
追加191店舗掲載
令和3年10月20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. 15

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

22 ルポシバングラ山口店 共 飲食

1 イタヤマノウエン nihopantry 共・専 食料品・酒類販売 23 ローソン山口駅通り二丁目店 共・専 売店・コンビニ

2 いちやなぎ売店 共・専 飲食 24 ローソン山口大市町店 共・専 売店・コンビニ

3 イワタ商会 共・専 自転車・二輪・四輪車

4 ウェルビーイングサロン ジェネシス 共・専 美容関連 1 居酒屋 永源 共・専 飲食

5 エムラ山口店 共 ファッション・その他 2 居酒屋武蔵 山口店 共・専 飲食

6 有限会社 岡部園芸 共・専 生花、造園・農業関連 3 割烹ひさご 共・専 飲食

7 カーライフＭ 共・専 自転車・二輪・四輪車 4 cafe&pub-kirikou 共・専 飲食

8 有限会社 金子材木店 共・専 リフォーム・建築・建設 5 乾杯ニクノミコト湯田店 共・専 飲食

9 株式会社ＴＡＭＡＲＵ 共・専 自転車・二輪・四輪車 6 CAMEL 共・専 ファッション・その他

10 quitan eyelash &healing spa 共・専 理容・美容 7 牛角山口湯田店 共・専 飲食

11 虹河 共・専 飲食 8 サウンドアート山口 共・専 その他

12 コレット/有限会社米本工業 共・専 リフォーム・建築・建設 9 栄寿司 共・専 飲食

13 SaCoffeeRoastery 共・専 食料品・酒類販売 10 CPサロン ヒロイン 共・専 美容関連

14 酒菜いちやなぎ 共・専 飲食 11 Studio Rapiit 共・専 理容・美容

15 秋刀魚 共・専 飲食 12 ステラ 大内店 共・専 理容・美容

16 すず･なり 共・専 飲食 13 ステラ 本店 共・専 理容・美容

17 ぜんしん治療院 共・専 医院・整体・鍼灸 14 ストロベリータイム 共・専 その他

18 sou cafe 共・専 飲食 15 SPEYSIDE 共・専 飲食

19 DCMダイキ山口店 共 ホームセンター 16 炭火居酒屋D'rise 共・専 飲食

20 ngoi by clearlife 共・専 ファッション・その他 17 炭火焼肉屋さかい山口大歳店 共・専 飲食

21 Pia 山口店 共・専 ファッション・その他 18 セブンイレブン山口宮野店 共・専 売店・コンビニ

22 百笑屋 共・専 飲食 19 鮮魚のおだ 本店 共・専 食料品・酒類販売

23 FLOWER 共・専 美容関連 20 TEKETEKE BASE 共・専 スポーツ関連

24 マダム商店 共・専 ファッション・その他 21 鶏串 イッパ 共・専 飲食

25 焼き鳥 ありきち 共・専 飲食 22 中島鈑金塗装 共・専 その他

26 リフレッシュスペース Apricot 共・専 美容関連 23 野風 共・専 飲食

27 Rosso 共・専 ファッション・その他 24 パンプローナ 共・専 飲食

25 ミュージックアート山口 共・専 その他

1 イタリア食堂ベケ!? 共・専 飲食 26 山口風月堂 共・専 菓子

2 蔵田株式会社 共・専 その他 27 リフレクソロジーで癒しの空間 ぽっかぽか 共・専 美容関連

3 コンベンションかめ福 共・専 その他

4 サロンYuTa 共・専 美容関連 1 und☆star 共・専 ファッション・その他

5 sunword 大内店 共 理容・美容 2 維新トーヨー住器株式会社 山口支店 共・専 リフォーム・建築・建設

6 自家製麺 支那蕎麦陽 共・専 飲食 3 松田美容室 共・専 理容・美容

7 象美堂印房 共・専 その他 4 有限会社 山口家庭風呂センター 共・専 リフォーム・建築・建設

8 SMILE 共・専 理容・美容

9 ティーズ ガーデン 共・専 飲食 1 あかちょうちん魯招猫亭 共・専 飲食

10 トータルカーサポート・ラッシュ 共・専 自転車・二輪・四輪車 2 味処よし田 共・専 飲食

11 株式会社中村工務店 共・専 リフォーム・建築・建設 3 味処圭介 共・専 飲食

12 pacca paca 共・専 その他 4 ウイル山口大内店 共 ファッション・その他

13 ひにけに珈琲 共・専 飲食 5 オーカルチェラタン 共・専 飲食

14 photo studio TAMBOURINE 共・専 その他 6 有限会社 共一歩 共・専 その他

15 富士商㈱山口プラザSS 共・専 ガソリンスタンド 7 株式会社興電社 共・専 自転車・二輪・四輪車

16 富士商㈱湯田ＳＳ 共・専 ガソリンスタンド 8 ダイニングキッチン 渡利庵 共・専 飲食

17 みんなの居酒屋 おなかま 共・専 飲食 9 パティスリーフルール 共・専 菓子

18 メナード化粧品 白石代行店 共・専 その他 10 藤木自動車整備工場 共・専 自転車・二輪・四輪車

19 モントロー洋菓子店 維新公園店 共・専 菓子 11 フリーエージェント 共・専 その他

20 モントロー洋菓子店 大内店 共・専 菓子 12 株式会社プレサス 共・専 各種施設

21 優 共・専 その他 13 松西鮮魚店 共・専 食料品・酒類販売

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

※　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。

山口地区（134店） 山口地区（134店）

8月17日追加

8月24日追加

9月1日追加

9月8日追加

9月22日追加

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



追加191店舗掲載
令和3年10月20日時点

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

※　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。
※　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. 16

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

14 Mr.Gleen 共・専 飲食

15 株式会社明林堂書店 フジグラン山口店 共 書籍等 1 百年住宅西日本株式会社 リフォーム部 共・専 リフォーム・建築・建設

16 株式会社　山口興電社 共・専 自転車・二輪・四輪車

17 湯田温泉研究所 共・専 美容関連 1 sunword 共 理容・美容

18 吉山造園 共・専 生花、造園・農業関連 2 爽358 共・専 美容関連

19 ヨリモリデンキ 共・専 家電小売 3 高山石油ガス株式会社 山口営業所 共・専 その他

20 ラ・パレット 共・専 美容関連 4 富士商㈱小郡駅前ＳＳ 共・専 ガソリンスタンド

21 LIHIT hair design 共・専 理容・美容 5 富士商㈱セルフ小郡山手SS 共・専 ガソリンスタンド

22 ラ・パレット 共・専 美容関連 6 めしや 友なが 共・専 飲食

7 モントロー洋菓子店 新山口店 共・専 菓子

1 居酒屋Danke 共・専 飲食

2 お菓子のジェネレ 共・専 菓子 1 Myogaroom 共・専 スポーツ関連

3 cut salon BAY TOKYO 共・専 理容・美容 2 ALLOUT 共・専 飲食

4 きれん製菓工場直売所 共・専 菓子 3 女性整体ゆるうさ 共・専 医院・整体・鍼灸

5 JA山口県山口統括本部 農産物直売所 ぶちええ菜山口店 共・専 その他 4 花いちもんめ 共・専 生花、造園・農業関連

6 旬彩まさらっぷ 共・専 飲食 5 和音 共・専 飲食

7 スナックゼロ 共・専 飲食

8 鶏工房 Aomizu 共・専 飲食

9 萩・井上　山口店 共 食料品・酒類販売 1 小郡三栄電器 共・専 家電小売

10 ファッションジュエリー イビシ 共・専 装飾品等 2 艶処 共・専 美容関連

11 フジイテニスアカデミー 共・専 スポーツ関連 3 フラワーハウスジョイ 共・専 生花、造園・農業関連

12 有限会社 文具のはらぐち 共・専 家具・生活雑貨 4 mitsuwa 共・専 飲食

13 (有)雅 共・専 その他 5 りんりん 共・専 美容関連

14 山下商店 共・専 食料品・酒類販売

15 ラウンジ 音羽 共・専 飲食 1 上野写真館 共・専 その他

16 LiAD 共・専 理容・美容 2 株式会社ビッグウッド山口店 共・専 家具・生活雑貨

17 レッツ美容室 共・専 理容・美容

1 海鮮長州　小郡店 共・専 飲食

1 大島いりっこ本舗 共・専 食料品・酒類販売 2 津島食料品店 共・専 食料品・酒類販売

2 GAMBERO ROSSO 共・専 飲食 3 セブンイレブン山口陶店 共・専 売店・コンビニエンスストア

3 株式会社佐伯商店 共・専 その他

4 鮮魚のおだ　ぶちええ菜山口店 共・専 食料品・酒類販売 1 海都　小郡店 共・専 飲食

5 有限会社富士電気サービスセンター 共・専 家電小売 2 コウシンコーポレーション 共・専 リフォーム・建築・建設

6 ローソン山口下小鯖橋本店 共・専 売店・コンビニエンスストア 3 株式会社直方建材山口店 共・専 リフォーム・建築・建設

4 山口ごま本舗 共・専 食料品・酒類販売

1 味わい処あかぎ 共・専 飲食

2 海都　大内御堀店 共・専 飲食

3 進学塾グループ 共・専 書籍等

4 長州屋　湯田店 共・専 飲食

5 PIZZERIA ANCORA 共・専 飲食

6 もみほぐしでリラクゼーション　パナケイア 共・専 医院・整体・鍼灸

7 山口ごま本舗　山口中央店 共・専 食料品・酒類販売

10月20日追加

10月6日追加
10月6日追加

10月20日追加

9月22日追加

9月1日追加

8月24日追加

山口地区（134店） 小郡・南部地区（27店）

9月8日追加なし

9月29日追加

9月29日追加

8月17日追加

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



追加191店舗掲載
令和3年10月20日時点

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

※　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。
※　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. 17

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

1 JF大海直売所 共・専 その他 1 テックランド阿知須店 共 家電量販店

2 有限会社田中モータース 共・専 自転車・二輪・四輪車

1 モントロー洋菓子店 阿知須店 共・専 菓子

1 Hair therapy salon GABRIEL 共・専 美容関連

1 デンキのオカザキ 共・専 家電小売

1 沼塗装 共・専 リフォーム・建築・建設

1 中尾文具店 共・専 その他

2 中野ホンダ 共・専 自転車・二輪・四輪車

10月6日追加なし

9月29日追加なし
9月22日追加なし

9月1日追加

秋穂地区　（3店） 阿知須地区（6店）

8月24日追加 8月17日追加

8月24日追加
9月8日追加なし

10月6日追加なし

9月22日追加なし

10月20日追加なし

9月29日追加
9月8日追加

10月20日追加

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～



追加191店舗掲載
令和3年10月20日時点

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

※　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。
※　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. 18

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

1 有限会社 阿東電器 共・専 リフォーム・建築・建設 1 母さんの鉄板 彩月 共・専 飲食

2 大庭りんご園 共・専 その他

3 岡崎りんご園 共・専 生花、造園・農業関連 1 有限会社ホンダ徳地 共・専 その他

4 道の駅願成就温泉 共・専 その他

5 有限会社山口文具事務機販売 共・専 家電小売 1 ヘアーサロンあずま 共・専 理容・美容

1 光文堂印刷有限会社 共・専 その他

2 中市屋商店 共・専 その他

1 有限会社 ナカシマ 共・専 ガソリンスタンド

1 白松りんご園 共・専 食料品・酒類販売 2 ロハス島地温泉 共・専 飲食

2 有限会社創美工芸 共・専 リフォーム・建築・建設

3 有限会社 BooBooステージ 共・専 自転車・二輪・四輪車 1 ふれあいパーク大原湖キャンプ場 共・専 その他

1 木村りんご園 徳佛 共・専 その他

2 木村りんご園 本園 共・専 その他

3 徳佐りんご販売所 共・専 その他

1 斉藤文陽堂 共・専 その他

2 中谷りんご園 共・専 生花、造園・農業関連

10月6日追加なし

10月6日追加

9月8日追加

9月22日追加なし

9月1日追加

9月29日追加

阿東地区（15店） 徳地地区(6店）

8月24日追加

8月24日追加

9月1日追加

9月8日追加なし

8月17日追加

9月29日追加

8月17日追加

9月22日追加なし

10月20日追加なし

10月20日追加なし

～今後の追加情報は、ホームページ上で更新していきます～


