
1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　また、取扱店によっては、利用制限があります。直接取扱店にお問い合わせください。 No. 1

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

ア 1 アールリーフ 共・専 美容関連 51 礒くら 共・専 飲食

2 IRONHORSE 共・専 飲食 52 イソズバー 共・専 飲食

3 アウディ山口 共・専 自転車・二輪・四輪車 53 ICHI 共・専 理容・美容

4 aurare 共・専 ファッション・その他 54 株式会社いちやなぎ 共・専 飲食

5 青葉鍼灸整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸 55 一心二葉 共・専 飲食

6 あかつき 共・専 飲食 56 株式会社いとう住宅設備 共・専 リフォーム・建築・建設

7 上利真貫堂薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 57 犬の散髪屋さん ワンステップ 共・専 その他

8 秋茜 共・専 飲食 58 衣料品のよしなが 共・専 ファッション・その他

9 秋川牧園 直売店 共・専 食料品・酒類販売 59 有限会社イワタ商会 共・専 自転車・二輪・四輪車

10 株式会社アクア設備 共・専 リフォーム・建築・建設 60 ウィード 共・専 家電小売

11 アクティヴ ウエノ 共・専 その他 61 Beauty Design Salon vivace（ヴィヴァーチェ） 共・専 飲食

12 Ａgri Kitchen 共・専 飲食 62 ういるびー・トックブランシュ 共・専 飲食

13 旭建設工業株式会社 共・専 リフォーム・建築・建設 63 ヴィレッジヴァンガード山口 共・専 書籍等

14 有限会社アサヒ自動車商会 共・専 自転車・二輪・四輪車 64 ウェスタまるき大内店 共 スーパーマーケット

15 浅屋（アサヤ） 共・専 食料品・酒類販売 65 ウェスタまるき山口宮野店 共 スーパーマーケット

16 ASA山口大内 共・専 新聞 66 ウェスタまるき山口湯田店 共 スーパーマーケット

17 足裏整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸 67 植野自動車 共・専 ガソリンスタンド

18 明日香堂 共・専 家具・生活雑貨 68 魚民 湯田温泉店 共・専 飲食

19 新しい整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸 69 魚バル ここん 共・専 飲食

20 あったか厨房 騏驎 共・専 飲食 70 ウォンツ上山口 共 ドラッグストア・薬局

21 Anela'ui 共・専 理容・美容 71 ウォンツ山口大内店 共 ドラッグストア・薬局

22 （有）アノサイクル 共・専 自転車・二輪・四輪車 72 ウォンツ山口宮野店 共 ドラッグストア・薬局

23 油そば専門店歌志軒山口湯田温泉店 共・専 飲食 73 ウォンツ吉敷店 共 ドラッグストア・薬局

24 AMIX hair works 山口店 共・専 理容・美容 74 うなぎ西京げんや 共・専 飲食

25 アリスリデル 共・専 ファッション・その他 75 Ａプライス山口店 共・専 食料品・酒類販売

26 アルク葵店 共 スーパーマーケット 76 auショップ 山口葵 共 携帯電話関連

27 アルク大内店 共 スーパーマーケット 77 auショップ 山口平川 共・専 携帯電話関連

28 アルク平川店 共 スーパーマーケット 78 auショップ ゆめタウン山口 共 携帯電話関連

29 アルク山口店 共 スーパーマーケット 79 駅通り横丁 共・専 飲食

30 アルピーヌ山口 共・専 自転車・二輪・四輪車 80 エクスプレス山口 山口本店 共・専 家電小売

31 株式会社安全ガラス山口 山口本社 共・専 その他 81 S.I.D山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

32 いいだガラス工房 共・専 その他 82 エステ＆ウェルネス メリッサ 共・専 美容関連

33 イエローハット山口店 共 自転車・二輪・四輪車 83 THE ESTHER SCENT 共・専 美容関連

34 いきなりステーキナフコツーワンスタイル山口店 共 飲食 84 エディオン山口本店 共 家電量販店

35 igrec 共・専 飲食 85 エディオン吉敷店 共・専 家電小売

36 居心家 鶏まる 共・専 飲食 86 株式会社えびすや 共・専 リフォーム・建築・建設

37 有限会社 生駒大和堂 共・専 ドラッグストア・薬局 87 F･O･B STORE 共・専 ファッション・その他

38 居酒屋坂田 山口店 共・専 飲食 88 株式会社エボリューシュン 共・専 家電小売

39 居酒屋大笑 共・専 飲食 89 Mi Shot 共・専 その他

40 居酒屋 春がきた 前町店 共・専 飲食 90 （株）Ｍ＆Ｋサービス 共・専 自転車・二輪・四輪車

41 居酒屋ひろ 共・専 飲食 91 株式会社Mプランニング 共・専 その他

42 居酒屋ポパイ 共・専 飲食 92 エルマール 共・専 美容関連

43 居酒屋まる 共・専 飲食 93 えんず山口本店 共・専 飲食

44 いさむや第一交通株式会社 共・専 タクシー 94 有限会社遠藤中央薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

45 石井電機 共・専 家電小売 95 有限会社遠藤中央薬局下市店 共・専 ドラッグストア・薬局

46 石川石材店 共・専 その他 96 有限会社遠藤中央薬局湯田支店 共・専 ドラッグストア・薬局

47 石田畳店 共・専 その他 97 近江屋寝具店 共・専 家具・生活雑貨

48 石田畳店工場 共・専 その他 98 株式会社近江屋 山口本店 共・専 ファッション・その他

49 維新の食処 椿 共・専 飲食 99 株式会社近江屋 レンタル＆フォトスタジオ 共・専 ファッション・その他

50 和泉ボデー 共・専 自転車・二輪・四輪車 100 大内アルミ 共・専 その他

山口地区（８３４店） 山口地区（８３４店）

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～
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行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

101 株式会社 大内建設 共・専 リフォーム・建築・建設 151 果子乃季平川店 共・専 菓子
102 大内太鼓 共・専 飲食 152 果子乃季　ゆめタウン山口店 共 菓子
103 有限会社 大隅オートサービス 共・専 自転車・二輪・四輪車 153 家族割烹鎌倉 共・専 飲食
104 おおすみ会館 山口 共・専 その他 154 cut shop GI-GI 共・専 理容・美容
105 おおすみ観光 共・専 旅行関連 155 割烹 鄙の館 共・専 飲食
106 株式会社大隅タクシー 共・専 タクシー 156 割烹 福助 共・専 飲食
107 大隅塗装 共・専 その他 157 有限会社金子スタジオ 共・専 その他
108 おおそら薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 158 株式会社兼重建具 共・専 リフォーム・建築・建設

109 AUTO STYLE WALDY 共・専 自転車・二輪・四輪車 159 カノエ山口店 共・専 理容・美容
110 オート・ケア・アームズ 共・専 自転車・二輪・四輪車 160 CAPIME coffee 共・専 その他
111 オートバックス山口湯田店 共・専 自転車・二輪・四輪車 161 Cafe Orancio 共・専 飲食
112 株式会社 オーバー・カム 共・専 自転車・二輪・四輪車 162 cafe de sense 共・専 飲食
113 オーバーヴィーゼ 共・専 食料品・酒類販売 163 カフェレジスガーデン 共・専 飲食
114 株式会社オオバクリエイティブ 共・専 その他 164 菓舗 扇屋 共・専 菓子
115 有限会社岡崎ボデー工場 共・専 自転車・二輪・四輪車 165 釜飯鮨処 一柳 共・専 飲食
116 お菓子工房まぁちゃん 共・専 菓子 166 からあげ専門みほり峠 共・専 飲食
117 おかずや 共・専 飲食 167 からおけの森 山口店 共・専 その他
118 株式会社奥野工務店 共・専 リフォーム・建築・建設 168 カラオケ湯CLUB 共・専 その他
119 お好み焼 水音 共・専 飲食 169 ガレージ恋路 共・専 自転車・二輪・四輪車

120 有限会社小鯖自工 共・専 自転車・二輪・四輪車 170 カレーハウスCoCo壱番屋 山口大前店 共・専 飲食
121 お食事処 いちりき 共・専 飲食 171 カロック ヘアサロン 共・専 理容・美容
122 お食事処一水 共・専 飲食 172 関西砿油株式会社 セルフステーション大内 共・専 ガソリンスタンド

123 お食事処しげまさ 共・専 飲食 173 関西砿油株式会社 セルフステーション山口湯田 共・専 ガソリンスタンド

124 御食事処 進 共・専 飲食 174 神田珈琲園山口 共・専 飲食
125 お食事処ばんちゃ屋山口店 共・専 飲食 175 kiitos 共・専 理容・美容
126 お茶専門店 武谷清風堂 共・専 食料品・酒類販売 176 geep 共・専 ファッション・その他

127 お茶の鴻雪園 共・専 飲食 177 木川自転車店 共・専 自転車・二輪・四輪車

128 お肉のどうもん松本 共・専 食料品・酒類販売 178 貴心 共・専 飲食
129 お肉バル うに(和) 共・専 飲食 179 岸田時計店 共・専 装飾品等
130 小野商店 本店 共・専 食料品・酒類販売 180 きしもと青果 共・専 食料品・酒類販売

131 小野商店 吉敷店 共・専 食料品・酒類販売 181 キッチンあさくら 共・専 飲食
132 オブティック 共・専 その他 182 KITCHEN LOTUS 共・専 飲食
133 オフハウス山口ゆめタウン店 共 その他 183 狐の足あと 共・専 飲食
134 お弁当のいずみ 共・専 飲食 184 有限会社木津屋薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

135 小ホホ食堂 共・専 飲食 185 木下酒造 共・専 食料品・酒類販売

136 おみやげ街道山口店 共・専 売店・コンビニ 186 株式会社KYPHI 共・専 その他
137 OliveOil&CafeCHIACCHIERA 共・専 飲食 187 ギフトギャラリーオズ山口店 共・専 家具・生活雑貨

138 オリーブ薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 188 ギフトギャラリーSATO 共・専 ギフト
139 おんせんの森 共・専 各種施設 189 CAST山口店 共・専 その他

カ 140 カーケア.セピア 共・専 自転車・二輪・四輪車 190 ギャルソン 共・専 ファッション・その他

141 カーザ トランクイッラ 共・専 飲食 191 餃子のてんぐ 共・専 売店・コンビニ

142 カーテンはうすAvenue 共・専 その他 192 餃子舎てっけん 共・専 飲食
143 カーテン夢空間 共・専 その他 193 共同ゴム工業株式会社 共・専 自転車・二輪・四輪車

144 ガーリーマーケット 共・専 ファッション・その他 194 清正鮮魚店 共・専 食料品・酒類販売

145 海鮮長州 湯田店 共・専 飲食 195 きれい倶楽部 共 美容関連
146 海鮮なぶら 共・専 飲食 196 グーグーまるひさ 共・専 その他
147 学生専科　タケナガ 共・専 その他 197 串蔵 共・専 飲食
148 隠れ家サロン ラ､ルーチェ 共・専 美容関連 198 串焼き酒場八歩 共・専 飲食
149 かくれ厨房福まろ 共・専 飲食 199 クスリ岩崎チェーン維新公園店 共 ドラッグストア・薬局

150 果子乃季大内店 共・専 菓子 200 クスリ岩崎チェーンメルクス山口店 共 ドラッグストア・薬局
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行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

201 クスリ岩崎チェーン山口大内店 共 ドラッグストア・薬局 251 坂本木材 共・専 リフォーム・建築・建設

202 クスリ岩崎チェーン山口北店 共 ドラッグストア・薬局 252 さくらハウジング 共・専 リフォーム・建築・建設

203 クスリ岩崎チェーン山口米屋町店 共 ドラッグストア・薬局 253 酒と肴と蕎麦 咲乃華 共・専 飲食
204 クスリ岩崎チェーン山口湯田店 共 ドラッグストア・薬局 254 酒のヒーロー 共・専 食料品・酒類販売

205 クスリ岩崎チェーン山口吉敷店 共 ドラッグストア・薬局 255 酒のフロンティア 山口湯田店 共・専 食料品・酒類販売

206 クスリ岩崎チェーン湯田温泉駅前店 共 ドラッグストア・薬局 256 笹川畳店 共・専 リフォーム・建築・建設

207 クスリ岩崎チェーン湯田西店 共 ドラッグストア・薬局 257 さち美容室 共・専 理容・美容
208 有限会社くすりのあまくさ薬局葵店 共・専 ドラッグストア・薬局 258 雑貨＆カフェ zakcafe flat（ふらっと） 共・専 飲食
209 GLASSE 共・専 美容関連 259 薩摩ぢどり 共・専 飲食
210 倉永電機 共・専 家電小売 260 有限会社佐藤設備 共・専 リフォーム・建築・建設

211 grafica 共・専 理容・美容 261 サビエルカンパーナ 共・専 食料品・酒類販売

212 glam hair 共・専 理容・美容 262 サビエルカンパーナ ナチュラーレバール 共・専 食料品・酒類販売

213 蔵元 山口店 共・専 飲食 263 ザ・ビッグ大内店 共 スーパーマーケット

214 グランドミック三好屋楽器大内店 共・専 その他 264 SARA 山口店 共・専 理容・美容
215 グランドミック三好屋楽器山口店 共・専 その他 265 ＳＡＲＡ２１ Ｂｅａｕｔｙ Ｓｉｇｈｔ店 共・専 理容・美容
216 Ｇｒｅｅｍｓ Ｇａｒｄｅｎ 共・専 生花、造園・農業関連 266 ザリラックスサルーンユアン 共・専 美容関連
217 有限会社グリーンスポーツ 共・専 スポーツ関連 267 Salon de crea 共・専 美容関連
218 厨人そう旬 共・専 飲食 268 サロン・ド・とし 共・専 理容・美容
219 CREVASSE 共・専 ファッション・その他 269 salon de rassurants 共・専 理容・美容
220 クレアモモン 共・専 菓子 270 サロン ド リブレ 共・専 理容・美容
221 Crace nail 共・専 美容関連 271 さわらぎ 共・専 飲食
222 クレイン山口どうもん店 共・専 ファッション・その他 272 山海 共・専 飲食
223 紅の豚 共・専 飲食 273 サンジェルマン 共・専 ファッション・その他

224 CLOVER 共・専 理容・美容 274 山水園 共・専 宿泊
225 株式会社黒崎電器 共・専 家電小売 275 サンセル薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

226 Cross Land 山口 共・専 その他 276 三の宮薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

227 K’s kitchen 共・専 飲食 277 サンビ・SANBI 共・専 美容関連
228 K ART GARAGE 共・専 自転車・二輪・四輪車 278 サンピット山口 共・専 ガソリンスタンド

229 KKR山口あさくら 共・専 宿泊 279 サンレミド・プロヴァンス 共・専 飲食
230 月光カメラ店 共・専 家電小売 280 ジーエムサリー 共・専 ファッション・その他

231 結婚相談所オフィスブライド 共・専 その他 281 CPサロンF 共・専 美容関連
232 株式会社好花園 共・専 生花、造園・農業関連 282 cp salon cokua 共・専 美容関連
233 高級食パン工房みほり 共・専 飲食 283 CPサロンS i r o p 共・専 理容・美容
234 有限会社鴻南自動車整備工場 共・専 自転車・二輪・四輪車 284 CPサロン ssess 共・専 美容関連
235 珈琲舎カフェ珈紋 共・専 飲食 285 CPサロンDEAR本店 共・専 美容関連
236 珈琲ナチュレ 共・専 売店・コンビニ 286 CPサロンFany 共・専 美容関連
237 コープここといずみ店 共 スーパーマーケット 287 ＣＰサロンＹ＆Ｋ 共・専 美容関連
238 コープこことどうもん店 共 スーパーマーケット 288 gelato&coffee Pelo 共・専 飲食
239 CoCori 共・専 ファッション・その他 289 有限会社志賀酒舗 共・専 食料品・酒類販売

240 志 COCOLO 共・専 理容・美容 290 自家製冷麺と炭火焼肉プルヒャンギ 共・専 飲食
241 ゴトウパン 共・専 食料品・酒類販売 291 四季菜もり 共・専 飲食
242 株式会社後藤モータース 共・専 自転車・二輪・四輪車 292 重枝鮮魚店 共・専 その他
243 小料理 お母さんのスナック HIRO 共・専 飲食 293 有限会社重政印刷 共・専 その他
244 ゴルフシミュレーションスタジオGolchoru 共・専 スポーツ関連 294 仕出しのかとう 共・専 飲食
245 これはおいしいアッハッハ 共・専 スーパーマーケット 295 仕出しみほり峠 共・専 飲食
246 goromugi 共・専 家具・生活雑貨 296 仕出料理 倉吉 共・専 飲食

サ 247 THE WEST VILLAGE 共・専 飲食 297 品川衣料店 共・専 ファッション・その他

248 株式会社サイクルラボヤマダ 共・専 自転車・二輪・四輪車 298 シバ本店 共・専 飲食
249 有限会社坂田洋品店 共・専 ファッション・その他 299 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 共・専 医院・整体・鍼灸

250 魚屋ひでぞう 共・専 飲食 300 JACKゆめタウン山口店 共 ファッション・その他
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～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 4

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

301 シャトレーゼ山口湯田店 共・専 菓子 351 セオサイクル山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

302 シャロームnaoco 共・専 美容関連 352 セブンイレブン山口泉町店 共・専 売店・コンビニ

303 シューズ／バッグ タカムラ 共・専 ファッション・その他 353 セブン-イレブン山口維新公園店 共・専 売店・コンビニ

304 シューズ愛ランド山口店 共・専 ファッション・その他 354 セブンイレブン山口駅前通り店 共・専 売店・コンビニ

305 ＳＨＯＥＳ＆ＢＡＧ ｙａｍａｄａ 共・専 ファッション・その他 355 セブンイレブン山口大内問田店 共・専 売店・コンビニ

306 シューズサロン ロビン 共・専 ファッション・その他 356 セブンイレブン山口大内矢田店 共・専 売店・コンビニ

307 シュープラザ山口店 共 その他 357 セブンイレブン山口上平井店 共・専 売店・コンビニ

308 シュクルヴァン山口店 共・専 菓子 358 セブンイレブン山口県庁前店 共・専 売店・コンビニ

309 シュシュ山口店 共・専 菓子 359 セブン-イレブン山口桜畠店 共・専 売店・コンビニ

310 ジュラーレツルヤ 山口店 共・専 その他 360 セブン-イレブン山口下小鯖店 共・専 売店・コンビニ

311 旬彩鈴吉 共・専 飲食 361 セブン-イレブン山口下恋路店 共・専 売店・コンビニ

312 ジュンテンドー湯田店 共 ホームセンター 362 セブンイレブン山口平川店 共・専 売店・コンビニ

313 春来館 共・専 飲食 363 セブンーイレブン山口宮島町店 共・専 売店・コンビニ

314 昭ちゃんコロッケ株式会社 共・専 食料品・酒類販売 364 セブンイレブン山口宮野上店 共・専 売店・コンビニ

315 食堂くら本 共・専 飲食 365 セブンイレブン山口湯田大橋店 共・専 売店・コンビニ

316 ジョルジュ ムスタッシュ 共・専 飲食 366 セブン-イレブン山口吉敷下東店 共・専 売店・コンビニ

317 白石時計店 共・専 装飾品等 367 セブン‐イレブン山口吉敷店 共・専 売店・コンビニ

318 silk 共・専 その他 368 セブン-イレブン山口吉敷中東店 共・専 売店・コンビニ

319 新鮮市場大内店 共・専 スーパーマーケット 369 株式会社 セブンシステム 共・専 家電小売
320 新鮮市場中市店 共・専 スーパーマーケット 370 セルフヒーリングショップ ディア 共・専 装飾品等
321 新鮮市場宮野店 共・専 スーパーマーケット 371 セルフ吉敷サービスステーション 共・専 ガソリンスタンド

322 新鮮市場湯田店 共・専 スーパーマーケット 372 泉水原ゴルフクラブ 共・専 スポーツ関連

323 新創作こ熊や 共・専 飲食 373 セントコア山口 共・専 宿泊
324 進物の大進山口店 共・専 その他 374 葬祭のこすもす山口会館 共・専 その他
325 水津自動車工業有限会社 共・専 自転車・二輪・四輪車 375 創作鉄板和魂鉄才 共・専 飲食
326 スーパーまるしょう 仁保店 共・専 食料品・酒類販売 タ 376 株式会社大一写真工業 共・専 その他
327 末廣 共・専 その他 377 Dining O.K 共・専 飲食
328 ZUKAZUKA 共・専 飲食 378 DiningN.S 共・専 飲食
329 すぎの子つわぶき 共・専 飲食 379 ダイニングバー 寅の子 共・専 飲食
330 有限会社 杉山電気商会 共・専 家電小売 380 Dining bar FeeHat 共・専 飲食
331 スキャンクス 共 ファッション・その他 381 ダイニングバーロッカ 共・専 飲食
332 鮨 和sabi 共・専 飲食 382 dining笑海 共・専 飲食
333 スシロー山口神田店 共・専 飲食 383 タイヤ館山口本店 共・専 自転車・二輪・四輪車

334 スタイリッシュ ベルモン 共・専 理容・美容 384 タイヤ館山口湯田店 共・専 自転車・二輪・四輪車

335 株式会社 スタジオセンス 共・専 飲食 385 株式会社 タイヤショップイーグル 共・専 自転車・二輪・四輪車

336 zucca 共・専 飲食 386 太陽家具 山口店 共 家具・生活雑貨

337 ステージ23 山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車 387 株式会社たかだ商事 共・専 ギフト
338 スナックせつこ 共・専 飲食 388 高山エネルギー（株）山口大歳SS 共・専 ガソリンスタンド

339 スナック BRICK 共・専 飲食 389 匠ギャラリー きずな館 共・専 その他
340 スナックゆうこ 共・専 飲食 390 たこやきテンホウ 共・専 飲食
341 スナックリバティー 共・専 飲食 391 ダスキン日進 山口営業所 共・専 その他
342 スピリチュアルスクール光輝（シャイン） 共・専 その他 392 多田 共・専 ファッション・その他

343 SUPRA 共・専 理容・美容 393 たつみ 共・専 飲食
344 スペースひだまり 共・専 美容関連 394 田所商店 山口店 共・専 飲食
345 スポーツクラブNAP 共・専 スポーツ関連 395 谷口漆香堂 共・専 その他
346 住まいるおそうじ ささき 共・専 その他 396 種田家具ZakkaShop＆山口店 共 家具・生活雑貨

347 炭火食堂うな道とり道 共・専 飲食 397 田原屋泉店 共・専 菓子
348 炭火焼き鳥 巻き串屋 ゆうゆう 共・専 飲食 398 田原屋本店 共・専 菓子
349 炭焼きホルモン熱食 共・専 飲食 399 TAVOLA 共・専 飲食
350 清香園茶店 共・専 食料品・酒類販売 400 タルトアンドカヌレ 共・専 菓子
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※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 5

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

401 だるま鍼灸院 共・専 医院・整体・鍼灸 451 トヨタカローラ山口㈱ 山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

402 だんだん茶屋 共・専 飲食 452 TRUSS FACTORY 共・専 家具・生活雑貨

403 中央寝装 共・専 その他 453 ドラッグストアモリ黒川店 共 ドラッグストア・薬局

404 中央石油(有)大内店 共・専 ガソリンスタンド 454 trove 共・専 家具・生活雑貨

405 中央石油(有)平川店 共・専 ガソリンスタンド 455 とんかつ一丁大内店 共・専 飲食
406 中央石油(有)山口店 共・専 ガソリンスタンド ナ 456 ナイス262 共・専 スポーツ関連

407 中央石油(有)湯田店 共・専 ガソリンスタンド 457 長崎ちゃんめん 大内御堀店 共・専 飲食
408 中国芝浦電子株式会社 共・専 その他 458 ㈲ナカタ時計店 共・専 ファッション・その他

409 choose collection（チューコレ山口） 共・専 美容関連 459 （有）中司タクシー 共・専 タクシー
410 長州居酒屋とも 共・専 飲食 460 なかひがし整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸

411 長州苑 共・専 ギフト 461 ナカムラサイクル 共・専 自転車・二輪・四輪車

412 長州個室居酒屋 悠遊 共・専 飲食 462 中村畳店 共・専 リフォーム・建築・建設

413 銚釐庵 山口湯田店 共・専 飲食 463 nagomi style 山口店 共・専 その他
414 TukinoHikari 共・専 飲食 464 nature 共・専 理容・美容
415 TSUgUMI HAIR 共・専 理容・美容 465 ナノハナ 共・専 飲食
416 TSUTAYA山口葵店 共 書籍等 466 ナフコ大内店 共 ホームセンター

417 都濃自転車店 共・専 自転車・二輪・四輪車 467 ナフコツーワンスタイル　山口店 共 ホームセンター

418 津山鮮魚店 共・専 食料品・酒類販売 468 ナフコ山口店 共 ホームセンター

419 D&G HAIR 共・専 美容関連 469 ナマステ プリムール葵店 共 飲食
420 有限会社ディーボックス 共・専 リフォーム・建築・建設 470 肉道わぎゅう屋 共・専 飲食
421 定食居酒屋みち 共・専 飲食 471 肉のにしだ 共・専 飲食
422 ディスカウントドラッグコスモス大内店 共 ドラッグストア・薬局 472 肉のまるしょう 共・専 食料品・酒類販売

423 ディスカウントドラッグコスモス大内御堀店 共 ドラッグストア・薬局 473 Nishida Coffee 共・専 食料品・酒類販売

424 ディスカウントドラッグコスモス平川店 共 ドラッグストア・薬局 474 西日本液化ガス山口営業所 共・専 その他
425 ディスカウントドラッグコスモス松美町店 共 ドラッグストア・薬局 475 日路庵 共・専 飲食
426 ディスカウントドラッグコスモス宮野恋路店 共 ドラッグストア・薬局 476 西の雅 常盤 共・専 宿泊
427 ディスカウントドラッグコスモス矢原店 共 ドラッグストア・薬局 477 日韓食彩 木下 共・専 飲食
428 ディスカウントドラッグコスモス吉敷店 共 ドラッグストア・薬局 478 日産プリンス山口販売株式会社山口朝田店 共・専 自転車・二輪・四輪車

429 鉄板酒場壱〇弐 共・専 飲食 479 日進オート販売株式会社 共・専 自転車・二輪・四輪車

430 鉄板酒座 竹林の七賢 共・専 飲食 480 にほのさんぽ 共・専 飲食
431 鉄板食堂テンホウ 共・専 飲食 481 日本交通㈱山口営業所 共・専 タクシー
432 鉄板焼 ぜろ 共・専 飲食 482 日本茶専門店八十八 共・専 食料品・酒類販売

433 天下一品湯田温泉店 共・専 飲食 483 NewStyle aila 共・専 理容・美容
434 でんきのイトウ 共・専 家電小売 484 NewStyle CORE 共 理容・美容
435 天ぷら爽華 共・専 飲食 485 NewStyle NAKAICHI 共・専 理容・美容
436 峠 共・専 飲食 486 NewStyle Four Seasons 共・専 理容・美容
437 豆子郎大内館店 共・専 菓子 487 NewStyle 本店 共・専 理容・美容
438 豆子郎の里茶藏唵 共・専 菓子 488 人形のだいご 共・専 その他
439 豆子郎湯田店 共・専 菓子 489 ネッツトヨタ山口（株）山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

440 豆子郎吉敷店 共・専 菓子 490 ネッツトヨタ山口（株）山口東店 共・専 自転車・二輪・四輪車

441 土火土火 共・専 飲食 491 ネッツトヨタ山口（株）山口マイカーセンター 共・専 自転車・二輪・四輪車

442 ときつ養蜂園 共・専 その他 492 ～脳がとろける～ドライヘッドスパuni 共・専 美容関連
443 特産品ショップやまぐちさん 共・専 食料品・酒類販売 493 ノエビア新朝田 共・専 美容関連
444 とく選文庫 共・専 自転車・二輪・四輪車 494 ノエビア中尾南 共・専 美容関連
445 Drs.Fitness K STUDIO 共・専 スポーツ関連 495 株式会社野田 共・専 食料品・酒類販売

446 徳陽石油有限会社 共・専 ガソリンスタンド 496 のん太鮨山口店 共・専 飲食
447 ドッグサロン花陰 共・専 その他 ハ 497 ハードオフ山口ゆめタウン店 共 その他
448 ドマーニ 共・専 飲食 498 BARBER スギヤマ 共・専 理容・美容
449 トマト薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 499 barBeres 共・専 飲食
450 トヨタカローラ山口㈱ 大内店 共・専 自転車・二輪・四輪車 500 Baiten大殿 共・専 売店・コンビニ
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～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 6

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

501 医療法人梅林軒小田歯科 共・専 医院・整体・鍼灸 551 フォルクスワーゲン山口 共・専 自転車・二輪・四輪車

502 haco 共・専 理容・美容 552 フォルビタメンテ 共・専 医院・整体・鍼灸

503 haconeco 共・専 理容・美容 553 福々廊 共・専 飲食
504 パストリアプーサン 共・専 飲食 554 有限会社藤井食料品店 共・専 食料品・酒類販売

505 はっとり 共・専 飲食 555 フジグラン山口 共 スーパーマーケット

506 服部産業株式会社 山口営業所 共・専 家電小売 556 社会福祉法人ふしの学園 共・専 その他
507 HAPPY 共・専 理容・美容 557 椹野川漁業協同組合 共・専 その他
508 パティスリーペイザンヌ 共・専 菓子 558 有限会社藤丸精肉店（うめや） 共・専 食料品・酒類販売

509 花ちゃん食堂 共・専 飲食 559 株式会社フジモク 共・専 その他
510 パナックいとう 共・専 家電小売 560 藤本呉服店 共・専 ファッション・その他

511 花の防長植物 共・専 生花、造園・農業関連 561 プジョー山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

512 ハナヤ ラ・フルール 共・専 生花、造園・農業関連 562 ブックオフ山口旭通り店 共・専 その他
513 浜なす 共・専 飲食 563 仏壇のおおすみ(仏壇店) 共・専 その他
514 株式会社原工務店 サエラ展示場 共・専 リフォーム・建築・建設 564 Boutigue Aroma ブティック アロマ 共・専 ファッション・その他

515 株式会社原田建工 共・専 リフォーム・建築・建設 565 ブティック ジャンヌ 共・専 ファッション・その他

516 原田酒舗 共・専 食料品・酒類販売 566 ブティックタマヤ 共・専 ファッション・その他

517 ばりそば本舗 春来軒 中市店 共・専 飲食 567 (有)ブライダルギャラリー鈴乃屋山口店 共・専 その他
518 パリノ 共・専 ファッション・その他 568 ブライダル情報館Avvenire 共・専 その他
519 晴香 自然パン工房 共・専 その他 569 ブライダルスペースミミ 共・専 その他
520 はるさあ Modern Japanese 共・専 飲食 570 フラワーショップ花陰 共・専 生花、造園・農業関連

521 はるぱん 共・専 食料品・酒類販売 571 フラワータクシー 共・専 タクシー
522 明屋書店宮野店 共 書籍等 572 FLOWER FACTORY LITOFU 共・専 生花、造園・農業関連

523 明屋書店 MEGA大内店 共 書籍等 573 PLEASE 共・専 ファッション・その他

524 はるやま山口店 共・専 ファッション・その他 574 プリムールあおいシューラルー 共 ファッション・その他

525 HALLOW'S大内店 共・専 ファッション・その他 575 Prink 共・専 ファッション・その他

526 ハローズ山口店 共・専 ファッション・その他 576 プリントショップSTEP-1 共・専 ファッション・その他

527 パワーキューブ 共・専 家電小売 577 ㈱古田組 住宅事業部 家咲 共・専 リフォーム・建築・建設

528 有限会社ハンズもとなが 共・専 その他 578 ブレイブ・ハート 共・専 ファッション・その他

529 B.t.Basic 共・専 理容・美容 579 プレサス 共・専 家電量販店
530 ビーズショップ ナチュレ山口 共・専 売店・コンビニ 580 プレジールヘアー 共・専 理容・美容
531 ビオス薬局 吉敷店 共・専 その他 581 PLENTY 共・専 美容関連
532 美顔教室プリティわたなべ 共・専 美容関連 582 flow TOTAL BEAUTY 共・専 理容・美容
533 ビジネスホテル うえの 共・専 宿泊 583 flow BODY 共・専 理容・美容
534 Pizzeria VOLPE BIANCA 共・専 飲食 584 BLROSE ヘアデザイン 共・専 理容・美容
535 ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ山口店 共 スポーツ関連 585 T T プロショップATS山口店 共・専 スポーツ関連

536 ビューティー&ヘルスわたなべ 共・専 美容関連 586 文榮堂ヴィレッジボイス 共 ファッション・その他

537 ビューティスペースミキ 共・専 理容・美容 587 文榮堂キデイランド山口店 共 ファッション・その他

538 ビューティドラッグ げんき 共・専 美容関連 588 文榮堂本店 共・専 書籍等
539 ビューティパーラー アミューズ 共・専 理容・美容 589 文榮堂山口大学前店 共・専 書籍等
540 びようしつ＋8eitoo 共・専 理容・美容 590 文榮堂ゆめタウン店 共 書籍等
541 美容室シャララ 共・専 理容・美容 591 hair & relaxation gift 共・専 理容・美容
542 美容室じゅれ 共・専 理容・美容 592 ヘアーグラード 共・専 理容・美容
543 広島風お好み焼 芳 共・専 飲食 593 ヘアーサロンジョイ 共・専 理容・美容
544 ファイン薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 594 ヘアーサロンHana 共・専 理容・美容
545 Fashion House ねね 共・専 ファッション・その他 595 ヘアーサロンヒトリエ 共・専 理容・美容
546 ファミリーマート大内長野店 共・専 食料品・酒類販売 596 Hair Salon LoLo 共・専 理容・美容
547 株式会社ファミリーマート泉都町 共・専 売店・コンビニ 597 Hair-make PLIME 共・専 理容・美容
548 フォーリアエフォーリオ 共・専 生花、造園・農業関連 598 Hair Room Rappa ～楽髪～ 共・専 理容・美容
549 フォトスタジオ サカクラ 共・専 その他 599 hairstudio vanquish 共・専 理容・美容
550 フォトスタジオ フェスタ 共・専 ファッション・その他 600 株式会社BaseProsper 共・専 リフォーム・建築・建設
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～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 7

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

601 ベースシステム山口 共・専 その他 651 まもる整体サロン 共・専 医院・整体・鍼灸

602 部坂呉服店 共・専 ファッション・その他 652 マリーゴールド山口 共・専 その他
603 ベスト電器山口店 共 家電量販店 653 丸久赤妻店 共 スーパーマーケット

604 ペットランドあつまれ山口店 共・専 その他 654 MALTH 共・専 理容・美容
605 ペットランドあつまれ山口弐番館 共・専 その他 655 有限会社丸善 共・専 リフォーム・建築・建設

606 betty 山口矢原店 共・専 美容関連 656 丸谷酒舗 共・専 食料品・酒類販売

607 一般財団法人 防衛弘済会 ポプラ山口駐屯地店 共・専 売店・コンビニ 657 マルヤスポーツ トリプルダブル 共・専 スポーツ関連

608 家具工房 鳳山堂 共・専 家具・生活雑貨 658 マンガ倉庫 山口店 共 書籍等
609 防長苑 共・専 宿泊 659 mambo 共・専 ファッション・その他

610 有限会社芳西工務店 共・専 リフォーム・建築・建設 660 Meat Experts B団 共・専 飲食
611 奉楽 共・専 飲食 661 ミキダンススタジオ 共・専 スポーツ関連

612 ボウリングの森 共・専 スポーツ関連 662 Mr. YVE 共・専 ファッション・その他

613 POLA エステ・イン・Ree 葵店 共・専 理容・美容 663 ミスターマックス 山口店 共 その他
614 POLA エステ・イン・Ree セントコア山口店 共・専 理容・美容 664 Misty 共・専 飲食
615 POLA エステ・イン・Ree フジグラン山口店 共 理容・美容 665 深山 共・専 飲食
616 POLA Sweet 共・専 美容関連 666 みつよし電化 共・専 家電小売
617 ポーラ Lienショップ 共・専 理容・美容 667 みどり薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

618 POLATHEBEAUTY山口店 共・専 美容関連 668 MINIガレージ パラドックス 共・専 自転車・二輪・四輪車

619 ほたる薬局 共・専 その他 669 御堀堂 香山支店 共・専 菓子
620 ほっと整体はり灸院 共・専 医院・整体・鍼灸 670 御堀堂 本店 共・専 菓子
621 ポップス川上山口店 共・専 その他 671 御堀堂 湯田支店 共・専 菓子
622 BodyCareSalonFugetsu 共・専 美容関連 672 みほり峠大内店 共・専 飲食
623 Body Conditioning Salon moon 共・専 美容関連 673 みほり薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

624 ホテル喜良久 共・専 宿泊 674 ミヤノオート 共・専 自転車・二輪・四輪車

625 ホビーオフ山口ゆめタウン店 共 その他 675 宮脇書店コープ湯田店 共・専 書籍等
626 ポピンズ 共・専 その他 676 ミルフルール 共・専 ファッション・その他

627 ポプラ湯田温泉店 共・専 売店・コンビニ 677 Moon Shine 共・専 飲食
628 炎屋おんじ 共・専 飲食 678 無印良品 山口 共 ファッション・その他

629 堀北金物店 共・専 その他 679 ㈱村上組 共・専 リフォーム・建築・建設

630 ポルシェセンター山口 共・専 自転車・二輪・四輪車 680 ムラカミクリーニング大内店 共・専 クリーニング
631 ボルボ・カー山口 共・専 自転車・二輪・四輪車 681 ムラカミクリーニングコープどうもん店 共 クリーニング
632 ホルモン湯田のじゃん横 共・専 飲食 682 ムラカミクリーニング本店 共・専 クリーニング
633 本格馬肉料理ゆい 共・専 飲食 683 ムラカミクリーニング宮野店 共・専 クリーニング
634 株式会社ホンダカーズ光東 山口東店 共・専 自転車・二輪・四輪車 684 村上洋傘店 共・専 家具・生活雑貨

635 ホンダカーズ山口 朝田店 共・専 自転車・二輪・四輪車 685 村重石油店 コスモランド山大給油所 共・専 ガソリンスタンド

636 ホンダカーズ山口 維新公園店 共・専 自転車・二輪・四輪車 686 村重石油店 山口給油所 共・専 ガソリンスタンド

637 HondaCars山口中央 山口中央店 共・専 自転車・二輪・四輪車 687 村田ガス設備株式会社 共・専 家電小売
638 本多屋懐古庵本店 共・専 菓子 688 ムラタ酒店 共・専 食料品・酒類販売

639 本多屋 本社工場 共・専 菓子 689 有限会社村田モータース 共・専 自転車・二輪・四輪車

マ 640 mark 共・専 ファッション・その他 690 明光義塾山口中央教室 共・専 その他
641 株式会社マイルーム 共・専 リフォーム・建築・建設 691 明治堂 共・専 装飾品等
642 俣賀建設株式会社 共・専 リフォーム・建築・建設 692 明徳観光株式会社 山口営業所 共・専 旅行関連
643 町のケータイ屋さん 共・専 その他 693 メイプル薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

644 マツオカ 共・専 リフォーム・建築・建設 694 株式会社 メイリー 共・専 自転車・二輪・四輪車

645 マックスバリュ平川店 共 食料品・酒類販売 695 眼鏡市場 山口店 共・専 その他
646 マックスバリュ吉敷店 共 スーパーマーケット 696 眼鏡市場 大内御堀店 共・専 その他
647 マックハウス メルクス山口店 共 ファッション・その他 697 メガネのふくだ 共・専 その他
648 松田屋ホテル 共・専 宿泊 698 メガネの三城 山口店 共・専 ファッション・その他

649 松永かまぼこ店 中市本店 共・専 食料品・酒類販売 699 メガネのヨネザワ ゆめタウン山口店 共 家具・生活雑貨

650 ママイクコゆめタウン山口 共 家具・生活雑貨 700 MEZE 共・専 家具・生活雑貨

山口地区（８３４店） 山口地区（８３４店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 8

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

701 メゾン・ド・カランドゥリエ 共・専 ファッション・その他 751 山口鈑金自動車工業有限会社 共・専 自転車・二輪・四輪車

702 めだか屋ごっこ 共・専 その他 752 有限会社 山口ポインター 共・専 自転車・二輪・四輪車

703 メナード化粧品 山口矢原代行店 共・専 美容関連 753 山口マツダ㈱ ＪＥＥＰ山口中央 共・専 自転車・二輪・四輪車

704 メナード平川東代行店 共・専 美容関連 754 山口マツダ㈱ 山口朝田ユーカーランド 共・専 自転車・二輪・四輪車

705 メナードフェイシャルサロン 山口吉敷 共・専 美容関連 755 山口マツダ㈱ 山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

706 men's マエダ 共・専 ファッション・その他 756 山口三菱自動車販売株式会社 山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車

707 モードワン 共・専 理容・美容 757 山城屋酒造株式会社 共・専 食料品・酒類販売

708 モッチモパスタ 山口湯田店 共・専 飲食 758 山田石油サービス株式会社 山口ドライブプラザ 共・専 ガソリンスタンド

709 もつ鍋弥さか 共・専 飲食 759 山田石油サービス株式会社 山口東給油所 共・専 ガソリンスタンド

710 モナミ 共・専 飲食 760 山田石油サービス株式会社 山口御堀給油所 共・専 ガソリンスタンド

711 株式会社モリイケ 共・専 その他 761 ヤマダデンキテックランド山口本店 共 家電量販店
712 もんじゃず 共・専 飲食 762 大和春信松緑窯 共・専 装飾品等

ヤ 713 八百果まつにし 共・専 食料品・酒類販売 763 ヤマネ薬局平川店 共・専 ドラッグストア・薬局

714 焼き菓子やをぜ後河原店 共・専 食料品・酒類販売 764 山本時計店 共・専 装飾品等
715 焼き菓子やをぜ瑠璃光寺店 共・専 食料品・酒類販売 765 UQスポット ゆめタウン山口 共 携帯電話関連

716 やき鳥友清 共・専 飲食 766 湯田温泉ユウベルホテル松政 共・専 宿泊
717 焼肉寿苑 共・専 飲食 767 湯田カントリー倶楽部 共・専 スポーツ関連

718 焼肉の宴 じゃん 共・専 飲食 768 湯田商店 共・専 飲食
719 焼肉みほり峠山口店 共・専 飲食 769 湯田整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸

720 山一薬舗 共 ドラッグストア・薬局 770 湯田整骨院ミヤノ分院 共・専 医院・整体・鍼灸

721 山一薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 771 湯田都タクシー 共・専 タクシー
722 山一薬局アルク山口店 共 ドラッグストア・薬局 772 ユニクロ山口店 共 ファッション・その他

723 山一薬局立小路店 共・専 ドラッグストア・薬局 773 湯の宿 味の宿 梅乃屋 共・専 宿泊
724 株式会社ヤマウチ 共・専 リフォーム・建築・建設 774 ゆめタウン山口 共 百貨店・ショッピングセンター

725 山口井筒屋 共 百貨店・ショッピングセンター 775 洋服の青山 山口店 共・専 ファッション・その他

726 山口カイロプラクティックセンター 共・専 医院・整体・鍼灸 776 よしき薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

727 山口機工有限会社 共・専 その他 777 読売センター 山口湯田・矢原店 共・専 新聞
728 山口県椎茸農業協同組合 共・専 食料品・酒類販売 778 読売センター平川 共・専 新聞
729 山口県湯田自動車学校 共・専 その他 779 YorozuFarm 共・専 飲食
730 山口交通株式会社 共・専 タクシー ラ 780 ライフステージYOU 共・専 リフォーム・建築・建設

731 山口合同ガス株式会社 山口支店 共・専 リフォーム・建築・建設 781 来来亭 山口湯田店 共・専 飲食
732 山口視聴覚機器株式会社 共・専 その他 782 Lounge 彩華 共・専 飲食
733 山口至福堂 共・専 その他 783 Lounge 絹 共・専 飲食
734 山口市薬剤師会薬局 共・専 ドラッグストア・薬局 784 ラウンジ 華緒 共・専 飲食
735 有限会社山口商会 共・専 自転車・二輪・四輪車 785 LoungeShuara 共・専 飲食
736 株式会社山口松樹園 共・専 生花、造園・農業関連 786 ラウンジ渚咲 共・専 飲食
737 山口スズキ株式会社 山口大内店 共・専 自転車・二輪・四輪車 787 La_chic 共・専 理容・美容
738 山口総合建材株式会社 共・専 その他 788 ラレーヌデカトルセゾン 共・専 菓子
739 山口そうごう自動車学校 共・専 その他 789 LAWAKU 共・専 飲食
740 山口大学教育学部売店 共・専 売店・コンビニ 790 リカーショップ はしもと 共・専 食料品・酒類販売

741 山口大学共通教育棟売店 共・専 売店・コンビニ 791 リカースペース太陽 大内店 共・専 食料品・酒類販売

742 山口大学人文・経済・理学部売店 共・専 売店・コンビニ 792 リカースペース太陽 宮野店 共・専 食料品・酒類販売

743 山口トヨタ自動車㈱山口店 共・専 自転車・二輪・四輪車 793 リノベーション＆リフォーム ヤマソウ 共・専 リフォーム・建築・建設

744 山口トヨタ自動車㈱山口東店 共・専 自転車・二輪・四輪車 794 リラクゼーションサロン サンク 共・専 その他
745 山口トヨペット 大内店 共・専 自転車・二輪・四輪車 795 リラクゼーションサロン WA 共・専 美容関連
746 山口トヨペット 山口本店 共・専 自転車・二輪・四輪車 796 リラクゼーションサロンLeaf moon 共・専 美容関連
747 山口トヨペット山口マイカーセンター維新公園店 共・専 自転車・二輪・四輪車 797 リラクゼーションジョイ山口店 共 医院・整体・鍼灸

748 山口日産自動車株式会社 山口大内店 共・専 自転車・二輪・四輪車 798 LINX 共・専 理容・美容
749 山口日産自動車株式会社 山口吉敷店 共・専 自転車・二輪・四輪車 799 リンドヴルム 共・専 家具・生活雑貨

750 山口萩焼ヤマトズギャラリー 共・専 家具・生活雑貨 800 Le Gaulois 共・専 飲食

山口地区（８３４店） 山口地区（８３４店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 9

小郡・南部地区　（２４１店）
行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

801 ルノー山口 共・専 自転車・二輪・四輪車 ア 1 Eyelash-Salon Hug 共・専 美容関連
802 Le.Matsu. 共・専 飲食 2 有限会社アキラ産業 共・専 リフォーム・建築・建設

803 レイナレイ 共・専 理容・美容 3 油そば専門店歌志軒山口小郡店 共・専 飲食
804 レザーエステ山口ゆめタウン店 共 その他 4 AMIX hair works 小郡本店 共・専 理容・美容
805 レストランカリム 共・専 飲食 5 有限会社荒木板金 共・専 リフォーム・建築・建設

806 レストランシェフ 共・専 飲食 6 ARATA 共・専 理容・美容
807 レストランスズキ 共・専 飲食 7 アルク小郡店 共 スーパーマーケット

808 株式会社レノファ山口 共・専 スポーツ関連 8 イエローハット小郡インター店 共・専 自転車・二輪・四輪車

809 レノファ山口アンテナショップ 共・専 スポーツ関連 9 居酒屋 呑ん太 共・専 飲食
810 レビヨン 共・専 ファッション・その他 10 (有)石野畳店 共・専 その他
811 レミの飼主 共・専 ファッション・その他 11 いせの森 共・専 医院・整体・鍼灸

812 レンタルコスチュ－ム彩華 共・専 その他 12 いせの森整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸

813 ローソン山口大内小野店 共・専 売店・コンビニ 13 イタリアンレストランKeys 共・専 飲食
814 ローソン山口大内氷上二丁目店 共・専 売店・コンビニ 14 いわしろ酒屋 共・専 食料品・酒類販売

815 ローソン山口大内矢田南四丁目店 共・専 売店・コンビニ 15 イワタニ山陽株式会社 山口支店 共・専 その他
816 ローソン山口大学正門前店 共・専 売店・コンビニ 16 ウェスタまるき小郡店 共 スーパーマーケット

817 ローソン山口矢原店 共・専 売店・コンビニ 17 ウェディングコート エミリア 共・専 飲食
818 ローソン山口吉敷佐畑店 共・専 売店・コンビニ 18 魚民 新山口新幹線口駅前店 共・専 飲食
819 ローソン山口吉敷店 共・専 売店・コンビニ 19 ウォンツ山口小郡店 共 ドラッグストア・薬局

820 Lococo山口店 共・専 理容・美容 20 旨いもん酒場 とらっ家 新山口駅新幹線口徒歩3分店 共・専 飲食
821 炉舎本店 共・専 飲食 21 エイワンオート有限会社 共・専 自転車・二輪・四輪車

822 炉舎湯田店 共・専 飲食 22 auショップ 新山口 共・専 携帯電話関連

823 ろばたいむ 共・専 飲食 23 Esthetic Rose 共・専 美容関連
824 浪漫酒場 電気ブラン 共・専 飲食 24 ＮＴＡトラベル小郡支店 共 旅行関連

ワ 825 ワームス 共・専 ファッション・その他 25 エリカ美容室 共・専 理容・美容
826 株式会社YM-Create 共・専 リフォーム・建築・建設 26 おいはぎ峠 共・専 飲食
827 Nail Salon & School Waioli 共・専 美容関連 27 オオタ薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

828 有限会社ワイビーオート 共・専 自転車・二輪・四輪車 28 オオタ薬局新町店 共・専 ドラッグストア・薬局

829 和菜遊彩 叶 共・専 飲食 29 オオタ薬局山手店 共・専 ドラッグストア・薬局

830 和食食事処ほたる 共・専 飲食 30 オートバックスタイヤ専門館小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車

831 和食ダイニング 饗の風 共・専 飲食 31 大村時計めがね店 共・専 装飾品等
832 和田企画 共・専 自転車・二輪・四輪車 32 小郡朝市ハッピー 共・専 食料品・酒類販売

833 渡邉一正司法書士事務所 共・専 その他 33 小郡製氷株式会社 共・専 その他
834 渡辺鍼灸院 共・専 医院・整体・鍼灸 34 お食事処入道 共・専 飲食

35 オフハウス小郡店 共 その他

36 おみやげ街道新山口新幹線改札内店 共・専 売店・コンビニ

37 おみやげ街道新山口店 共・専 売店・コンビニ

38 Ortolana 共・専 飲食

カ 39 懐新和食 I-CHI 共・専 飲食

40 回転寿司たかくら 共・専 飲食

41 果子乃季小郡プラッツ店 共 菓子

42 果子乃季新山口駅店 共・専 菓子

43 かず美容室 共・専 理容・美容

44 有限会社カツ電器センター 共・専 家電小売

45 カット&エステ スギハラ 共・専 理容・美容

46 割烹・活魚 若新小郡店 共・専 飲食

47 かなえ薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

48 株式会社金子工務店 共・専 リフォーム・建築・建設

49 金子老舗 共・専 菓子

50 金光酒造株式会社 共・専 食料品・酒類販売

山口地区（８３４店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 10

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

51 カノエ本店 共・専 理容・美容 101 ダスキン江崎支店 共・専 その他

52 Cafｅ ｄ’Agari 共・専 飲食 102 有限会社田辺小型モータース 共・専 自転車・二輪・四輪車

53 カフェかなえ 共・専 ドラッグストア・薬局 103 田辺海苔店 共・専 食料品・酒類販売

54 Cafeはなめ 共・専 飲食 104 株式会社タムラ 共・専 リフォーム・建築・建設

55 髪しばい 共・専 理容・美容 105 中央石油(有)新小郡店 共・専 ガソリンスタンド

56 カレーハウスCOCO壱番屋 小郡店 共 飲食 106 中央薬局 共・専 ドラッグストア・薬局

57 カワサキ プラザ山口 共・専 自転車・二輪・四輪車 107 中国料理 隨園 共・専 飲食

58 喫茶 ティーラウンジ 共・専 飲食 108 ディスカウントドラッグコスモス新山口駅店 共 ドラッグストア・薬局

59 君がくれた月 共・専 飲食 109 Tipstic 共・専 理容・美容

60 着物遊日ねこやなぎ 共・専 ファッション・その他 110 テクノプラニング(鍵と自動車) 共・専 自転車・二輪・四輪車

61 きものと洋装堀 共・専 ファッション・その他 111 手づくりケーキのお店 セーラ 共・専 飲食

62 牛角 山口小郡店 共・専 飲食 112 桃華園 共・専 飲食

63 クスリ岩崎チェーンイオンタウン小郡店 共 ドラッグストア・薬局 113 東京靴流通センター山口小郡店 共・専 ファッション・その他

64 グッデイ 山口小郡店 共 ホームセンター 114 東京屋クリーニング フジ小郡店 共 クリーニング

65 グランシャリオ新山口店 共・専 菓子 115 豆子郎新山口店 共・専 菓子

66 有限会社グリーントラベル山口中央旅行社 共・専 旅行関連 116 豆子郎山口グランドホテル店 共・専 菓子

67 化粧品のわたなべ 共・専 美容関連 117 Ｄr.Ｄriveサンクス山口SS　 共・専 ガソリンスタンド

68 河内化粧品店 共 美容関連 118 トヨタカローラ山口㈱ 小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車

69 口福至福 共・専 飲食 119 トヨタカローラ山口㈱ 山口マイカーセンター 共・専 自転車・二輪・四輪車

70 コープここと小郡店 共 スーパーマーケット 120 ドラッグストアモリ山口小郡店 共 ドラッグストア・薬局

サ 71 ざ せんたくや 小郡本店 共・専 クリーニング ナ 121 長崎ちゃんめん 山口江崎店 共・専 飲食

72 有限会社 西京電子 共・専 家電小売 122 長崎ちゃんめん 山口小郡黄金店 共・専 飲食

73 酒処輪 共・専 飲食 123 長崎ちゃんめん 山口小郡店 共・専 飲食

74 サビエルカンパーナ&特産cafeやまのわ アルク小郡店 共 飲食 124 長峯はきもの店 共・専 その他

75 ザ・ビッグ小郡店 共 スーパーマーケット 125 和み家 共・専 飲食

76 サロンドナイツ 共・専 理容・美容 126 ナフコ小郡店 共 ホームセンター

77 シュクルヴァン新山口駅店 共・専 菓子 127 ナマステ 小郡店 共・専 飲食

78 旬 共・専 飲食 128 肉の丸秀 共・専 食料品・酒類販売

79 ジュンテンドー深溝店 共 ホームセンター 129 日本料理 雅 共・専 飲食

80 助産院ローズベビーサロン 共・専 医院・整体・鍼灸 130 日本料理 福しま（WA FUKUSHIMA ） 共・専 飲食

81 白木屋 新山口北口駅前店 共・専 飲食 131 NewStyle SO-HO 共 理容・美容

82 鍼灸マッサージ温故心庵 共・専 医院・整体・鍼灸 132 ネッツトヨタ山口（株）小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車

83 真吾手技療法院 共・専 スポーツ関連 133 農家のひきだし みかさ 共・専 生花、造園・農業関連

84 仁成堂薬局 小郡店 共・専 ドラッグストア・薬局 ハ 134 ハードオフ小郡店 共 その他

85 寿司の花子 共・専 飲食 135 Hi FIVE リラクゼーションサロン 共・専 理容・美容

86 寿司正 共・専 飲食 136 花のなかむら 共・専 生花、造園・農業関連

87 炭火焼肉 りんこう 共・専 飲食 137 浜ふく 共・専 飲食

88 株式会社スメスト 共・専 リフォーム・建築・建設 138 ばりそば本舗 春来軒 小郡店 共・専 飲食

89 セブンイレブンハートインJR新山口駅在来改札口店 共・専 売店・コンビニ 139 春がきた 共・専 飲食

90 セブンイレブンハートインJR新山口駅新幹線口店 共・専 売店・コンビニ 140 明屋書店小郡店 共 書籍等

91 セブンイレブン山口小郡岩屋店 共・専 売店・コンビニ 141 有限会社 久富工務店 共・専 リフォーム・建築・建設

92 セブン-イレブン山口小郡上郷店 共・専 売店・コンビニ 142 ヒマラヤ小郡店 共 スポーツ関連

93 セブンイレブン山口小郡下郷店 共・専 売店・コンビニ 143 ビューティ ヒロ 共・専 理容・美容

94 セブンイレブン山口小郡仁保津店 共・専 売店・コンビニ 144 BeautifulGardens 共・専 理容・美容

95 セブンイレブン山口小郡若草町店 共・専 売店・コンビニ 145 美容室アンジェ・クール新山口北口 共・専 理容・美容

96 セブンイレブン山口嘉川中市店 共・専 売店・コンビニ 146 美容室アンジェ・クール山口グランドホテル 共・専 理容・美容

97 セブンイレブン山口第一病院前店 共・専 売店・コンビニ 147 美容室クレスト・シー 共・専 理容・美容

98 セレクショントクゾウ 共・専 ファッション・その他 148 平野石油 南山口給油所 共・専 ガソリンスタンド

タ 99 大衆酒場 餃子のやっさん 共・専 飲食 149 有限会社ファミリーオート山口 共・専 自転車・二輪・四輪車

100 ダイニング＆鉄板焼さくら 共・専 飲食 150 ファミリーマート小郡前田町店 共・専 売店・コンビニ

小郡・南部地区　（２４１店） 小郡・南部地区　（２４１店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 11

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

151 ファミリーマート山口嘉川店 共・専 その他 201 モトナガ酒屋 共・専 食料品・酒類販売

152 ファミリーマート山口佐山 共・専 売店・コンビニ ヤ 202 八木酒店 共・専 食料品・酒類販売

153 フジ小郡店 共 スーパーマーケット 203 八木畳店 共・専 その他
154 ふしの屋 共・専 飲食 204 焼肉 紅牛 共・専 飲食
155 藤光海風堂 新山口駅店 共・専 売店・コンビニ 205 焼肉 髙山 共・専 飲食
156 ふじもと美容室 共・専 理容・美容 206 株式会社ヤナイ鈑金 共・専 自転車・二輪・四輪車

157 ブライダルハウスハラダヤ 共・専 飲食 207 山口アポロ石油㈱佐山SS 共・専 ガソリンスタンド

158 プリントショップCombo 共・専 その他 208 山口学芸大学・山口芸術短期売店アルテ 共・専 売店・コンビニ

159 Froom 共・専 理容・美容 209 山口グランドホテル 共・専 飲食
160 BLESS 共・専 その他 210 株式会社 山口県小郡自動車学校 共・専 その他
161 ふれんど美容室 共・専 理容・美容 211 有限会社 山口健康生活センター 共・専 食料品・酒類販売

162 ヘアーサロンイワタニ 共・専 理容・美容 212 やまぐちシードル 販売所 共・専 食料品・酒類販売

163 ヘアーサロンきむら 共・専 理容・美容 213 株式会社山口ジー・ワイ商会 共・専 自転車・二輪・四輪車

164 HML(Hair Make Lovelock) 共・専 理容・美容 214 山口トヨタ自動車㈱小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車

165 betty 小郡店 共・専 美容関連 215 山口トヨペット 小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車

166 ベニヤ美容室 共・専 理容・美容 216 山口日産自動車株式会社 小郡インター店 共・専 自転車・二輪・四輪車

167 ポイント山口小郡店 共・専 その他 217 山口三菱自動車販売株式会社小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車

168 防長建設工業株式会社 共・専 リフォーム・建築・建設 218 やまさき美容室 小郡店 共・専 理容・美容
169 ボウリング王国スポルト小郡店 共・専 スポーツ関連 219 山田石油サービス株式会社 小郡東給油所 共・専 ガソリンスタンド

170 ポーラ化粧品 新小郡営業所 共・専 美容関連 220 山根工務店 共・専 リフォーム・建築・建設

171 ポーラ化粧品Ray.JUN 共・専 美容関連 221 ヤマネ薬局小郡店 共・専 ドラッグストア・薬局

172 ポーラ　ザ　ビューティー山口小郡店 共・専 美容関連 222 ヤマリン 共・専 その他
173 POLA新山口店 共・専 美容関連 223 ヤングオート株式会社 共・専 自転車・二輪・四輪車

174 ホルモンおいで屋 新山口ホルモン おいで屋 共・専 飲食 224 遊食酒家がまぐち 共・専 飲食
175 HondaCars山口中央 小郡店 共・専 自転車・二輪・四輪車 225 洋服の青山 小郡店 共 ファッション・その他

176 本多屋懐古庵新山口店 共・専 菓子 226 ヨコヤマ 共・専 その他
177 本間 ホンダ販売 共・専 自転車・二輪・四輪車 227 読売センター新山口 共・専 新聞

マ 178 毎日新聞小郡南販売所 共・専 新聞 ラ 228 ライフショップすぎや 共・専 食料品・酒類販売

179 間子兵 共・専 飲食 229 ララマリー 共・専 飲食
180 株式会社マダ 共・専 その他 230 料理酒処くら 共・専 飲食
181 マックスバリュ小郡南店 共 スーパーマーケット 231 レクサス山口 共・専 自転車・二輪・四輪車

182 松永かまぼこ店 朝田店 共・専 食料品・酒類販売 232 レストラン アゼィリア 共・専 飲食
183 有限会社マツナガデンキ 共・専 家電小売 233 レストランenchante 共・専 飲食
184 有限会社 松原電機 共・専 家電小売 234 レストランねむ 共・専 飲食
185 まるき山口嘉川店 共 スーパーマーケット 235 レストランフィオーレ 共・専 飲食
186 マルチステーション新山口 共・専 ガソリンスタンド 236 ローズデンタルクリニック 共・専 医院・整体・鍼灸

187 まんぞく農機 共・専 その他 237 Rose baby club 共・専 美容関連
188 みすみ治療院 共・専 医院・整体・鍼灸 238 ローソン小郡インター店 共・専 売店・コンビニ

189 御堀堂 小郡支店 共・専 菓子 239 ローソン山口小郡下郷店 共・専 売店・コンビニ

190 御堀堂 新山口店 共・専 菓子 240 ローソン山口陶店 共・専 売店・コンビニ

191 みやび歯科クリニック 共・専 医院・整体・鍼灸 ワ 241 わかば整骨院 共・専 医院・整体・鍼灸

192 三好薬局本店 共・専 ドラッグストア・薬局

193 メガネのタケシゲ 共 その他
194 目利きの銀次 新山口新幹線口駅前店 共・専 飲食
195 Megribaカフェ 共・専 飲食
196 メナード化粧品 風りんご 共・専 美容関連
197 メナード化粧品 綿ぽぽ代行店 共・専 美容関連
198 メナード化粧品佐山代行店 共・専 美容関連
199 メナード化粧品大正中代行店 共・専 美容関連
200 メモリス 新山口 共・専 その他

小郡・南部地区　（２４１店） 小郡・南部地区　（２４１店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 12

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

ア 1 秋穂サービスステーション有限会社近藤石油 共・専 ガソリンスタンド ア 1 AQUA サンパークあじす店 共 ファッション・その他

2 秋穂産業株式会社 共・専 リフォーム・建築・建設 2 阿知須フラワー 共・専 生花、造園・農業関連

3 旭水産有限会社 共・専 食料品・酒類販売 3 あじの花 サンパークあじす店 共 飲食

4 有限会社井川工作所 共・専 その他 4 APARTMENT 共・専 理容・美容

5 市嶋自転車店 共・専 自転車・二輪・四輪車 5 池本精肉店 共・専 食料品・酒類販売

6 うえだ美容室 共・専 理容・美容 6 石田鮮魚店 サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売

7 （株）内田工務店 共・専 リフォーム・建築・建設 7 ist hair 共・専 理容・美容

8 株式会社宇野商店 共・専 自転車・二輪・四輪車 8 上野商店 共・専 リフォーム・建築・建設

9 有限会社エクステリアの森 共・専 リフォーム・建築・建設 9 オートバックス阿知須 共・専 自転車・二輪・四輪車

10 エディオン いわもと家電 共・専 家電小売 10 有限会社 岡村電器 共・専 家電小売

11 大海自工 共・専 自転車・二輪・四輪車 11 お食事処 菊水 共・専 飲食

12 （有）岡田電機 共・専 家電小売 カ 12 株式会社 金子自動車 共・専 自転車・二輪・四輪車

カ 13 カーショップおの 共・専 自転車・二輪・四輪車 13 株式会社 金子自動車塩田工場 共・専 自転車・二輪・四輪車

14 株式会社 川口自動車 共・専 自転車・二輪・四輪車 14 カフェ＆ダイニングふかの サンパークあじす店 共 飲食

15 有限会社カワノ 共・専 自転車・二輪・四輪車 15 (株)河村福祉サービス サンパークあじす店 共 その他

16 国民宿舎秋穂荘 共・専 宿泊 16 株式会社吉南コート 共・専 リフォーム・建築・建設

17 ㈲小林船具店秋穂中央給油所 共・専 ガソリンスタンド 17 Kid's US LAND サンパークあじす店 共 その他

サ 18 サンマート秋穂店 共 スーパーマーケット 18 ギャルドローブ サンパークあじす店 共 ファッション・その他

19 スーパーよしもと 共・専 スーパーマーケット 19 京きもの ふるや（古谷呉服店） 共・専 ファッション・その他

タ 20 田中呉服店 共 ファッション・その他 20 くすりのムラタ サンパークあじす店 共 ドラッグストア・薬局

21 中道あさの 共・専 飲食 21 クリーニングはやし サンパークあじす店 共 クリーニング

22 天然車えび料理専門 うすい山荘 共・専 飲食 22 コスメティックエスティ 共 美容関連

ハ 23 原田丸海産有限会社 共・専 食料品・酒類販売 23 コレット サンパークあじす店 共 理容・美容

24 ビューティーハウスKAZZ 共・専 理容・美容 サ 24 酒のフロンティア阿知須店 共・専 食料品・酒類販売

25 美容室 Very 共・専 理容・美容 25 ㈱三友 山口南出張所 共・専 リフォーム・建築・建設

26 plage-M (プラージュ エム) 共・専 宿泊 26 サンリブ 阿知須 共 百貨店・ショッピングセンター

27 合同会社　フリック 共・専 自転車・二輪・四輪車 27 幸せの空間CoCo. 共・専 美容関連

マ 28 有限会社 松廣呉服店 共・専 ファッション・その他 28 ＪＡ山口県宇部統括本部新鮮館 サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売

29 道の駅あいお 共・専 その他 29 株式会社 渋木モータース 共・専 自転車・二輪・四輪車

30 道の駅あいお（食堂部） 共・専 飲食 30 シャトレーゼ サンパークあじす店 共 菓子

31 民宿しらい 共・専 飲食 31 手芸コトーネ阿知須店 共 その他

32 モードおがた 共・専 ファッション・その他 32 紳士服 むらた洋服店 共・専 ファッション・その他

33 守田表具店 共・専 リフォーム・建築・建設 33 仁成堂薬局 阿知須店 共・専 ドラッグストア・薬局

ヤ 34 山世水産 共・専 食料品・酒類販売 34 Swing工房 共・専 リフォーム・建築・建設

35 山根大健堂薬局 共 ドラッグストア・薬局 35 すこやか整骨院・SUKOYAKA SALON 共・専 医院・整体・鍼灸

36 ヤマネ薬局 二島店 共・専 ドラッグストア・薬局 36 sMALL wORLD サンパークあじす店 共 その他

ラ 37 ラ・ポール トクミツ 共・専 装飾品等 37 セブンイレブン山口阿知須店 共・専 売店・コンビニ

38 ローソン山口秋穂二島店 共・専 売店・コンビニ 38 セブンイレブン山口阿知須中之坪店 共・専 売店・コンビニ

ワ 39 渡辺水産有限会社 共・専 食料品・酒類販売 39 セントエリーネ サンパークあじす店 共 ファッション・その他

40 創食也然り 共・専 飲食

41 ソフトバンク サンパークあじす店 共 携帯電話関連

タ 42 竹内洋服店 共・専 ファッション・その他

43 チャイルドハウスぱれっと サンパークあじす店 共 ファッション・その他

44 茶匠庵 サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売

45 利重仏具本店 共・専 その他

46 株式会社トム・フクダ 共・専 その他

47 ドンドン サンパークあじす店 共 飲食

ナ 48 有限会社ナカニシ石油 共・専 ガソリンスタンド

49 ナフコ阿知須店 共 ホームセンター

50 ナマステ サンパークあじす店 共 飲食

秋穂地区　（３９店） 阿知須地区（８７店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 13

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態 行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

51 西中呉服店 共・専 ファッション・その他 ア 1 有限会社阿東ガスセンター 共・専 その他

52 nemnem 共・専 美容関連 2 阿東ショッピングセンター 共 百貨店・ショッピングセンター

53 ノエルヤマモト サンパークあじす店 共 ファッション・その他 3 有限会社有田建築 共・専 リフォーム・建築・建設

ハ 54 鳩部モータース 共・専 自転車・二輪・四輪車 4 池田建設工業株式会社 共・専 リフォーム・建築・建設

55 パナックいまづ 共・専 家電小売 5 衣料の店さいとう 共・専 ファッション・その他

56 花の森 サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売 6 植地酒舗(リカーショップ植地) 共・専 食料品・酒類販売

57 花風車 サンパークあじす店 共 生花、造園・農業関連 7 ウォンツ徳佐店 共 ドラッグストア・薬局

58 ハニーズ サンパークあじす店 共 ファッション・その他 8 小野電器 共・専 家電小売

59 美容室アンジェ・レーヴ 共・専 理容・美容 カ 9 有限会社金子信華園 共・専 生花、造園・農業関連

60 ファミリースタジオ サンパークあじす店 共 その他 10 cafe Nobu 共・専 飲食

61 有限会社 フジシゲ電機 共・専 家電小売 サ 11 先浦畳店 共・専 その他

62 有限会社 ふじみや 共・専 売店・コンビニ 12 座敷わらしさん家 共・専 その他

63 フランソワ・一閑 サンパークあじす店 共 菓子 13 有限会社樹里庵 共・専 飲食

64 BRANCH 共・専 理容・美容 14 ジュンテンドー徳佐店 共 ホームセンター

65 文榮堂サンパークあじす店 共 書籍等 タ 15 田村家電サービス 共・専 家電小売

66 hair salon Porte 共・専 理容・美容 16 有限会社徳佐建材 共・専 リフォーム・建築・建設

67 ペットショップCoo＆RIKU サンパークあじす店 共 その他 17 （有）友清りんご園 共・専 生花、造園・農業関連

68 ポモナフルーツ サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売 ナ 18 ナフコ徳佐店 共 ホームセンター

マ 69 マイスタイル サンパークあじす店 共 ファッション・その他 ハ 19 福田園芸 共・専 生花、造園・農業関連

70 ママイクコ サンパークあじす店 共 家具・生活雑貨 20 有限会社福山工務店 共・専 リフォーム・建築・建設

71 ミスターバーク サンパークあじす店 共 飲食 21 ふじい林檎園 共・専 生花、造園・農業関連

72 道の駅「きらら あじす」 共・専 食料品・酒類販売 22 ふるさと産品直売所「あとうの恵み」 共・専 食料品・酒類販売

73 有限会社 明徳木工 共・専 リフォーム・建築・建設 23 古谷建設 共・専 リフォーム・建築・建設

74 むら花 サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売 24 ほほえみの郷トイトイ 共・専 スーパーマーケット

75 めがねのアイ.ポイント 共・専 その他 マ 25 丸久徳佐店 共 スーパーマーケット

76 めがねのヨネザワ サンパークあじす店 共 ファッション・その他 26 三笠産業㈱東部営業所 共・専 生花、造園・農業関連

77 メンズ＆レディース ビューティーなかむら 共・専 理容・美容 27 明徳観光株式会社 本社営業所 共・専 旅行関連

ヤ 78 洋服のお直しマルシェ阿知須店 サンパークあじす店 共 その他 28 有限会社 明和自販 共・専 自転車・二輪・四輪車

79 吉武鮮魚店 共・専 食料品・酒類販売 ヤ 29 葉葉堂 共・専 菓子

80 よしの印刷株式会社 共・専 その他 ラ 30 林檎の樹らら 共・専 生花、造園・農業関連

ラ 81 RIAN サンパークあじす店 共 ファッション・その他 ワ 31 Yショップおの 共・専 家電小売

82 リカースペース太陽 阿知須店 共・専 食料品・酒類販売

83 リストランテ ペイザン 共・専 飲食

84 リトルマーメイド サンパークあじす店 共 食料品・酒類販売

85 リラクゼーション中々 サンパークあじす店 共 医院・整体・鍼灸

ワ 86 株式会社ワイエス自動車 共・専 自転車・二輪・四輪車

87 和ダイニングたか 共・専 飲食

阿知須地区（８７店） 阿東地区（３１店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



1,246店舗掲載　令和3年8月10日時点

※　本券は、換金性のあるものの購入や公共料金、他協議会指定の商品・サービスには利用できません。

エール！やまぐちプレミアム共通商品券 取扱店（店舗名五十音順）
【紙商品券の有効期間：令和３年９月２１日（火）～令和３年１２月３１日（金）】

商品券
内訳

【大規模・中小規模店共通券６枚】全ての取扱店で利用可能
【中小規模店専用券７枚】中小規模店でのみ利用可能

※　また、加盟店によっては、利用制限があります。直接加盟店にお問い合わせください。 No. 14

行 No. 店舗名 利用可能券 業種・業態

ア 1 出雲とくぢ給油所 共・専 ガソリンスタンド

2 エディオンくわはらでんき 共・専 家電小売

カ 3 きらく 共・専 飲食

サ 4 重源の郷 共・専 その他

タ 5 ㈱土井商会 共・専 ガソリンスタンド

6 徳地そば茶屋雅 共・専 飲食

7 徳地特産品販売所 南大門 共・専 その他

8 徳地とりたまの里 共・専 食料品・酒類販売

ハ 9 原田薬品 共・専 ドラッグストア・薬局

マ 10 松原商店 共・専 食料品・酒類販売

11 丸久徳地店 共 スーパーマーケット

12 メナード化粧品佐波川代行店 共・専 美容関連

ヤ 13 八栄石油（株） 共・専 ガソリンスタンド

14 （有）雪野商店 共・専 その他

徳地地区　(１４店）

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～


