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下松・豊井地区 末武地区 下松・豊井地区 末武地区

アルク 下松店 A-プライス 下松店 PiPoPa 下松店 cafemakura

ポプラ 下松駅北口店 アルゾ 下松店 ☆ ウォンツ 下松桜町店 Cross Land 周南

マルエス 下松旗岡店 スーパーセンタートライアル 下松店 かめや釣具 下松店 いとう薬局

ローソン 下松駅南店 マックスバリュ 末武店 河田薬局 ウォンツ 下松店

花岡・生野屋地区 東陽・久保地区 ギフトセンター和泉屋 かぐせん

アルク 生野屋店 マックスバリュ 山田店 ギャラリーまねき猫や キサコフラワーショップ

くすりの下松 ギフトプラザはらしん
下松・豊井地区 末武地区 下松中央調剤薬局 興栄

駒屋 朝日屋 小林佛壇製作所 工房 松ぼっくり

JA山口県 菜さい来んさい！下松店 果子乃季 下松店 坂本寝具店 コダマ薬品 末武店

周南ホルモンセンター グルメロード安田 しおかわ薬局 ジュエル森脇 周南店

シュウヨウ シャトレーゼ 下松店 すみれ園芸 進物の大進 下松店

スミダ酒店 シュクルヴァン 下松店 すわ家具店 種田家具 ZakkaShop& 下松店

鶴田茶舗 武居製麺 麺市場 そうごう薬局 下松中央店 ☆ ドラッグコスモス 下松店

本田精肉店 ほうえい堂 下松本店 明屋書店 下松店 ドラッグコスモス 望町店

りょうえん ますぱん ひさゆくスポーツ ドラッグストアモリ 下松店

花岡・生野屋地区 もち吉 下松店 日の丸印室 西村ジョイ 下松店

スーパーサニー精肉部 ☆ モントロー洋菓子店 北斗調剤薬局 ニトリ 下松店

笠戸地区 山口県東部ヤクルト販売 下松センター 松村八九四八薬局 ミスターマックス 末武店

原田酒店 ムネスエスポーツ ムネスエ

メガネ・宝石・時計・補聴器 フジタ 眼鏡市場 下松店
下松・豊井地区 末武地区 ヤマウチスポーツ 花岡・生野屋地区

お好み焼 パクチャン ８８Cafe 下松店 ラヴィアンローズ 菊屋家具店

割烹 升吉 カレーハウス CoCo壱番屋 下松末武店 東陽・久保地区 クスリ岩崎チェーン 下松花岡店

蔵元 下松桜町店 牛角 下松店 ＴŌＹŌいとう ドラッグコスモス 花岡店

廣華楼 蔵元 下松店 キサコフラワーショップ 山田店 半田ミシン商会

山口くだまつ食堂 ごちそうからあげ 維新 クスリ岩崎チェーン 下松山田店 ビッグウッド 下松店

コリアンキッチン オンマ ソン さざん亭 徳山店 ホームプラザナフコ 東下松店

笑酎屋ぶにせ しゃぶしゃぶ温野菜 下松店

食蔵 升吉 しゃぶしゃぶ但馬屋 下松店

食事処 よしの 炭火焼肉屋 さかい 下松店 下松・豊井地区 末武地区

炭火焼肉 ホルモン横丁 ちいさなかいせき かぶらや エディオン 下松店 エディオン 内藤電器

第一飯店 とりでん 周南店 エディオン ニューデンキのかど 下松無線

鉄網ダイニング 雅味 のん太鮨 下松店 ヨシオカ電化センター 電化センター有吉

鳥勝 広島風お好み焼・鉄板焼 藤の屋 花岡・生野屋地区 ヤマダ電機 テックランド周南店

ホルモン焼肉家 どん みほり峠 下松店 山県電器

まつもと モスバーガー 下松店

洋亭 MASUYOSHI 焼肉くろんぼ

リラクゼーションサロン Ban 焼肉とーがらし 下松・豊井地区 末武地区

和食工房 にしだ 焼肉家 えんず 下松店 秋田洋装店 学生服のうちとみ

和食処 はらだ 山鳩珈琲店 清水糸綿店 きもの桔梗

和食処 花水木 ロゼッタ下松 せお衣料品店 シューズ愛ランド 山口周南店

花岡・生野屋地区 東陽・久保地区 タカハシ衣料 はるやま 下松店

リヨンの森 珈琲倶楽部Bears 花岡・生野屋地区 ファイテンショップ はるやま 下松店

蕎麦 降松 衣料のひろなか マックハウス 下松店
学生服とおしゃれ衣料の店 うえすぎ 花岡店 洋服の青山 下松店

下松・豊井地区 末武地区 東陽・久保地区

第一ドライ 寺迫店 サンクリーニング 下松工場 学生服とおしゃれ衣料の店 うえすぎ 東陽店

東陽・久保地区 洗濯館 望町店

サンクリーニング 東陽店 花岡・生野屋地区

サンクリーニング 山田店 内冨クリーニング

サンクリーニング 𠮷田店 サンクリーニング 花岡店

クリーニング

家 電

衣料品

                              　 くだまつプレミアム付商品券2019　取扱店一覧

スーパー・コンビニ 日用品・薬品・贈答品

食料品・飲料・酒類

喫茶・食事



下松・豊井地区 末武地区 スーパー・コンビニ ＜星プラザ＞

HAIR SHOP cococolor Hair＆Face BELLE ゆめタウン下松 スーパー・コンビニ

JERRY'S Bar HAIR HANA美容室 ＜ゆめタウン専門店＞ セブンイレブン
コスメティックハウスはなこ POLA 下松店 ☆ 喫茶・食事 各種食料品

つばきや re-style Ui お好み焼 パクチャン　 菓舗 松の実

ビューティサロン由早 Third Place hair design げんこつらーめん すぎもと
美容室おか Noevir Beauty Studio　О_Live. 庄屋 鮮菜栄屋
ヘアーサロン・クラウン ヘアーサロン なかぞの とんかつ処 浜田屋 フランソワ
ヘアーサロン ひらた 山口県東部ヤクルト販売 下松サロン レストラン いづみ 山一

ヘアーサロン ヒロイシ 花岡・生野屋地区 日用品・薬品・贈答品 山口和牛 泉商

Quiet　Village FLACON レコパン
由早美容室 生野屋店 アマトーネ アクセソリーオ 喫茶・食事

サックスバー　 イタリアンジェラテリア ベルステラ

そうごう薬局 ☆ コーヒー豆＆喫茶　オリエンタル
下松・豊井地区 末武地区 パワーズ 日用品・贈答品

河村モータース Cyclotech イチカワ 宝石の森　 setouchi＆cotton
田村自動車工業 ヴィーテック コバック下松のぞみ店 無印良品 クレサンベール山田
トキワ石油店 カープランナー サイキ ☆ 明林堂書店 グリムランド
ホンダセンター下松 サイクルショップ マイウェイ メガネスーパー ザ・文具 ムネスエ
山田石油サービス 下松宮前給油所 ジェームス 周南店 衣料品 ドコモショップ

花岡・生野屋地区 スズキ自販山口 スズキアリーナ徳山 23区　　 フラワーショップ 花織
イエローハット 下松店 スズキ自販山口 ユーズステーション下松 any SiS / Feroux メガネの林正美堂
久行石油 トヨタカローラ山口 GR-Garage周南 INGING a.v.v (アー.ヴェ.ヴェ） 衣料品

山田石油サービス 松星苑前給油所 トヨタカローラ山口 下松望町店 J.PRESS Hanako 
東陽・久保地区 トヨタカローラ山口 Felix周南店 MKミッシェルクラン 上本靴店

タイヤ館下松 ☆ 萩野自動車工業 SM2 keittio ジーンズ・カジュアル ダン 　
ハシモト ホンダカーズ光東 下松店 ウイル　 シューズ ウメザキ
丸山二輪商会 マルミ自動車 こどもの森　 理美容

山本二輪商会 シーナ コスメティックハウス ラ・ノーブル
若山石油 下松大通給油所 シューズショップ イノウエ 

ハニーズ ☆
ブランシェス　

下松・豊井地区 末武地区 理美容

浅田松誠堂（表具） ガーデランドすえたけ ぱっしょんfif
インテリアあさのみ サン・リフォーム
システム電工 高山石油ガス 下松営業所
東和精機製作所 ハミングライフ スーパー・コンビニ 日用品・薬品・贈答品

山宮 マテリッシュ サンリブ下松 シーベレット ☆
渡邊愛樹園 東陽・久保地区 各種食料品 ジュエルセブン

花岡・生野屋地区 浅海畳材 果子乃季　 セガミ薬品
藤本電設 衣料品 ヒマラヤ

ABC-MART 喫茶・食事

pepe FAMILY 平さん
下松・豊井地区 末武地区 pepe STAGE レストラン かざみどり

アドワン あすか工芸 ギャルフィット ☆
犬の美よう室 Puff． カイロプラクティック 楓 ジーンズ・カジュアル ダン 　
内山写真館 くだまつ健康パーク ぱとろーる 　
くだまつ行政書士事務所 くだまつパブリックゴルフ ライムストーン ☆ (順不同）
くだまつスポーツセンター シズマスタジオ
社交ダンススタジオ スターダンスアカデミー 末永フォト・スペース
周南近鉄タクシー 下松営業所 盟昇印刷
西部下松タクシー メトロタクシー
藤井写真館 笠戸地区

プリントショップいしだ 国民宿舎 大城

睦美マイクロ

（☆…追加取扱店）

理美容 ゆめタウン下松

車・二輪・自転車・ガソリンスタンド

サンリブ下松

住宅関連

その他サービス業

発行 下松商工会議所

下松市新川２丁目１番３８号


