店）餃子800円～

地産馳走 飛寅 日の出3-7-17 専・共
本格的なそばが愉しめる和食居酒屋。お昼も生そばと定食のランチ営業
を行っております。

地鶏屋　勝ちゃん 日の出二丁目1-5　新生ビル1Ｆ 専・共 地鶏、焼肉、焼とり、ホルモン鍋

鉄板ダイニング　DAJIN 日の出3-8-24 専・共 鉄板焼　リーズナブルに食べれます。

長崎ちゃんめん　小野田バイパス店 西高泊585-1 専・共
長崎ちゃんめん550円～他　いろんな味と種類のちゃんめんを楽しめ
ます。ギョーザ、チャーハン､皿うどん他セットメニューも好評です。

八剣伝　小野田駅前店 日の出三丁目9-9 専・共 100円焼鳥　実施中！

八丁堀 日の出1-33 専・共 広島つけ麺・しょうゆラーメン。夜は居酒屋メニューも豊富です。

花むらさき 日の出一丁目1-32　タケダビル２F 専・共 スナック　

はらコロ 日の出一丁目2-8 専・共 コロッケ店頭販売（調理済）要予約。冷凍コロッケ販売。お弁当販売

春駒亭 日の出三丁目1-43 専・共 日本料理、懐石弁当

ほっともっと小野田バイパス店 新生２-2-40 専・共 あたたかいお弁当をお作りして、ご来店お待ちしております。

ホルモン勝龍 日の出一丁目10-22 専・共 断然おいしい肉の提供

豆狸 日の出3丁目6-22 専・共
おふくろの味を提供しています。
営業時間15:00～22:00

萬福ラーメン 日の出一丁目5-10 専・共 ラーメン、焼きめし、ぎょうざ、から揚げ

ミラノピザ　小野田店 西高泊高須664-3 専・共 生地から手作りのおいしいピザをぜひ、ご自宅で！

来来亭　小野田バイパス店 日の出二丁目8-5 専・共 女性１人でも入りやすい！！夏限定の冷麺を是非どうぞ！！

若新　小野田店 新生2-1652-1 専・共 海鮮居酒屋  いか活造り（2人前～）1,800円より

山陽小野田市商品券（スマイルチケット）　取扱店一覧
商品券が利用できる期間：お手元に商品券が届いたときから令和５年２月２８日まで
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一久　バイパス店 西高泊594-1 専・共
ラーメン屋　ラーメン650円　焼きめし580円
ギョーザ480円　セットメニューもあります。

カルビ大陸　山口小野田店 西高泊676-1 専・共 焼肉店　お手軽ランチ880円～

カレー屋　ロック 大字西高泊594-1 専・共 カレー屋　カレー１杯 620円～　ご来店お待ちしております。

酒と肴　蔵間 西高泊630-1 専・共
個室の居酒屋。山口県の日本酒からカクテルまで数多くのメニューをご
用意しております。

敦煌 山口小野田店 西高泊632-1 専・共 中華料理

焼鳥とも 西高泊594-1 専・共
焼鳥　１本１本丁寧にさした串をおいしく焼きあげ提供します。
カウンター(７席）以外は個室

焼肉　大邱　小野田 西高泊594-1 専・共 焼肉店　各種韓国料理　無煙ロースターによる強力換気、個室で安心

居酒屋　ひと息 高栄1丁目11-15 専・共 新鮮なお刺身や主に手作りの料理を提供しています。

うどんの庄　住吉 中川3-4-6 専・共 自家製うどん、天ざるうどん1000円。創業32年、あなたの大切な人とぜひ！！

カラオケ花時計 住吉本町一丁目1-6 専・共
カラオケを主とするアルコールを提供する飲食店です。
カラオケは歌いやすいです。

牛角　小野田店 高栄1丁目11-16 専・共
焼肉店　焼肉は人を元気にする魔法があるッ。牛角カルビ649円、牛
角90品食べ放題3,938円。

寿司よし 中川4-9-20 専・共 寿司、一品料理他

スナック　美豚倶楽部 住吉本町一丁目4-34 専・共
リーズナブルで安心・安全。感染予防対策行ってます。カラオケはDAM　Ai
搭載機種になってます。歌をうたいにいらっしゃいませんか？

スナック　YAP 住吉本町1-1-11コスモビル2F 専・共
アルコール１杯700円～、ノンアルコール1杯500円～
安心・安全の為の対策行っています。

セントラルホテル　レストランＭＯＧＡ 千代町1丁目8-26 専・共
日替和定食、洋食ランチ1300円。食後にコーヒー・紅茶・オレンジジュース
選べます。テイクアウトも人気です。

手作り惣菜　味彩 中川2丁目3-1 専・共
唐揚げ弁当、ハンバーグ弁当、カレー弁当、トンカツ弁当、日替弁当、チャー
ハン弁当、おむすび弁当など手作りで家庭の味を満喫して頂けると思います。

飛火野 住吉本町1-4-40 専・共 お持ち帰り弁当、仕出し料理

中川食堂 中川四丁目1-29 専・共 夏休み限定お子様ランチ弁当￥250、日替弁当（月曜～金曜）５食分通常￥1,800をお
１人様１回限り、お試し価格￥1,000　ご来店ご予約お待ちしております。

ほっともっと小野田サンパーク前店 高栄1-11-25 専・共
弁当屋(フランチャイズ)のり弁当330円～。
手作り弁当でみなさまのご来店　お待ちしております。

メナードフェイシャルサロン山陽小野田 高栄2-5-21　エアリーガーデンB201 専・共
フェイシャルからデコルテまで艶めくようなハリ感を実感頂けるエステ
を。50分 2,200円～。

焼肉 龍王園 千代町1丁目8-26 専・共 焼肉　お手軽価格で味わえる焼肉店

居座ッ食　あき セメント町2-7　カーサクオーレ 専・共 おかん料理、おばんざい、鍋料理、刺身などその他色々。

石井鮮魚惣菜店　仕出し店 セメント町5-3 専・共
弁当12種、うな重、寿し各種、おかず20種、むすび、煮魚、焼魚。
朝9時よりお待ちしています。

UCHI CAFE 灯 須恵2-1-31 専・共
ワンプレートランチ1,650円、テイクアウトランチ1,650円は前日15時まで
の要予約。☎84-8444ご予約おまち致しております。

美味か処 あや 中央2丁目3-6 専・共 焼きとり、一品料理

コミュニティカフェ wakayama 港町8-3 専・共 昼はランチ。夜はライブにも使えます。

炭火焼　とりとり 中央一丁目1-48 専・共
R4年4月25日オープン。小野田工業高校向いの炭火焼やきとり居酒屋です。
キンキンに冷えたキレのある生ビールをご用意してお待ちしております。

台湾料理 金来順 セメント町6-1 専・共 ラーメン550円～、日替ランチ680円～

ぺんぎん 平成町2-22 専・共 飲・食・話・笑

焼肉サラン 平成町10-35 専・共 焼肉、韓国料理、生マッコリ

焼肉ふるさと セメント町2-10 専・共 御家族での御来店をお待ち致しております。

ラーメン五代目 YUTAKA 中央二丁目5-8 専・共
家系ラーメンはおかずです。白米と一緒にどうぞ。
お座敷有るのでご家族との利用◎　スマイルチケット利用でPOINT２倍！

Regal（レガル） 平成町10-41 専・共
ハンバーグメインの洋食レストラン。出来たてアツアツのテイクアウトも
オススメ♡ディナー、テイクアウト共に予約必須！

和語飲処　まる家 港町5-5 専・共
アットホームな居酒屋です。愛情たっぷりの料理でお待ちしております。まず
はお気軽にお問い合わせ下さい。TEL（０８３６）８３－７５２５

うどん　ちび 須田の木3819番地9の2 専・共
天然出汁を使用したうどん屋です。一から丁寧にお出汁を作っているため、塩分濃度も低く、身体に優
しいお出汁で飲み干しても安心です。トッピングの肉やキツネ、丼ぶりのツユにもお出汁を使用してお
り、こだわりのメニューが勢揃いです！ご来店お待ちしております。

KINBUTA 赤崎四丁目10-31 専・共
串焼180円～、ヤンニョムチキン 800円（サラダ付）、三色唐あげポテト付
980円、肉うどん 600円　その他色々と御用意しております。

La Tierra 赤崎3丁目6-1 専・共 こだわりの地元農家さんのお野菜を使った四季折々の地中海風料理のレストランです。

le cocon 料理工房 赤崎三丁目1-16 専・共 コースのみのお店です。

おしゃべりたいむ 南松浜町573-11 専・共 居食屋、カラオケ、食事が出来ます

きらら交流館　レストランやけの 焼野海岸 専・共 レストラン　定食、うどん、ちゃんぽん、かつ丼　など

ソル・ポニエンテ きららビーチ焼野 専・共
レストランでは人気のパエリヤをはじめ、パスタも大好評！！お隣のカフェで
おむすびケーキやドリンクもテイクアウト可。

HugHugCafe 小野田７３０番地2 専・共 海の見える小さな小さなカフェです。

厚狭やきとりスタンド 厚狭1-7-5 専・共
焼き鳥と鶏料理が楽しめる店です。スマイルチケットの10％クーポン
バックします。共通券はさらに２倍の２０％クーポンバックです。

an-an 厚狭1丁目4-7 専・共 飲食店
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憩いの場 厚狭1丁目3-2 専・共
居酒屋　持ち帰り500円弁当
地元食材をメインにした料理とシックな店内

居酒屋　冨丸 桜2丁目5-7 専・共 刺身　焼魚　煮魚

泉屋はしもと 大字厚狭12-36 専・共
テイクアウト専門店。お弁当やおむすびや当店名物のしゃぶしゃぶ・泉
屋本店ラーメンもお持ち帰りやってます。

泉屋　本店 厚狭12-28 専・共
コラーゲンしゃぶしゃぶ　黒かしわ鍋　チケットのご利用は夜のみで
す。

お好み焼き　やまなか 大字山川44-10 専・共 お好み焼き、ちゃんぽん、鍋焼きうどん、オムライスなど

御食事処　やよい/喫茶　やよい 厚狭1丁目1の6 専・共
9:00からモーニングサービス（650円）11：30から日替り「厚狭ランチ」（ドリンク付）950円、テイクアウト「厚
狭弁当」（700円）も好評です。自家製ケーキ・クッキー・焼菓子もとりそろえています。生演奏やジャズライブも開催
します。

串ん坊 鴨庄45の22 専・共
居酒屋　やきとり、串焼　110円～☆テイクアウト可☆
お一人で、ご家族で、気楽にご利用下さい。

茶房IZUMi 大字厚狭1506-1 専・共 お昼ランチ￥1,200、茶房ランチ￥1,600  ☆医療従事者の方は事前に声を描けて頂けれ
ば、日頃の感謝を込めて気持ちばかりのサービスをさせて頂きます。

食彩楽　一心亭 厚狭858-3 専・共
寿司、慶弔仕出し、会席料理、定食各種、ランチ、一品料理
手作りの料理提供を心がけております

食事　喫茶　エリーゼ 鴨庄101-31 専・共 食事　喫茶

スナック　奏 厚狭1丁目1-21 専・共
スナック　90分飲み放題、カラオケ歌い放題　ご来店お待ちしており
ます

スナック　サン 厚狭一丁目1-15 専・共
初めての方も安心のチャージ2,000円（60分）から。通常キープ料金
方式など財布にやさしいお店です。

饌　花むら 厚狭459-3 専・共 昼夜　完全予約制。昼おまかせ1,800円、夜おまかせ1,800円～

手打そば　野の花 桜一丁目6-22 専・共 手打ちそば屋　ご来店お待ちしております。

DESSERT 厚狭12-21 専・共 店内にて、X-LARGEのロンT、T-シャツも販売中！！

鶏から揚げ専門店　お福 鴨庄405-3 専・共
骨付き鶏を素揚げし、秘伝のタレと塩こしょうで甘辛い味付けをした、
から揚げテイクアウト専門店です。宇部新川から移転オープン！

ドライブイン　こだま 厚狭17-4 専・共 日替定食・唐揚定食・ビジネスランチ他

生餃子専門店　らいち 山川1309-1 専・共
生餃子持帰り専門店です。スマイルチケットの10％クーポンバックし
ます。共通券はさらに２倍の２０％クーポンバックです。

長崎ちゃんめん　山口厚狭店 山川798 専・共
長崎ちゃんめん 1杯550円～。かつ丼はじめました！！毎週水曜日は
ぎょうざの日。ご来店お待ちしております。

二反田 厚狭1-1-5 専・共
仕出し弁当\1,000(税抜)～、オードブル\5,000(税抜)～
居酒屋17:30～22:00（L.O）

ほっともっと厚狭店 厚狭878-20 専・共 から揚・チキン南蛮・カルビ焼肉・オードブル・他

麺菜酒家　らいち 山川1309-1 専・共
家族三世代で楽しめる店です。スマイルチケットの10％クーポンバッ
クします。共通券はさらに２倍の２０％クーポンバックです。

酔処 大字鴨庄99-1 専・共
生ビール(小)\500、瓶ビール(中)\700、焼酎、ウイスキー他　仕出
し色々\400～、定食\800、他料理\600　カラオケあります

味春 津布田2516 専・共
定食（トンカツ・しょうが焼　等）
寿司（巻ずし・いなり　他）

井上旅館 津布田500-3 専・共 海鮮料理　新鮮な魚料理をご賞味下さい。テイクアウトも利用可.

うどん処　ウエストリバア 埴生2216-7 専・共
家庭的で親しみやすいうどん処です。うどんの他にもラーメン・ちゃん
ぽん、定食などがあります。

鰻料理たけだ 郡2708-1 専・共 鰻料理（うな重セット1,800円～）

海の家　はら 津布田654-2 専・共 刺身定食(数量限定)1,100円、各定食990円～、ミニ会席1,650円～、会席3,300円～、テイクアウト
弁当1,080円（要予約）、テイクアウト海鮮ピザ1,000円　※全て税込価格です。

割烹御食事処　みちしお 埴生2216-17 専・共
松華堂弁当、仕出し弁当のご提供をしています。お部屋のご利用承って
おります。（3日前まで要予約）

酒喰処　あかり 埴生1621-6 専・共 気軽に入れる居酒屋食堂。テイクアウト可

食道楽　帆万里 津布田2631-2 専・共
豪華海鮮丼2,700円、日替定食1,265円、刺身定食1,980円　他にも豊富なメ
ニューございます。テイクアウトのお弁当も600円～ございます。

炭焼き海門 津布田2634-27 専・共
炭火焼き　焼肉専門店　感染予防のため予約制（３組限定）。
当日予約の場合、時間調整あります。

ドライブイン南国 埴生上市56-1 専・共 ドライブイン　チャンポン他　いろいろあります。

ドライブイン　みちしお 埴生2216-17 専・共
貝汁、定食、麺類など　貝汁が名物のドライブインです。
24時間営業しています。

村上旅館 津布田498-3 専・共
テイクアウト弁当1,000円(税込)～
会席料理<各個室あり>2,200円(税込)～

レストラン＆カフェ　ポテト 埴生29-1 専・共
洋食とカフェ。
ハンバーグ、パスタ、焼カレー、パフェが人気の飲食店です！

【小売業】 ※地区別・五十音順

地区 事業所名・店舗名 所在地 専用・共通
種別

事業内容 取扱商品 PR

㈲アシスト 共和台16-1 共 コロナ対策グッズ、防災用品など販売中です。

出光有帆ＳＳ 有帆924番地5 専・共 ガソリンスタンド

ウィーン菓子 ティーゲベック 有帆466-23 専・共 洋菓子・ドリンク

ウォンツ有帆店 新有帆町19番6号 共 ドラッグストア

自然派木工房　木洩木 有帆70-72 専・共
手作り木製品（子供用イス、テーブル、木馬、おもちゃ箱、三輪車、い
ちょうのまな板、カッティングボード他）手作り和古物、布製品他
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セブンイレブン山陽小野田有帆店 有帆外堀432-1 共 コンビニエンスストア

村川呉服店 有帆723 専・共 寝具、婦人洋品

めだかハウスきらら 有帆1624-4 専・共
改良メダカの販売。粉末エサ・ゾウリムシ・ミジンコ・ＰＳＢ・産卵床
も取り扱っています。

アルク　小野田 西高泊640番地1 共
スーパーマーケット
食料品・生活雑貨など豊富に品揃えしております。

ウォンツ西高泊店 西高泊623-1 共 ドラッグストア

円満花店　claire えみ　アルク小野田店内 西高泊640-1 専・共
生花・ドライフラワー・プリザーブドフラワー・鉢など
お花のことなら当店へおまかせ下さい。

大石園茶舗 日の出3丁目1-23 専・共 日本茶、茶菓子販売。おいしいお茶は日本茶専門店の当店で。

㈱奥商会 西高泊642番地の3 専・共 建設資機一式

おしゃれ館　なわた 日の出3丁目8番16号 専・共 化粧品小売　おしゃれ小物　贈答品（駐車場有り）

（有）小野田オートサービス 西高泊622-1 共
新車・中古車販売・車検整備・板金塗装・ドラレコ・ナビ取付
その他用品も取り揃えています。

お花屋さん　claire えみ（旧　花紋） 日の出3丁目1-16 専・共
お花のことなら当店におまかせ下さい。1本のお花からスタンド
花、鉢物など是非当店へ！！

革工房　JACK 日の出二丁目3-1 専・共 ヌメ革を使用した革小物。犬用革首輪・リード等の製作（受注生産）

㈲川谷自工 東高泊1235 専・共 小さな事から何でもお気軽に声かけ下さい。スタッフ一同

クスリ岩崎チェーン　イオン小野田店 東高泊1256 共 ドラッグストア

グランシャリオ　小野田本店 日の出3丁目7-17 共 若きパティシエ達が作る新スタイルのケーキをお楽しみください。

幸太郎スポーツ山陽小野田店 日の出3丁目2-17 共
小、中、高校生の制服、体操服は幸太郎スポーツにお任せ下さい。給食
の割烹着、小物などもご準備しております。

河内商店 日の出1丁目12-18 専・共 食料品小売

島原畳店 西高泊608-9 専・共
畳工事一式（新畳、表替、裏返し、縁無畳）　信用と技術のお店です
（畳一級技能士）

シューズサロン　ながとみ 日の出1丁目5-12 専・共 婦人、紳士革靴、ケミカル靴、運動靴、ゲタ、草履

スクールショップキタノ 小野田店 日の出3-2-21 専・共
学校制服、体操服、通学関連商品　学生服専門店として、ご購入後のア
フターフォローも万全。ぜひご来店下さい

スポーツショップいしべ 日の出4丁目2-14 専・共 スポーツ用品全搬取り扱っております。

セブンイレブン小野田高千帆店 高千帆2丁目6-8 共 コンビニエンスストア

セブンイレブン小野田萩森口店 東高泊字上山根9-1 共 コンビニエンスストア

セブンイレブン山陽小野田新生店 新生3丁目3番20号 共 コンビニエンスストア

セブンイレブン山陽小野田高須店 西高泊字神田沖619-47 共 コンビニエンスストア

セブンイレブン山陽小野田日の出店 日の出1丁目11番13号 共 コンビニエンスストア

第一薬局 小野田バイパス店 西高泊669番 共
保険調剤、医薬品（パブロン、キャベジン、ロキソニン他）、健康食品（バイ
オリンク、バランスター、夢三七他）、健康相談に丁寧に応じます。

ダイレックス小野田店 日の出2丁目4-1 共
ディスカウントストア
食品、酒、薬、衣料品、雑貨など

谷口商店 柿の木坂1丁目8-1 専・共 酒・食料品・青果・その他雑貨　子供さんからお年寄りまで

ディスカウントドラッグコスモス東高泊店 東高泊1048-1 共 医薬品、化粧品、日用品、食品等の販売　３６５日毎日安い！

㈲電化のマミヤ 日の出３丁目15-23 専・共 親切丁寧まちの電気屋さん

土井輪業 日の出三丁目1-34 専・共 二輪車、電動自転車、自転車　販売・修理

トヨタカローラ山口㈱小野田店 新生3丁目1-5 共
自動車販売、修理等
トヨタ車全車種取扱いで、新車購入は長期分割1.9％（一部車種）実施中

ハラキ眼鏡店 日の出一丁目3番13号 専・共 メガネ、光学器、補聴器、時計修理、電池交換

㈱藤井商会　小野田駅前給油所 日の出4-6-1 共 お車の事何でもご相談ください

ホームセンターコーナン小野田インター店 東高泊784番地 共
木材・建材からＤＩＹ・ガーデニング、ペット用品、日用品を取り揃え
ております。ご来店お待ちしております。

㈱ホリシンオートモビル・カスバイ KASUBUY 東高泊1404番地1 専・共 全メーカー国産車・外車の車輌販売、車検整備、一般整備など　KASUBUY・・・ジム
ニー・ジムニーシエラ（ルーフテント付）に乗ってキャンプやドライブしませんか？

Honda　Cars　山口南　小野田店 新生1丁目2-31 共
ホンダのディーラーです。
新車、中古車、車検、点検、オイル交換　おまかせ下さい。

町田金物店 日の出3丁目2-12 専・共 建材、日用品、ステンゴミ収納ＢＯＸ

マックスバリュ小野田店 東高泊784 共 物品販売　食品　その他

マツヤデンキ小野田店 日の出2丁目8の15 共 家電でお困りの事は当店へ

丸久　高千帆店 石井手一丁目９番７号 共
スーパーマーケット  食品
お客様の「普段の生活」を応援します。

みき薬局　小野田店 東高泊1275-9 共 保険調剤薬局

みつば薬局 くし山1丁目17-12 共 調剤薬局　処方箋に基づく調剤、一般薬品、介護用品の販売
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メガネパーク 日の出2-11-11 専・共
国内外でセレクトしたアイウェアブランドをお取り扱いしております。
皆様のご来店お待ちしております。

合同会社　守谷商事 新生1丁目3-22 専・共
パソコン・ＯＡ機器・家電・文具・山陽小野田市指定ゴミ袋・その他
ご来店お待ちしてます。

山田石油サービス（株）小野田SS 日の出二丁目9-7 共
サービスステーション　　燃料油販売、洗車、自動車メンテナンス
利用可能時間9:00～18:00

吉岡商店 日の出3丁目1-10 専・共 クリーニング取次ぎ、食品、パン、菓子等

ラッキー厨房 東高泊1561-1 共
厨房機器・調理道具販売
プロが使う本物の道具が何でも揃います。

リカーマーケット酒の國 西高泊669 専・共
ビール、清酒、焼酎、ワイン、洋酒、リキュール、飲料水、珍味
世界の酒類等プレミアム商材・酒、食品ギフト

ウェスタまるき　神田店 西高泊字神田前581番地の1 共
スーパーマーケット　食料品、日用品、雑貨　良い品をより安く！！暮
らしの中に喜びを！！

グッデイ　小野田店 西高泊829番1 共
ホームセンター　園芸資材、植物、木材、日用品等
家族でつくるいい一日がグッデイならできる♪

スマイル薬局 西高泊590-5 共 薬局

TAKUMIうさぎ屋 西高泊2004-8 専・共
陶磁器、ガラスの器、手ぬぐい等布小物　店主が選んだ普段使い器たち。お気
に入りの器達と憩いのひと時をいかがですか。

竹元製畳所 烏帽子岩前 専・共 新畳、表替、裏返　見積は無料です。

なわたの海苔屋　本店 西高泊2289番地 共 海苔加工販売　味付海苔・焼海苔・乾海苔

ホームプラザナフコ小野田店 西高泊735番地 共 ホームセンター

ミルクセンターニシザワ 西高泊1351-13 専・共 乳製品宅配案内、食べるヨーグルト・飲むヨーグルトetc

森商店 西高泊1789の4 専・共 駄菓子、日用雑貨

イエローサイクル 千代町1-8-23 専・共 自転車及び関連商品の販売と修理　あなたの街の自転車店

ウェスタまるき　中川店 中川町2丁目6633-1 共
スーパーマーケット　食料品、日用品、雑貨　　良い品をより安く！！
暮らしの中に喜びを！！

ウォンツ小野田店 中川3丁目10-17 共 ドラッグストア

お菓子のコッチ 中川3-10-26 専・共
洋菓子店（ケーキ・焼菓子・ギフト）
バースデーなどホールケーキのご予約承ります。TEL39-5570

亀の甲農園 小野田笹原1745-1 専・共 農薬・化学肥料不使用の大粒のぶどう（ピオーネ）200ｇ1,000円～。全国でも珍しい
有機ＪＡＳ認証のぶどう園。贈答品にもおすすめです。販売期間8月末～11月末。

かわとうミシン電機商会 住吉本町一丁目4-38 専・共 家電・ミシン販売修理。ミシン修理しています。

かんのん堂 中川三丁目5-5 専・共 御香、ローソクなど各種\500円～

クスリ岩崎チェーン　小野田中川店 稲荷町4-20 共 ドラッグストア

さくら坂薬局 小野田字弐番溜井6106-56 共 保険調剤薬局

セブンイレブン山陽小野田千代町店 千代町1丁目6467-1 共 コンビニエンスストア

セレクトショップ◇SpiralSteps◇ 高栄1丁目8番12号 専・共 洋服からバッグ、靴まで大人の女性の為のセレクトショップです。併設店では、ギフト
におススメなインポート雑貨を販売。只今インポートのエコバッグが人気です！

第一薬局 住吉店 住吉本町1丁目3番22号 共 保険調剤・医薬品、健康食品。健康相談に丁寧に応じます。

第一薬局 労災病院前店 南中川町11300-28 共
保険調剤
全国医療機関の処方せんを受付けしています。

㈲タイヤセンターニシムラ 千代町1-7-7 専・共
タイヤ、ホイール販売、修理
出張作業、迅速対応

千代町薬局 稲荷町11-19 専・共
薬局（保険調剤、一般薬販売など）地域密着型かかりつけ薬局をめざし
てます。

釣具のポイント　宇部小野田店 小野田1289-8 共
日本国内に70店舗で釣具・アウトドア商品を販売する『釣具のポイント』で
す。新鮮な釣り情報、商品情報満載！釣りのことなら釣りのポイントへ！！

ディスカウントドラッグコスモス小野田店 高栄1-8-5 共 医薬品、化粧品、日用品、食品等の販売　３６５日毎日安い！

ドラッグストアモリ小野田店 千代町1丁目8番33号 共 ドラッグストア(医薬品・化粧品・生活用品・食料品の販売）

なわたの海苔屋　中川店 中川3-6-10 共 海苔加工販売　味付海苔・焼海苔・乾海苔

西日本商事（株）山口営業所　やすらぎ 中川4丁目4番8号 共
リハビリシューズ、1本杖、シルバーカー等
福祉用具を扱っています。ご来店をお待ちしております。

原田サイクル 目出新町7015の2 専・共 自転車販売修理　自転車は自転車専門店で

パリミキ 小野田店 高栄2丁目1-26 専・共 眼鏡・補聴器　認定眼鏡士・認定補聴器技能者の店

富士商（株） 小野田稲荷町給油所 稲荷町10-23 共 給油、洗車等

ブックオフ・オフハウス　小野田店 高栄三丁目1-1 共
リサイクルショップ(本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム、衣料品・食器・インテリア家
具、ブランド品etc）小野田サンパークの横にお店はあります！

Pois082 中川三丁目12-1　第1山下ビル1F 専・共 パン・焼菓子製造販売　イートインスペース有　旬の果物や野菜を使った焼菓子やパン
をメインに、食パンやナゲットなどの大型パンまで幅広く揃えております。

㈱幸屋　小野田店 中川6丁目1番43号 共 蒲鉾、銘菓、果物、ギフト商品など

ゆめマート　南小野田 高栄二丁目1番20号 共 スーパーマーケット

ローソン小野田中川三丁目店 中川3丁目1-20 共 元気一杯、営業中

須
恵

アクアヴィーナス セメント町6-2 専・共
熱帯魚、金魚、メダカ､錦鯉、水草、水槽販売。メダカすくい、金魚す
くい、リースイベント(お祭り用品）
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アルク　港町店 港町9番2号 共 スーパーマーケット　食品　お客様の「普段の生活」を応援します。

石窯パン工房　須恵の郷 南竜王町14-31 共
石窯で焼く軟らかくおいしいパンを100種そろえています。
塩パンはここだけの味です。

㈲磯村鮮魚店 中央1丁目4番37号 専・共 さしみ盛合せ等、鮮魚販売　魚のことなら、お気軽にご相談ください。

㈱HPSヤマガタ 港町3-14 共
自動車整備・販売・鈑金塗装・タイヤ
「任せて良かった」と信頼される企業を目指す。

㈱SNG 須恵2-6-31 専・共 家電販売店

SNGまつやま（松山電器） 須恵2-6-31 専・共 家電販売、修理、工事　全メーカー取扱い

㈱ オノディア マツデン 叶松2丁目16番16号 専・共 家電販売

香りの空間　吉中園 中央3丁目1-6 専・共 日本茶、健康茶、コーヒー豆

米・ギフト たにおか セメント町6-5 専・共 米屋一筋65年　ギフト（中元・歳暮その他）

すえ薬局 須恵1丁目12-2 共 薬局　薬・健康・介護　ご相談下さい。

セブンイレブン山陽小野田平成町店 平成町4番1号 共 コンビニエンスストア

㈲せら商店 セメント町5-6 専・共 衣料品・小物

ディスカウントドラッグコスモス丸河内店 丸河内1032-5 共 医薬品、化粧品、日用品、食品等の販売　３６５日毎日安い！

ネバーランド　ハンコセンター 中央一丁目3-4 専・共 印鑑・ゴム印・名刺他　各種印刷

富士商 西の浜SS 南竜王町12-19 専・共
サービスステーション、燃料油販売、自動車メンテナンス、洗車・コーティン
グ

ぷちショップ高尾 叶松2丁目3番3号 専・共 酒類、米、小売業

フラワーショップ　ルミエ 須恵3丁目6-8 専・共 生花と雑貨のお店です。お気軽にご来店ください。

松永種苗 セメント町8-20 専・共
種子、苗、園芸用品、家庭菜園を始めませんか？
何かしら、アドバイスができるお店ですよ!!

マルショク　小野田店 北竜王町15-28 共 スーパーストア（食品・雑貨・衣料品・ダイソー・ATM）

明治牛乳　小野田販売所 セメント町1-6 専・共 強さひきだす乳酸菌　明治R-1。お宅までお届けします。

ヤマダデンキ　宇部店 丸河内974-1 共 ゲーム、おもちゃあります。

リカースペース太陽　小野田店 平成町6374-18 共 「いい酒、いい味、いい出会い」

ローソン小野田北竜王町店 北竜王町1-18 共 明るいお店です。ぜひ寄って下さい。

加島呉服店 赤崎2丁目1-15 専・共 婦人服、寝具、学校制服

コメリ　ハード＆グリーン　山口小野田店 小野田字須賀840番地の1 共
ホームセンター 日用品、工具、資材、花、野菜、用土
身近な暮らしのパートナー、地域のニーズに応える店

さくら薬局 赤崎2丁目10-2 共 薬局

杉野商店 赤崎二丁目20-22 専・共 生花・鉢物・苗販売

セブンイレブン小野田竜王山公園入口店 小野田838-5 共 コンビニエンスストア

全国無名・有名「地酒・焼酎専門店」長陽酒店 赤崎2-8-3 専・共 うまい酒なら長陽におまかせ！分かりやすくお話ししましょう！！

ナガヒロ精肉店 赤崎2丁目9-28 専・共
精肉販売　お客様に商品を（肉）を選んでいただいてから、ご希望のサ
イズにカットさせていただきます。

にいづる酒舗 松角4351-1 専・共 酒類他　小売

富士自動車㈱ 赤崎1丁目2-1 共 自動車販売（新車・中古車）、車検、整備、鈑金、レンタカー、保険（損害保険・生命
保険）※自動車販売、車検、整備、鈑金、レンタカーにご利用できます。

まるき小野田大学通り店 大学通2丁目13-35 共
スーパーマーケット　食料品、日用品、雑貨　良い品をより安く！！暮
らしの中に喜びを！！

みずほ薬局　須恵西店 小野田字七ヶ松3942-12 共
調剤薬局　全国どこの医療機関の処方箋も応需いたします。
在宅訪問も致しますので、お気軽にご相談下さい。

海のパン屋さん　パン・デ・モルデ 小野田7534-9 専・共 焼野海岸にあるパン屋です。全粒粉を使ったパンが最近人気です。

スーパーとみや 小野田字2の介永550番地の36 専・共 食品小売業

浜本電機 南松浜町456-5 専・共 家電販売

厚狭駅南薬局 桜一丁目1番3号 共 調剤薬局

一倉洋品店 厚狭1丁目1番3号 専・共 学生服、婦人服

出光昭和シェル石油　厚狭本町　和光石油 厚狭464番地の6 共 ガソリンスタンド　・洗車だけでもご利用お待ちしております。

㈲伊藤商会 厚狭12番地26 専・共 LPガス　ガス器具　住宅設備機器販売

井上佛工所 厚狭366-2 専・共 家具調モダン仏壇やモダン盆提灯を多数展示しております。お買い物をされたお客様に
は、有効期限なしの10％割引チケットを配布中 https://www.inoue-bukkou.co.jp/

ウェスタまるき　厚狭店 山川箱割1312-1 共
スーパーマーケット　食料品、日用品、雑貨　　良い品をより安く！！
暮らしの中に喜びを！！

魚浜のり店 鴨庄60-8 専・共 のり屋
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ウォンツ厚狭店 厚狭1065 共 ドラッグストア

エディオン厚狭店 鴨庄11-6 専・共 家電小売

円満花店　クレールエミ　山口銀行の傍 厚狭１丁目1-4-13 専・共 お値段以上のアレンジ花束に感激！！素敵な花をお作りします。まずは御予約を！！

オートパル山陽 鴨庄13-2 共
自動車整備・販売・鈑金塗装・タイヤ
「任せて良かった」と信頼される企業を目指す。

果子乃季　厚狭店 厚狭1443-6 共
「月でひろった卵」をはじめ、山口銘菓を多数取り揃えております。無
料喫茶もございますので、ぜひご利用くださいませ。

㈲金重石油店 山川796-2 専・共 ガソリンスタンド、新車、中古車、車検、板金

神崎鮮魚店 厚狭373-2 専・共
１パック３００円前後のお刺身揃ってます。
厚狭（本町一区）、駐車場あり、月～土　夕方7時まで営業

極みの食パン　安都佐 厚狭467-1 専・共
無添加食パン専門店。こだわりの食パンをメインにパウンドケーキ・フ
ルーツサンド・ジャムなどを販売しております。

Good Coffee27 郡1196-2 専・共 おいしくて香りの良いコーヒーをお届けします。

Cosmetics　めかしや 厚狭478-1　丸久厚狭店内 専・共 資生堂化粧品各種取扱いしています。ご来店お待ちしております。

コメリ　ハード＆グリーン厚狭店 山川801-1 共 ホームセンター　日用品、工具、資材、花、野菜苗、用土など

㈲坂田わた寝装 厚狭427-1 専・共 寝装店

笹尾酒店 厚狭一丁目5番10号 専・共 酒類小売

佐々木書店　Book　CAFÉ 厚狭一丁目7-2 専・共 書籍・雑誌　　本屋さんが作るシフォンケーキをどうぞ

サムラスポーツ 山川1308-2 専・共 スポーツ用品、学生服、体操服　等

静間食料品店 厚狭1-9-1 専・共 青果・果物・食料品

Jewelry&Accessory Sei 桜二丁目5-28 専・共
結婚指輪、婚約指輪を手作りで製作しています。
ジュエリーやアクセサリーも製作していますので気軽に相談して下さい。

ジュンテンドー厚狭店 鴨庄27番地 1 共
ホームセンター
日用品、工具・資材、花、野菜苗、用土、肥料など

セブンイレブンキヨスク厚狭駅店 厚狭沖田8-3 共 駅ナカで利便性の高いコンビニ。ご来店お待ちしております。

セブンイレブン山口厚狭本町　 厚狭461-1 共 コンビニエンスストア

竹野硝子店 厚狭1丁目7-28 専・共 硝子入替

手づくりパンの店　アップルベリー 郡530-6 専・共
手づくりパン(70～80種類）食パン、菓子パン、惣菜パン、サンド
イッチなど安全安心なパン作りにこだわっています。

トロアメゾン 郡397-5 共
一番人気の生シュウロールは地元の方に愛されて育てられた山口銘菓で
す。

中村うに商店 鴨庄179-7 専・共 うに製造販売　瓶詰うに、粒うに計量販売

永山酒造合名会社 厚狭367-1 共
清酒山猿、焼酎寝太郎、山口ワイン販売
美味しい地酒で地元にエールを送ります！

西日本ジビエファーム 山川字鋳物師屋202 専・共
ジビエ肉（イノシシ肉、シカ肉）　（1Kg単価3,500円）　スライ
ス、ミンチ200g 1,000円。シカ肉はヘルシーです。

㈲野村時計店 厚狭一丁目17番27号 専・共
市民の皆様のご愛顧を頂き、2022年6月創業150年を迎えました。
裏心より感謝申し上げます。時計、貴金属、眼鏡、腕時計電池交換￥1,100～

明屋書店　厚狭店 厚狭埴生田460番地1 共
書籍販売、
（ＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム）販売、（ＣＤ・ＤＶＤ・コミック）レンタル

平中スポーツ 厚狭278番地 専・共
スポーツ用品全般。各学校の学生服、セーラー服、体操服、シューズ
等々

マックスバリュ厚狭店 厚狭字上ヶ田1065番 共 毎週火曜日がお買得‼ご来店お待ちしております。

有限会社　丸英モータース 厚狭5469番地の1 専・共 自動車整備

マルキュウ　厚狭店 厚狭478番地1 共 スーパーマーケット　食品　お客様の「普段の生活」を応援します。

㈲森岡燃料店 厚狭306番地 共 ガス機器、石油給湯器、システムキッチン、バス等住設機器販売

もりなが松陰堂 厚狭376-1 専・共
玄米おはぎ専門店。
おはぎ屋が作るグルテンフリーマフィン（小麦・卵・乳製品不使用）

山縣輪業 厚狭373-1 専・共
自転車各種、電動自転車、販売、修理　後のことまで考えたらやっぱり
専門店で！！

山本建材店 厚狭1丁目8-17 専・共 砂、砕石、セメント、ブロック、コンクリート二次製品

ゆめ市場川上 厚狭4408-1 専・共
新鮮野菜（地元産）、山菜、もち（あんもち、白もち）、お菓子（シ
フォンケーキ、クッキー、マロンパイ他）

WAYA  WAYA  MOTOR  CYCLES 鴨庄11-6 専・共
オイル交換￥1,000～
お気軽にバイク修理、購入の相談お待ちしております。

セブンイレブン山陽小野田山野井店 山野井11120-8 共 コンビニエンスストア

中村商店 山野井2922-1 専・共 酒、食料品販売

埴生ゴルフ練習場 山野井1195-2 専・共 ゴルフ練習場

エディオン埴生店 埴生985-4 専・共 家電商品

コメリ　ハード＆グリーン埴生店 埴生3229番地14 共
ホームセンター　日用品、工具、資材、花、野菜、用土
身近な暮らしのパートナー　　地域のニーズに応えるお店

セブンイレブン山陽町江尻店　　　　　　 埴生江尻2022-1 共 コンビニエンスストア
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セブンイレブン山陽小野田厚陽店 郡3167-1 共 コンビニエンスストア

セブンイレブン山陽小野田津布田店 津布田字三ノ平田2194-1 共 コンビニエンスストア

西嶋畳店 埴生上中 専・共 畳製造販売

ニュー丸栄石油㈱　小月インター給油所 埴生3227-1 共 ガソリンスタンド

浜のてんぷら屋 津布田2634-1 共 揚げたてのてんぷらを毎日30種類以上品揃え。最高級の練物です。

ハラダ薬局 埴生829（下市） 専・共 保険調剤、処方箋受付

ファミリーマート山陽小野田埴生インター店 埴生981番地3 共
日用品、食料品（弁当をはじめ、デザート・パン・冷凍食品・お酒・他）の販
売をしております。元気な接客を心がけてます。ご来店お待ちしております。

㈲森岡石油 郡3216-1 専・共
ガソリンスタンド　配達も行っております。
ガス給湯器・ガスコンロの販売設置も行っております。

森重商店 郡3224-1 専・共 食料品　小売

【サービス業】 ※地区別・五十音順

地区 事業所名・店舗名 所在地 専用・共通
種別

事業内容 取扱商品 PR

介護タクシー結 大字高畑266 専・共 普通車イス、リクライニング車イスに対応しております。ご連絡お待ちしております。

HAIR FIRST 有帆259 専・共 ・カット￥4,300（シャンプーブロー込み）・カラーカット￥8,600 ・パーマ(カット
込み）￥9,000～・トリートメント・ヘッドスパ￥2,500・その他メニュー有り

まつよし理容室 新有帆町19-3 専・共 予約も出来ます。

アトリエ・グランディール 日の出3-9-5　しゃぼんビル1F 専・共 美容全般　アットホームなサロンです。

Octo hair salon 東高泊1588-2 専・共 美容院

小野田第一交通㈱ 日の出1-10-18 専・共 タクシーは第一交通へ。コロナ対策宣言タクシー。

サンキューカット　小野田店 西高泊640-1 共
カット1,200円　ヘアーカット専門店です。
大人から子供まで幅広くご利用できます。

ジュラーレツルヤ　 日の出1丁目9-8 共
成人式振袖・卒業式袴・留袖・モーニングなどのレンタル衣装をしています。
ご来店お待ちしております。

ダスキンエイ・ワンサービス 東高泊1401の12 共
消毒剤、洗剤等の販売モップ、玄関マット、浄水器、空気清浄機、レン
ジフードフィルターの等のレンタル。

脱毛サロン　enmusubi 日の出三丁目2番14号 専・共
初回全身脱毛5,000円　ヒゲ脱毛500円　1回の体験で効果実感の
声、多数届いてます。

Dee 日の出3-7-11 専・共 脱毛・エステを都度払いでご提供いたします。

美容室　ラピス 東高泊126-9 専・共 美容全般　事前予約をお願いします。TEL(0836)83-0554

フォトボーイ 日の出1丁目4-10 専・共 証明写真、写真プリント、古い写真の修復・復元

ヘアーサロン　フクハラ 日の出三丁目7-10 専・共
理容　カット、お顔そり、カラー、パーマ、育毛等
ご来店お待ちしております。ご予約もどうぞ・・・

マイパレット　小野田店 西高泊640-1 共
アルク小野田店内にあるヘアーカラー専門店です。
全体染め2,750円、根元染め2,200円、部分染め1,650円（税込）

明星美容室 日の出1丁目10-27 専・共 ヘアーサロン、着付、化粧品

耳スパサロン  33hikari（ミミヒカリ） 東高泊2-5 専・共
耳かき・耳マッサージ・リンパケア・ドライヘッドスパ等。イヤース
コープで耳の中をモニターに映して確認できます。

モイスティーヌ 山陽小野田サロン 東高泊1232-1 専・共
美容器を使ったセルフエステサロンです。化粧品販売、マシュマロのようなモ
コモコ泡での洗顔と保湿の美肌体験2000円

㈱山本クリーニング　アルク小野田店 西高泊ワカリ640-1 共 クリーニング業

ヨガ＆オーラソーマ®  yukaria くし山1-15-1 専・共
ヨガ体験料（大人クラス1,000円／子連クラス500円）
色の力で潜在意識と繋がるオーラソーマ8,000円

Lusty cool heads 日の出２丁目1-12 専・共 レディースカット￥4,180、メンズカット￥3,850、カット＋カラー￥8,250～

Labbi'eir 東高泊262-2 専・共
黄土よもぎ蒸し・再生美容基礎化粧品販売
黄土よもぎ蒸しに使用する野草はすべて国産無農薬のものです

Linda Hair design 日の出1丁目5-12 専・共 美容室　カットに自信があります

Y's hair WEST 西高泊640-1 共
世代の異なるスタイリストが5名在籍するサロン。
髪質創りにこだわり、お客様の髪を美しい髪へと導きます。

協和整備工業㈲ 西高泊3144番地の1 専・共 自動車整備

美容室 HOT SPOT 西高泊675-45 共 満足して頂ける接客・技術でお待ちしております。

ブルータクシー㈱ 西高泊字西大塚1189-28 専・共 初乗650円と低料金で安全・親切をモットーにご乗車をお待ちしております。

フレンド介護タクシー 上の郷2-12 専・共 車椅子のまま乗れるタクシー

ミハルマリン美容室 西高泊3489-1 専・共 予約制の美容室です

ドラマティックス小野田中央店 中川3丁目11-24 共 朝8:30オープン。たくさんのスタッフでご来店お待ちしています。

ヒーリング工房「道（タオ）」
小野田7214-3（旦西）グリーンス
テージ102

専・共 体調不良からメンタル不調まで。まずはショートメールを下さい

須
恵

アングラー（よし丸） 須恵３丁目５番8-506 専・共 遊漁船業　小野田一文字の波止渡しは、アングラーにおまかせ
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お顔そりエステの隠れ家　cao cao セメント町9-20　ＳＫＹビル2階 専・共
女性のお顔そり専門店の理容室です。お顔そり 4400円～、エステ
3000円～

小野田中央交通 中央1丁目2-23 専・共 安全第一。皆様のお役に立てるよう努めて参ります。

㈲観光タクシー 南竜王町12-13 専・共
車内のアルコール除菌・オゾン除菌を日々行っております。
安心してご乗車ください。

BAR　BER　BAR 中央4丁目3-31 専・共
バーバースタイル・スキンフェード・濡れパンできます。子供からおじ
いちゃんまでお待ちしております。

ビューティサロン　B&B 北竜王町3-5 専・共 美容、花嫁着付

美容室　シャルム 北竜王町10-22 専・共
自宅サロンへ移転OPEN。感染対策実施中。ご新規様20％OFF。
オーガニックハーブカラー￥3,800～

ヘアーサロン　MARUNO 南竜王町8-14 専・共 カット、パーマ、顔そり

ヘアスタジオ　GINA 港町1-29 専・共
理容業　カット、顔そり、カラー、パーマなど。ご来店お待ちしており
ます。

介護タクシーつばさ 赤崎3丁目8-48 専・共 ストレッチャー・車イス対応　安全・安心で目的地までお送りします。

きょくとうクリーニング理大前店 大学通1-2-22 専・共
クリーニング取次店　朝10時迄に持ってくると、午後5時に出来上が
ります。

悟空 赤崎4-7-13 専・共
ドローン操縦のマンツーマンレッスンを受ける事ができます。他に空撮、
点検、測量等、ドローンを使った事業を行っております。

とうくぼ鍼灸整体院 小野田3935-4 専・共 もみほぐしや鍼灸治療等でお体のケアをいたします。

戸谷悟デザインオフィス 赤崎４丁目7-13 専・共
建築デザイン、店舗設計、ＣＧ、写真及び映像全般、ドローン販売、ド
ローン講習検定(国土交通省認定講習団体)、ドローンスクール

美容室　あらい髪 須恵東3930-2 専・共 美容室　癒しの時間をお過ごし下さい

URANA家 小野田730番地2 専・共 占い15分　2,000円。ほっぷ宇部小野田で毎月の占い連載中！

きらら交流館 焼野海岸 共 宿泊研修施設、トロン温泉、売店、施設利用料

あけぼの美容院 厚狭1丁目4-6 専・共 カット・パーマ・ヘアダイのご利用お待ちしております。

ASAトレーニングジム　ZERO→1 鴨庄81-1 専・共 スポーツクラブ　会費　

アユミングネイル 郡1761-3 専・共
マニキュア￥1,650～、ジェルネイル￥4,400～、ネイルケア￥2,200～
ご来店お待ちしてます。

アンテナ　ヘアーズ 厚狭1-8-20 専・共
髪と頭皮に優しいヘアサロン　１対１の完全予約制
水パーマ、水カラー、チャクラクリーニングスパが大人気

衣類のお医者さん　おべべ 厚狭1丁目3-1 専・共
衣類のクリーニング、シミ抜き、修理、寸法直しなど。お気に入りを永く大切
に使って頂くためのお手伝いをしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

近江屋クリーニング 厚狭280 専・共 クリーニング

お墓のせいえい 厚狭878-2 専・共 お墓の清掃、メンテナンス　明朗会計遵守。丁寧にご対応致します。

KIZMO 厚狭1-6-1 専・共
まつげサロン　まつげパーマ 4,500円～　まつげエクステ 3,000円
～　　ぜひご来店お待ちしております。

Salon　Clair 厚狭449-11 専・共
まつ毛エクステ、まつげパーマ、エステ・脱毛、ネイル　当日予約可能
となっております。

サワー美容室 厚狭101-30 専・共 美容室

新興タクシー㈱ 鴨庄14番地の8 専・共 タクシー　安心・安全・お近くでもどうぞ

スーパーリラクゼーションらくや 大字厚狭478-1 専・共 丸久厚狭店内にある当店のオリジナルの整体・マッサージの店です

ダンディー理容室 鴨庄113の4 専・共 理容室

朝陽カントリークラブ 郡16-3 共 ゴルフ場　密にならないゴルフ場で存分にお楽しみ下さい。

永田写真館 厚狭14-9 専・共 証明写真

はな美容室 厚狭沖田14-8 専・共 髪質改善・美髪矯正美容サロン

はな美容室。(ドット) 厚狭沖田14-8 専・共 髪質改善・美髪矯正美容サロン

ビューティーハウス　ビビ 厚狭1440-4 専・共 美容業

美容室　ゼノン 厚狭1463-13 専・共 美容室

美容室　びーだま 厚狭1丁目12-23 専・共
カット3,500円　カラー5,000円～　完全個室・完全予約制
営業時間7～22時　（当日予約最終受付19時）

美容室　ぽっぽ 大字郡1112-5 専・共 美容室　カット￥3,850　カラー￥6,600～

ヘアサロン安藤 厚狭251-2（本町1区） 専・共 理容店　　調髪（カット、ひげそり、シャンプー）3,500円

ホワイト急便　マックスバリュ厚狭店 厚狭1061 共
クリーニング　お気軽にご利用いただける「生活価格」でのサービス提供を基
本としております。

メリィ・メリィヘアーハウス　厚狭店 厚狭1061 共
マックスバリュ厚狭店敷地内にある美容室。予約無で来店可。カット（ブロー込）
2,750円、白髪染め（シャンプー、ブロー込）3,300円、他パーマ等リーズナブル価格
で提供。

ラーク美容室　本店 山川1320-8 専・共 明るいスタッフがお待ちしております！！

ラーク美容室　丸久店 厚狭埴生田478-1　丸久厚狭店内 専・共
通常のヘアメニューに加え、着付（出張）のサービスも行っておりま
す。

れんげ草 郡398-19 専・共
女性専科のカイロプラクティックサロン
骨盤矯正、肩こり、腰痛などお気軽にお問合せ下さい。

出
合

山陽グリーンゴルフコース 郡877番地43 共 プレーヤーを飽きさせない、個性と戦略性に満ちたパブリックコース。
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ブライダル優美 山川783番地3 共
成人式振袖レンタル、卒業式袴レンタル、婚礼衣裳レンタル、七五三衣
裳等

プレジデントカントリー倶楽部　山陽 山野井東2039-19 共
ゴルフ場
青い空に緑の芝生のゴルフ空間。お気軽にお電話ください。

リラクゼーションサロン Laugh+Laugh 山川985-2 専・共
町はずれの古民家でひっそりと営業している貴方だけの特別な隠れ家サロン。
お客様の状態に合わせたオーダーメイドの施術をご提供します。

厚狭ゴルフ倶楽部 津布田201番地 共
ゴルフプレー代 税別6,870円～　高級感あふれるクラブハウスと瀬戸
内海を望む壮大なロケーション。山口県屈指のパブリックコース。

天然温泉　みちしお 埴生2216-17 共
入浴施設
二つの源泉から引いた、豊富なラドンを含んだ天然温泉です。

Viel  Gluck 埴生1621　グレースマンション1F 専・共
低価格で通いやすいサロンを目指しております。もみほぐし、オイルマッサー
ジ、脱毛、カイロプラクティックは当店にお任せくださいませ♪

ボンサンス美容室 郡3013-1 専・共
パーマ、カット、ヘアカラー、店販品（シャンプー等）　お客様の大切
な髪を美しく仕上げます。

【その他】 ※地区別・五十音順

地区 事業所名・店舗名 所在地 専用・共通
種別

事業内容 取扱商品 PR

有
帆

三五治療院 有帆2419-2 専・共
鍼灸指圧マッサージ、アロマセラピー、よもぎ蒸し、太極拳、カンフー教室
教室の体験レッスン500円！院内販売商品購入にも使えます。

Early  Birds 旭町一丁目2-27 専・共
子供英語教室(3才～高校生）とカフェ（不定期営業）をしています。カフェでは、当店オリジナルエス
プレッソ豆使用のエスプレッソ、コーヒー、スムージー、アサイーボウル、タイカレー、ワッフル等を
提供。カフェ営業日はFace book又はInstagramでご確認下さい

㈱宇都宮帆布工房 くし山1丁目6番18号 専・共
小野田駅裏にあるテント屋です！いろいろやってます。
帆布かばん、エコバッグ、日よけシェード、テント、トラックシートなど

岡井家整骨院 東高泊663-6 専・共
整骨院、整体、まるかんのお店、健康食品、化粧品、水素吸入
保険診療以外の施術、商品に使う事ができます。

耳鼻咽喉科　タハラクリニック 東高泊1275-6 専・共
安心して受診して頂ける様に院内消毒、3密を避ける対策を徹底してお
ります。

出張専門助産所　母乳サポート　ゆうゆう 新生2丁目14-8 専・共
ご自宅を訪問して、母乳育児支援をしています。要電話予約。
090-7378-6012（もりみつ）ちょっとした電話相談は無料です。

純　はり・きゅう院 日の出1-1-12 専・共
鍼灸治療(約1時間）予約制（090-9629-2740）お困りの事など気
軽にご連絡ください。

女性整体　なのは 東高泊337-2 専・共
女性専用整体　初回80分3,500円　妊婦（16週～可）
詳しくはHPをご覧下さい

生協小野田診療所 くし山一丁目17-20 共
医療（内科・歯科）
内科・歯科とも在宅医療（往診）に積極的に取り組んでいます。

整体・はり・灸・マッサージ　タカフジ 日の出3-1-26 専・共
東洋はり医学会会員、井本整体認定指導者による経路を整えて元気にす
るはり。予約可

大工内装職人の店 西高泊字神田沖619-12 専・共 住宅リフォーム　小さなことでもお気軽にご相談下さい。

ねもと皮ふ科クリニック くし山一丁目1番7号 専・共
皮膚科、美容皮膚科　ゼオスキン、エンビロン、ナビジョン、エムディ
アの商品を取り扱っております。

医）平成会　すながわこどもクリニック 日の出2丁目2番6号 専・共 診療、予防接種、自費検査などでご利用下さい

医）平成会　すながわ病児保育所あしすと 日の出1丁目7番3号 専・共 保育料等でご利用下さい

訪問マッサージ　自然堂 柿の木坂3丁目13-14 専・共 マッサージ・鍼灸、吸玉、ヨガ教室　予約制０８０－６３１９－２６７２

よつば整骨院 日の出2-3-1 専・共
骨盤矯正、肩こり、腰痛、ファスティング、産後の骨盤矯正では赤ちゃ
ん連れで来院されても大丈夫です。

高

泊
ノムラ建工 西高泊2019-1 専・共 リフォーム工事、左官工事

砂川小児科医院 住吉本町1-3-24 専・共 小児料、予防接種

医療法人社団　田原耳鼻咽喉科医院 住吉本町1丁目5番27号 専・共
耳鼻咽喉科　一般診療　幅広い年齢層にわたって、御一人、一人丁寧に
診察をおこなっています。

医療法人　吉中内科医院 住吉本町1-3-17 専・共 内科医院

須
恵

くはら整体院 中央2-1-1 専・共
身体のバランスを整えるだけで、姿勢が劇的に変わる！初回お試し価格
￥2,000！

赤
崎

小野田水産㈱ 小野田1900番地4 専・共
冷凍水産加工品､活車えび販売。贈答品から毎日の食卓の一品まで取り
揃えております。

本
山

きららガラス未来館 小野田7534-4 専・共
キララビーチ焼野の目の前にある生涯学習施設です。波の音を聴きながらガラ
ス制作体験をしてみませんか？皆様のお越しをお待ちしております。

手形・足形＆赤ちゃんの産毛アート教室　Royal  olive 桜１丁目4-33 専・共
ig＠royalolive88　手形＆足形アート A4 1,000円～
赤ちゃんやお子様の成長記録をかわいく残すお手伝いをします。

原木京染店 厚狭本町2 専・共 京染店

森原整骨院 鴨庄135-2 専・共 痛みによく効く整骨院‼お気軽にお越し下さい。

山口県厚狭自動車学校 鴨庄69番地の1 専・共 山陽小野田市唯一の自動車学校でぜひ免許を！！

ラック・ミー 厚狭12-17 専・共
整体・エステ（整体・酸素カプセル）3,500円～
疲れた体をほぐします、又、体調を整えます。

アームズ鍼灸整骨院 埴生2019-10 専・共
併設の専門院では腰の悩み改善に特化した療術、即緩法を実施。令和4年12月末まで全国普及に向けた
強化期間のため、この用紙をご持参であれば初回を施術料（3,500円/20分）のみで承ります。お気軽
にお問い合わせ下さい。

季節体験農場　花の海 埴生3392番地 共
季節の収穫体験、農産物直売、いたりあん食堂（パスタ・ピザ）、自社
生産苗の販売

山陽プロパン㈱ 埴生977-1 専・共 LPガス、住宅設備機器　他

【山口東京理科大学内】
地区 事業所名・店舗名 所在地 専用・共通

種別
事業内容 取扱商品 PR

赤
崎

山口東京理科大学　第二食堂 大学通1-1-1 専・共 学生のみ利用可

出
合
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【おのだサンパーク】

田頭茶舗 専・共 SM2keittio 共 グランサックス 共

雑貨館インキューブ 共 GODIVA 専・共 Green Parks fuuwa 共

ジーユー 共 アクシーズファム 共 グレディブリリアン 共

マザーガーデン ペットパラダイス 共 Hug　Hug 共 ブージュルード 共

ONWARD CROSSET SELECT 23区・ジェイプレイス 共 ドコモショップ 共 ANAHITA STONES 共

チャイルドハウス　ぱれっと 専・共 ONWARD CROSSET SELECT anySiS 共 ミルフローラ 共

リル・シュル・ラ・ソルグ 共 眼鏡市場 共 THE SHOP TK 共

JINZ 共 チュチュアンナ 共 さが美 共

オーサムストア 共 パーツクラブ 共 ローズガーデン 専・共

ブランドショップ　ハピネス 共 ラ・セサミ 共 ボーノ 専・共

ユニクロ 共 INGNI 共 とんかつ　勝六 専・共

無印良品 共 アマトーネアクセソリーオ 共 ご飯ととろろ　とろ麦 専・共

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ　GRAND　STAGE 共 グローバルワーク 共 スターバックスコーヒー 専・共

ラヴィアンローズ 共 ジュエリー　ツツミ 共 自家製麺　杵屋 専・共

ジュピターコーヒー 共 スタディオクリップ 共 お好み焼　かわ本 専・共

ｼｭｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ･イノウエ 共 アメリカンホリック 共 ポポラマーマ 専・共

JEANS　MATE 共 AZUL by moussy 共 BLUE WAVES 専・共

ヒマラヤ 共 キャンティクラシック 専・共 セイハ英語学院 共

ワンラブ 共 スタジオ　ココロフル 共 オレンジ歯科 共

ハンズありす 共 楽天モバイル 共 ikka 共

眠りの専門店　マイまくら 共 UQスポット 共 ワイモバイル 共

カラダファクトリー 共 ﾀｲﾑｽﾃｰｼｮﾝNEO 共 ニトリ　デコホーム 共

サブウェイ 専・共 ALOOK 共 サンマルクカフェ 専・共

namco 共 アイクリニック 共 アニー 専・共

蔵之助 共 アイシティ 共 らーめん一鳥 専・共

シェイプアブル 専・共 ララ・ビューティー 共 焼肉丼ミョンドンヤ 専・共

ベビードール 共 チチカカ 共 めんた 専・共

キャンパス 共 ハニーズ 共 おむらいす亭 専・共

ゲンキ・キッズ 共 アイソーイング 共 博多ラーメン屋台 弁天堂 専・共

ルピス 共 ソフトバンク 共 どんどん家 専・共

クールカレアン 共 NTAトラベル 専・共 果汁工房　果琳 専・共

G1 共 auショップ 共 ヨギボー 共

プラスワン 専・共 ランクアップ 共

フードウェイ 共 むら花 専・共 ウイル 共

ミスタードーナツ 専・共 いしかわ鮮魚店 専・共 良文堂書店 専・共

サーティンワンアイスクリーム 専・共 ドラッグセガミ 共 グリムランド 共

ブルプル 専・共 ワンズテラス 共 サン・カルパ 専・共

味処　花の森 専・共 フランソワ 専・共

健康美容サロン綺麗 専・共 Angelo 共 ひまわり整骨院 専・共

船鉄観光旅行社 共 セイコー堂 専・共

本館・グルメストリート１F

本館・フードパーク２F

西館１F・２F

東館１F・２F
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商品券と同じデザインのステッカーが貼ってあるお店で、「山陽小野田市商品券（スマイルチケット）」

を使うことができます。

取扱店で使用できる商品券の種類は、一覧表中の「専用・共通種別」のとおりです。

専用・共通種別の「専」は専用券を、「共」は共通券を表しています。

【商品券利用時の注意事項】

・商品券は、現金と引換えできません。

・商品券ご利用の際は、おつりが出ませんので、額面以上でご利用ください。

・商品券は、公共料金やたばこ等の換金性のあるもの（商品券、ビール券、切手、印紙、

　プリペイドカード、電子マネー等）にはご利用できません。

・商品券の使用期限は、令和５年2月28日までです。期限を過ぎたものはご利用できません。

※取扱店一覧は、令和４年７月５日現在のものです。追加、辞退、専用券共通券区分の変更がある場合があります。

※最新の取扱店の状況は、ホームページからご確認いただけます。

山陽小野田市商品券（スマイルチケット）で検索！

田頭茶舗 専・共 SM2keittio 共 グランサックス 共

雑貨館インキューブ 共 GODIVA 専・共 Green Parks fuuwa 共

ジーユー 共 アクシーズファム 共 グレディブリリアン 共

マザーガーデン ペットパラダイス 共 Hug　Hug 共 ブージュルード 共

ONWARD CROSSET SELECT 23区・ジェイプレイス 共 ドコモショップ 共 ANAHITA STONES 共

チャイルドハウス　ぱれっと 専・共 ONWARD CROSSET SELECT anySiS 共 ミルフローラ 共

リル・シュル・ラ・ソルグ 共 眼鏡市場 共 THE SHOP TK 共

JINZ 共 チュチュアンナ 共 さが美 共

オーサムストア 共 パーツクラブ 共 ローズガーデン 専・共

ブランドショップ　ハピネス 共 ラ・セサミ 共 ボーノ 専・共

ユニクロ 共 INGNI 共 とんかつ　勝六 専・共

無印良品 共 アマトーネアクセソリーオ 共 ご飯ととろろ　とろ麦 専・共

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ　GRAND　STAGE 共 グローバルワーク 共 スターバックスコーヒー 専・共

ラヴィアンローズ 共 ジュエリー　ツツミ 共 自家製麺　杵屋 専・共

ジュピターコーヒー 共 スタディオクリップ 共 お好み焼　かわ本 専・共

ｼｭｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ･イノウエ 共 アメリカンホリック 共 ポポラマーマ 専・共

JEANS　MATE 共 AZUL by moussy 共 BLUE WAVES 専・共

ヒマラヤ 共 キャンティクラシック 専・共 セイハ英語学院 共

ワンラブ 共 スタジオ　ココロフル 共 オレンジ歯科 共

ハンズありす 共 楽天モバイル 共 ikka 共

眠りの専門店　マイまくら 共 UQスポット 共 ワイモバイル 共

カラダファクトリー 共 ﾀｲﾑｽﾃｰｼｮﾝNEO 共 ニトリ　デコホーム 共

サブウェイ 専・共 ALOOK 共 サンマルクカフェ 専・共

namco 共 アイクリニック 共 アニー 専・共

蔵之助 共 アイシティ 共 らーめん一鳥 専・共

シェイプアブル 専・共 ララ・ビューティー 共 焼肉丼ミョンドンヤ 専・共

ベビードール 共 チチカカ 共 めんた 専・共

キャンパス 共 ハニーズ 共 おむらいす亭 専・共

ゲンキ・キッズ 共 アイソーイング 共 博多ラーメン屋台 弁天堂 専・共

ルピス 共 ソフトバンク 共 どんどん家 専・共

クールカレアン 共 NTAトラベル 専・共 果汁工房　果琳 専・共

G1 共 auショップ 共 ヨギボー 共

プラスワン 専・共 ランクアップ 共

フードウェイ 共 むら花 専・共 ウイル 共

ミスタードーナツ 専・共 いしかわ鮮魚店 専・共 良文堂書店 専・共

サーティンワンアイスクリーム 専・共 ドラッグセガミ 共 グリムランド 共

ブルプル 専・共 ワンズテラス 共 サン・カルパ 専・共

味処　花の森 専・共 フランソワ 専・共

健康美容サロン綺麗 専・共 Angelo 共 ひまわり整骨院 専・共

船鉄観光旅行社 共 セイコー堂 専・共

本館・グルメストリート１F

本館・フードパーク２F

西館１F・２F

東館１F・２F
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