
通地区 道の駅　センザキッチン しのはら美容室 ひょうたん ホテル長門はらだ ヘアーサロン品川

青海島岩カキ販売企業組合 焼とりや ちくぜん センザキッチン店 嶋谷商店 ひろ布 松村酒店 ヘアーサロンヤマサキ

沖千鳥 ＬａＬａベーカリー 清水石油㈱　長門給油所 冨士第一交通㈲ 焼鳥　さくら食堂 へき中央薬局

旬彩ダイニング　金の鈴 藤光海風堂本店 湧喜屋かわもと 前田美容院

仙崎地区 フジ長門店 女性専用整体サロンさかた プチシャトー　Ａコープ店 湯本観光ホテル西京 （合）餅工房はんなりの里

いけなが事務機㈲ いずせい本店・あんふぁん 鍼灸マッサージsalonよしだ ＰＲＩＭＥ 吉冨幸進堂 山崎呉服店

池永食料品店 ㈲今浦仏具店 フジ長門店 シンデレラ ＢＲＩＤＧＥ RAD古市

居酒　錦屋 ウォンツフジ長門店 新日本観光交通㈱ ｆｌｅｕｒ縁 ローソン大津日置店

石臼そば屋　伊織 クスリのホシ 椙谷佛具店 フロンティア長門店 俵山地区

エディオン仙崎店 ㈲グリーンスポーツ 寿司　はしもと ヘアーサロン冨士 伊藤商店 油谷地区

江戸屋 ステージ　ママ 寿司本舗　季咲楽板持店 ペットサロン　Wan Smile 里山ステーション俵山 東自動車商会

大隅石油㈱ タツミヤ長門店 ㈱鈴木印刷事務機 ㈱防長トラベル長門支店 JA山口県（Ｙショップ俵山） ㈲上田自動車

青海島観光汽船 どんじゃか長門店 スズキカーステーション長門 ホームプラザナフコ長門店 寿楽・癒しのもみ処安寿 海のそばのカフェ　bliss point

越智印刷所 ★フジ長門店 スタート美容室 ポーラ深川ショップ そば居酒屋たべ山 エステサロンｆｅｅｌ

カフェ・ストラグル　廣田珈琲店 ブティック　ジュネス Ｓｎａｃｋ　赤いくつ ポテトめガネ長門店 俵屋 大谷時計カメラ店

Ｋａｍｉｙａ（カミヤ） ㈲ホワイトクリーニング萩　フジ長門店 スナック沢 ホワイトクリーニング　ゆめマート板持店 俵山温泉「町の湯」「白猿の湯」 かっぱ食堂

木村水産 みなとや　フジ長門店 炭火やきとり　田中家 マイルド 俵山無名塾 カラオケカフェ　ヴォイス

㈲㐂楽 メガネ・補聴器の深川 セブン-イレブン長門市駅前店 松岡電器 チェリー美容室 ㈱北川モータース

工房詩音 ヤマダデンキ テックランドNew長門店 セブン-イレブン長門東深川下郷店 マックハウス長門店 津田農園 ㈲キハラ

ジオパワーシステム　トーコーハウス長門 洋菓子　ルモンド セブン-イレブン長門東深川店 まめの木 八万堂旅館 クスリ岩崎チェーン人丸店

ＳＷＥＥＴ　ＡＳ ＬａＬａフラン ０３．ｎａｍｅ みうら七輪焼 RAD俵山 ★コメリハード＆グリーン油谷店

杉山商店 リトル・マーメイド　フジ長門店 そば処　なかむら 光田写真館 境石油店

ＳＮＯＷ　ＤＲＩＰ　ＣＯＦＦＥＥ リラクゼーションサロン　ポラリス　フジ長門店 ㈱大工燃料工業所 みわ美容院 サンマート人丸店

セブン-イレブン長門仙崎店 ㈲ロック だいにんぐ　橙 村岡湖月堂　仁三郎 三隅地区 ＪＡ山口県（Ｙショップ宇津賀）

㈱セブンリフォーム ダイニングバー　ＨＯＭＥ むらたや 安藤石油 ＪＡ山口県（Ｙショップ向津具）

㈲仙崎海産 深川地区 ダイニングバー　ロペ MUCHO いりえ時計写真店 潮吹荘

㈲大小早川商店 あきさと電器 太陽家具　長門店 眼鏡市場　長門店 エディオン村田デンキ セブン－イレブン長門油谷店

ただや 味の実　ざくろ だて めがねの開眼堂 お食事処　花 Dining Bar Zen

長七屋 味平 ㈱ダテワークス メンズショップイズミ 海鮮村　北長門 高木商店

★ディスカウントドラッグコスモス長門店 居酒屋　亀亀 ㈱田辺モータース モードすぎはら カットハウス　Ｓ＆Ｋ たこ焼き　汐風

Ｔｕｋ　Ｔｕｋ　Ｃａｆｅ インテリア　ジューソー ㈱田村ビルズ もち吉・サラダ館長門店 河野鮮魚 ㈲田村石油店

長門山電タクシー㈲ うめや だるま代行 守田モータース 米粉シフォンケーキ工房　Lereve 茶舗なかむら

㈱中原組 Aコープ長門店 チロル 焼とり　おひざもと ㈲佐々木商店　くすりのトマト 津黄地区活性化協議会（元乃隅売店）

西嶋指圧治療所 エディオン長門店 つじギフト 焼とりや　ちくぜん総本店 サロン・ド・ＶＩＰ とうどうデンキ　油谷店

㈱ニューオート工業 大阪屋 ★ディスカウントドラッグコスモス長門市駅店 焼肉のしょうけん サンマート三隅店 中澤理容所

浜茶屋　三貴 オートサロンエポック ★ディスカウントドラッグコスモス深川店 山野精肉店 地酒のみやた 中野佳裕司法書士事務所

浜屋 オートショップＣＯＺＹ 東京靴流通センター長門店 ㈲有誠社印刷所 しのはら商会 ㈲中屋うに本舗

日出男商会 お食事処　よし松 とうどうデンキ　長門店 ゆめマート板持店 旬処　いさ路 中山内装

ふく福 海鮮炭　大地 トータルビューティサロン　アイシス 養老乃瀧　長門店 セブン-イレブン長門三隅町店 ナラザキ自動車

福笑い カクテル・バー　シャトー ドッグサロン　ＰＥＡＲＬ 吉亀旅館 千銀蒲鉾㈱ にしじま家電ネットワーク

ＦＵＴＡＧＯ　ｃａｆｅ カットスタジオドルチェ とまりぎ ラウンジ暖 てとてん 西田畳店

ほろ酔い処　にこ カフェテリア ＢｏｎＤ トムキャット Ｌｏｕｎｇｅ　Ｐｕｒｅ ドッグハウス優 西村商店

ホワイト・ベーカリー ＣＯＬＯＲ トリーネふかわ ＬＡＰヘアー バイキングビレッジ北長門 二尊院宿坊えんとき

㈲まるよ食品 Curry JamJam とりまる 龍宝 パナどっとサンデンキ三隅店 ㈲波多野自動車

三井商店 ヘアサロン CARUDAN 長崎ちゃんめん　山口長門店 Ｒｏｏｍ ㈱花谷工業 林酒店

ミスミ電機 河田果物店 長門市駅前みやげセンター レオ・アニマルクリニック ビューティ　コバヤシ 人丸きく寿し

ミュージックステーション２２ 川村建具店 長門セントラルホテル レストラン３６０／カフェ３６０ ベジ・テラス 人丸タクシー㈱

桃屋食堂 喫茶　ぴぃまん 長門ファミリーはり・きゅう整骨院 レストラン　はや川 松本商店 ファミリーショップしみず

藻刈稲荷神社 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｃａｆｅ　ｎｏｎｔａ ながと本陣 ワダ薬局 まんどや 福本電器

焼肉きむら ギャラリー喫茶・ショアーズ 長門メガネセンター ㈱三隅自動車商会　三隅店 ブルーオーシャン

大和蒲鉾㈱ ㈲くいどうらく 長門中央薬局 湯本・渋木地区 やまぐち寶楽庵㈱ ペパーミント

ゆめマート南仙崎店 串揚げ　えん 中原商店 あじ元 山本商店 ホームプラザ　ナフコ油谷店

RAD仙崎ベイサイド クスリ岩崎チェーン長門店 なつめ 荒川食品 湯免ふれあいセンター内ふれあい食堂 ポーラ油谷

リストランテ　アンジェラ クスリ岩崎チェーン長門深川店 なべ萬 Ａ・ｓｉｄｅ RAD浅田 街の牛乳屋

ローソン長門仙崎店 国近商店　駅前店 ｎｉｋｏｔ ｅｎｇａｗａ　ＹＵＭＯＴＯ マツムラ美容室

和多屋の里 暮らしの衣料　みさか ｎｅ－ｍｉ 大谷山荘 日置地区 三浦塗装

ＫＵＬＡＢＯ　大正館 ノエビア大津三隅 大深商店 ㈲石本工務店 味勝手ありさわ

ココロカフェ ノエビア新長門（Your Rose） おとずれ堂㈱ 上野酒店 ㈱三隅自動車商会　油谷店

センザキッチン 小崎酒店 ノエビア長門第１販社 恩湯食 オーダーとリフォームソーイングのぴっぐやん 室本石油店

食ｌａｂｏ 個室串揚げ　えみもり パーマハウス　いわの 兼田酒店 大津醤油㈱ 焼き菓子．りすたっち

寿司活魚料理　千石 コスメ　チャーム ㈲萩事務機センター長門営業所 瓦そば　柳屋 ささ舟 安亀薬舗

仙崎丼 ★コメリハード＆グリーン長門店 長谷川山陽堂 玉仙閣 食堂カフェ　ソレイネ ㈲安田建材

仙崎本丸 ㈲コンドー文具 花膳 ＪＡ山口県（Ｙショップ渋木） セブン－イレブン長門日置上店 山口県漁業協同組合 大浦支店

仙崎らーめん　はれるや 佐伯モータース ばる セブン－イレブン長門深川湯本店 長門緑地造園 山口県漁業協同組合 川尻支店

TAKADA COFFEE センザキッチン店 さつき 明屋書店　長門店 田原陶兵衛工房 長谷工務店 ㈱油谷住建

長七屋 さわやどり。 ビーチサイド只の浜 德永整体院 林元商店 ㈱油谷湾温泉　ホテル楊貴館

長門おもちゃ美術館 ３Ｑカット長門店 ビューティサロン　メリーララ 利重旅館 古市タクシー ㈱油谷湾サービスセンター

ひものや食堂　ひだまり ㈲サン・ライク 美容室　巴里娘 とらや商店 古市ひろば 米田商店

重原美容院 美容室　女髪 台湾料理　福香閣 ブルーラインカントリー倶楽部

　 取扱店舗一覧表
（令和４年１２月２６日現在　３９０店舗）　　

＜優待券利用の注意事項＞

　　　　　○有効期間を過ぎますと無効になります。○再発行、払い戻しはいたしません。○つり銭はお支払いできません。○事業決済資金には使えません。
　　　　　○取扱店舗でのみ利用できます。○優待券の再利用は出来ません。

(地区別・五十音順)

　　　　　○他の商品券、金券、切手、印紙等換金できるものの購入には使えません。○納税、公共料金の支払いには使えません。
　　　　　○登録事業所によっては優待券利用を制限する商品やサービスがあります。

上記の他、店頭に取扱店ステッカーのある店舗・事業所でご利用出来ます

長門商工会議所　　℡０８３７－２２－２２６６

★印の店舗は全店共通券のみ使用できます


