
ごちそうさまプロジェクト「食事券」利用協力店舗リスト　（協力：山口県飲食業生活衛生同業組合） 2020年11月10日現在

屋号 住所 電話番号 ジャンル テイクアウト

1 創作屋　おーぱす 岩国市今津町１－９－１７ 0827-22-1470 レストラン 可

2 レストハウス　たんぽぽ 岩国市川西４－５－１５６ 0827-43-3033 レストラン 可

3 喜楽 岩国市中津町２－１４－５ 0827-21-5341 中華料理店 可

4 イタリアン居酒屋　ＦＵＫＵＯＫＡ 岩国市麻里布町２－３－２１ 0827-35-4334 レストラン 可

5 寿司倶楽部　一粋 岩国市麻里布町３－１０－１７ 0827-24-0202 すし屋 不可

6 らーめん　両さん． 岩国市麻里布町３－１－６ 0827-22-7020 ラーメン店 不可

7 焼肉　壱成 岩国市麻里布町３－２－２７ 0827-28-4129 焼肉店 不可

8 そば玉や 岩国市麻里布町６－８－２２ 0827-24-2080 お好み焼き店 可

9 焼肉牛太　南岩国店 岩国市南岩国町３－５－５０ 0827-34-2929 焼肉店 可

10 錦帯橋カフェ　わたぼうし 岩国市横山２－６－５３ 0827-43-5252 カフェ　弁当屋 可

11 焼き肉　とらじ 柳井市中央町２丁目１２－１８ 0820-22-1990 一般食堂 可

12 うまいもんや　魚好人 柳井市中央町２丁目１６－１１ 0820-24-1234 一般食堂 可

13 和風創作ダイニング　ＣＥＲＥＺＯ 柳井市中央町２丁目１７－１７ 0820-22-1133 一般食堂 可

14 のん太鮨一丁目一番地　柳井店 柳井市南町３丁目４－６ 0820-25-1311 和食（すし屋） 可

15 さざん亭　柳井店 柳井市南町５丁目３－１８ 0820-22-3390 一般食堂 可

16 寿司勝 柳井市柳井津３４９ 0820-22-0467 和食（すし屋） 可

17 いろり焼レストラン　虹の松原 柳井市中央2丁目１５－２８ 0820-22-8171 串焼き 可

18 牛角　柳井店 柳井市南町３－４－５ 050-5226-5312 焼肉 不可

19 しゃぶしゃぶ温野菜　柳井店 柳井市南町３－１－５ 050-5226-5572 しゃぶしゃぶ 不可

20 エスエスカレー 柳井市南町7丁目１－１ 0820-23-7877 カレー屋 可

21 四季旬菜　蔵や 柳井市柳井津４３７ 0820-23-3998 和食、小料理 可

22 焼肉　新栄 柳井市新市南１－１４ 0820-22-4808 焼肉 不可

23 ＬＩＯＮ　ＣＡＦＥ 光市和田町４－１２ 0833-71-0567 軽食・喫茶 飲物可

24 札幌ラーメンどさん子光店 光市虹ケ浜1丁目１１－３３ 0833-72-4388 ラーメン他 可

25 めんいち 光市島田２丁目１０－５ 0833-71-3529 ラーメン他 可

26 きなこＣＡＦＥ 光市島田１丁目８－１６ 0833-48-8261 洋食・和食 夜可

27 焼肉　源 光市島田１丁目１０－１０ 0833-71-3015 焼肉 可

28 珉珉 光市中央１丁目１－１５ 0833-72-4445 ラーメン他 可

29 発言キッチン 光市大字光井５４０番の１ 0833-72-7772 軽食・喫茶 可

30 お好み焼　味納賛 光市中央２丁目７－８ 0833-72-3784 お好み焼き 可

31 みやもと 光市室積３丁目２－２０ 0833-78-0103 和食 可

32 ボート・ハウス 光市室積松原２２－７ 0833-79-3510 洋食 ピザ可

23 第一飯店 下松市駅南１丁目４－２９ 0833-41-2155 中華料理 可

24 福春波男 下松市駅南１丁目５－２４ 0833-43-0505 居酒屋 可

25 笑酎屋ぶにせ 下松市駅南２丁目１－１１　２階 0833-43-9300 居酒屋 可

26 鉄網ダイニング雅味 下松市駅南２丁目１－１１　１階 0833-41-0088 焼肉 可

27 珈琲倶楽部Ｂｅａｎｓ 下松市大字河内１０２３－１ 0833-46-0006 洋食 可

28 Ａｇｉｏ 下松市大字西豊井１２５０ 0833-41-6262 イタリアン 可

29 ごちそうからあげ維新　山田店 下松市大字山田１５７－１ 0833-46-3029 からあげ 可

30 よしの食堂 下松市大手町２－９－１５ 0833-41-0132 和食 可

31 カフェＭａｒｃｈ’ｅ 下松市切山３０６－４ 090-9414-1242 カフェ 可

32 旬菜ダイニング杏’ｓ 下松市北斗町８－２２ 0833-41-3400 家庭料理 可

33 ごちそうからあげ維新 下松市美里町２丁目６－１６ 0833-41-8188 からあげ 可

34 小桜 下松市古川町４丁目４－２ 0833-41-2711 和食 可

45 ガーデンカフェ日日 周南市富田１丁目３－１８ 0834-63-8738 和食 可

46 太陽ラーメン 周南市富田２－５－５ 0834-63-8258 ラーメン店 可

47 華虹門 周南市浜田１－３－６ 0834-64-1250 焼肉店 可

48 いけす和食処　寿司やす 周南市宮の前２丁目１－１ 0834-63-2670 和食 可

49 みの幸 周南市飯島町2-37 0834-21-1970 和食 可（一部）

50 九州居酒屋　克 周南市銀座2-18 0834-34-9197 居酒屋 可（一部）

51 津々浦々 周南市飯島町1-47 0834-32-8336 和食・居酒屋 可（一部）

52 鶏そば　カタル 周南市栄町2-10 0834-34-0393 ラーメン 可（一部）

53 スタンド製麵 周南市青山町6-28 0834-21-4133 ラーメン 可（一部）

54 ＨＡＮＤ’Ｓ 周南市銀南街9-3 0834-33-8295 バー 可（一部）

55 キッチン＆欧州酒場　アオゾラテーブル 周南市飯島町2-16　ＣＥＶＡＺＵＬ２　2階 0834-31-6788 洋食 可（一部）

56 竹の第 周南市野上町1-39 0834-34-3454 和食 可（一部）

57 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｎｉｎａ 周南市新町1-39 0834-33-8333 洋食 可（一部）

58 洋食堂　なか田 防府市高倉2-9-13 0835-28-8110 洋食 可

59 咲果庄 防府市中央町5-25 0835-27-2030 和食 可

60 Avanti-cafe  防府市栄町１－３－２２  0835-25-3817 洋食 可

61 .ニューロンドン戎町店 防府市戎町１－５－５ 0835-22-4155 喫茶・食事 可
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62 あげ家 防府市天神1丁目6-30　　 コスモビル1F 0835-21-9898 串揚げ 否

63 .ピザーラ防府 防府市八王子１－２－１０ 0835-24-7300 ピザ　パエリア .テイクアウト可　宅配可

64 元町キッチンｎｏｂｕ 防府市八王子１－２－１８ 0835-28-1016 洋食 可

65 九州筑豊ラーメンばさらか 防府店 防府市美和町２－４５ 0835-24-5105 ラーメン店 可

66  大むら 防府市牟礼今宿１－８－２５ 0835-22-0596 和食 可（前日迄予約）

67 ｅａｒｌｙ　ｓｕｎ 山口市道場門前１－１－１３　２階 090-1923-2826 洋食 可（一部）

68 みんなの居酒屋おなかま 山口市道場門前２丁目４－２３ 070-2366-1192 居酒屋 可（一部）

69 BAR SPEYSIDE 山口市米屋町１－２ 083-922-1307 BAR 不可

70 肉道　わぎゅう屋 山口市米屋町２－４ 083-929-3400 ステーキ 可

71 knot 山口市米屋町２－２６ 080-3876-2141 カレー屋 可

72 鉄板食堂　テンホウ 山口市中市町１－２２ 083-920-5015 鉄板焼 可

73 さいさん 山口市中市町６－２ 090-3747-3510 多国籍 可

74 駅通り酒場きらく 山口市駅通り１丁目７－１０ 083-922-9640 酒場 不可

75 スナックせつこ 山口市駅通り２丁目１３－４ 083-928-3456 スナック 不可

76 駅通り横丁 山口市駅通り２丁目４－１９ 090-7127-0346 焼き鳥 不可

77 うな道・とり道 山口市中市町３－６ 083-929-3780 うなぎ・焼き鳥 可

78 ＴＨＥ　ＯＮＩＢＵＳ　ＢＵＲＧＥＲ 山口市大市町１－１６ 083-924-1177 ハンバーガー 可

79 ろばたいむ 山口市駅通り１丁目７－８ 083-920-9369 洋食 不可

80 おしゃれ茶屋＆海鮮長州　湯田店 山口市周布町１－２２ 083-920-0353 居酒屋 可

81 Ｌｅ．Ｍａｔｓｕ 山口市湯田温泉２丁目３－１１ 083-976-4133 洋食 可

82 はるさあ 山口市湯田温泉３丁目１－１２ 083-966-0045 和食 可

83 イソズバー 山口市湯田温泉４丁目２－２７ 083-921-4588 ダイニングバー 可

84 讃岐弘法 山口市泉町９－１　ボウリングの森　１階 083-922-3699 うどん屋 可

85 Ａｇｒｉ　ｋｉｔｃｈｅｎ 山口市今井町４番１０号 083-902-6856 カフェ　レストラン 可

86 桃太郎 山口市小郡上郷八方原2296-25 083-973-5300 お好み焼き店 可

87 若新 山口市小郡黄金町３－１ 083-973-3737 和食 可

88 寿司正 山口市小郡下郷１２４２－９ 083-972-0611 和食 可

89 元祖ばりそば春来軒 山口市小郡新町６－３－１５ 083-973-8668 麺類 可

90 活鮮回転ずしの花子 山口市小郡新町６－３－１６ 083-972-8010 和食 可

91 回転寿司たかくら 山口市小郡御幸町４－１ 083-973-7008 和食 可

92 若新（株） 山陽小野田市新生２ー１６５２－１ 0836-84-5460 居酒屋・魚料理 可

93 えいじ庵 山陽小野田市日の出3丁目7—21 050-5594-8525 居酒屋・魚料理 可

94 炭火焼七輪亭 下関市王司神田1丁目１０－８ 083-248-5929 焼肉、惣菜 可

95 和欧ダイニングいま村 下関市王司神田1丁目９－３ 083-248-3898 和洋食 弁当、オードブル有り

96 cafe &bar Ruhplatz 下関市小月駅前１丁目２－２０ 083-242-5537 カフェ 可

97 博多一番どり居食家あらい小月店 下関市清末鞍馬３－１－６ 083-281-1984 居酒屋 オードブルあり

98 やぶそば 下関市長府安養寺２－１－５ 083-246-3801 麺類 可

99 ビストロまさ 下関市長府中浜町１－２１ 083―245―3650 イタリアン 可

100 お好み焼き   ひら田 下関市長府中浜町７－５ 083―245―0013 お好み焼き、食堂 可

101 みその 下関市長府土居の内町７－５ 083―246―4821 お好み焼き、たこ焼き 可

102 城下町横丁 下関市長府南之町１－５ 083―241―0110 炭火焼きダイニング(居酒屋） 可

103 Cafe&Bar JUNON 下関市小月駅前１丁目5―12岩田ビル１階 083-282-0277 和・洋食 可

104 金の鈴 長門市 東深川 駅前892-1 083-722-2885 一般食堂・居酒屋 可

105 しょうけん 長門市 東深川 湊996 083-722-1310 焼肉 不可

106 いさ路 長門市三隅下1860-1 0837-42-0130 一般食堂 可

107 㐂楽  長門市仙崎祇園町4137-3 0837-26-1235 居酒屋 可

108 花膳 長門市東深川1915-9 0837-22-8433 一般食堂 可

109 みうら 長門市東深川１９５３−３ 0837-22-5626 焼肉 可

110 くいどうらく 長門市東深川967-4 0837-22-3311 居酒屋 可

111 ちくぜん総本店 長門市東深川駅前892-1 　金の鈴2階 0837-22-0735 焼き鳥 可

112 味平 長門市東深川９４３－２８ 083-722-4008 一般食堂 可

113 うめや 長門市正明市1区 0837-22-4361 一般食堂 可

114 割烹千代 萩市今古萩２０－４ 0838-22-1128 和食 可

115 萩明倫レストラン　萩暦 萩市江向６０２　萩明倫学舎内 0838-25-8543 レストラン 不可

116 めしや　ぶち 萩市東田町１１１－３ 0838-22-1700 居酒屋 不可

117 韓国居酒屋　慶州 萩市東田町２４－２ 0838-26-0567 韓国料理 可

118 夢参花 萩市平安古６０３－２ 080-3882-9597 和食 不可

119 萩の酒と萩の肴　ＭＡＲＵ 萩市吉田町７８ 0838-25-5060 居酒屋 可
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