
スーパー・ショッピングセンター 田中屋 伊﨑屋 たなか遊花堂 山口ユニフォーム㈱

丸久　市内各店 タリーズコーヒー 山口県立総合医療センター店 ㈱岡虎 Patisserie Jun スポーツ用品

アルク　市内各店 中國料理 噢快餐 お米の里 イトウ米穀 パン職人 ふたばや 井岡武道具専門店

サンマート　市内各店 長州の酒場 金子茶舗 ㈲ほうふ外郎本舗 ㈲ゴエモンズ　ゴエモンゴルフ

ゆめタウン防府 ちょはっかい 業務用スーパー防府店 ㈱メルシー ゴルフショップセブンツゥー

イオン防府店（旧　防府サティ） 天香茶屋 ギンチク牧場 もんしぇり ㈱愛スポーツ防府支店（ＮＥＷシミズスポーツ）

スーパーセンタートライアル 防府店 鳥の巣 斉藤青果店 ㈲レ・ガトー スポーツライフマツヤ

マックスバリュ　新田店・防府西店 遊食酒屋トレボーノ 三芳園茶舗 ㈲ロアール ㈲立場釣具店

ザ・ビッグ　防府店・防府東店 とんかつ一丁防府店 ショップはやし はやと工房

ユアーズバリュー　市内各店 長崎ちゃんめん防府駅前店 ㈱杉本利兵衛本店 衣料品・身の回り品 日用品・雑貨

㈱丸喜ウェスタまるき華城店 ㈱中谷 ストアーいわかわ 阿部洋服店 Applead防府店

飲食店 和み家 徳本食料品店 ウイズ 和小物　一会

あげ家 奈のは防府店 農産物直売所「とれたて満菜」 ㈱エムラ 大田金物㈱

味のおもてなし　浜（㈲はま） のん太鮨防府店 東鮮魚店 ㈱扇屋 ＯＺ ギフトギャラリー・オズ イオンタウン防府店

あじまさ ＰＩＺＺＥＲＩＡ　Ｂｅｌ　ｇｉｏｃｏ 広中米穀店 かわむら洋品店 ㈱共営社　キャンパス防府店

Ａｖａｎｔｉ－ｃａｆｅ ピザーラ防府店 ㈲フードセンターにしむら ㈲きものギャラリーはら京 ㈲さいとう

居酒屋　きたむら ふぐ処　佐じか（㈲シュウヨウ） ㈱フードセンターはらだ 靴下屋イオン防府店（㈱オーハマ） ㈲白藤刃物店

いちはな 紅屋 ほたみ珈琲 呉服の秩父屋 ＤＣＭダイキ三田尻店

NLABO ㈱晴香 ほっともっと 防府八王子・牟礼・右田・植松店 ㈱松うら ㈱しまむら防府店　バースデイ防府店 中村玩具

カフェ・酸素バーOpus オーパス ホルモン市場　防府西店 ㈱松富 シャルレプラネッツ 波多野紙文具店

お好み焼き　山草花 マツオカ 三国屋食料品店 ㈱白石呉服店 原田商店

お食事処　のむら、も蔵 ㈲マルヨ（ミスタードーナツ、カフェデパルケ（イオン防府店内）） ミヤタ食料品店 為末呉服店・酒店 久野文具店

お昼ごはんとお茶　和か 三日月堂珈琲 ㈱八百ふじ Ｄｉｏｎ 遊び雑貨 ひさや 

㈲おもたか調理店 ミリオーレコーヒー 山城屋茶舗 ㈲なかにし ＢＥＮＲＹ

カスタリア MOC café（㈱原工務店） 中村洋品店 ホームプラザナフコ防府店・牟礼店

割烹天神なか谷 焼肉家 炎’ｓ 酒造・酒類販売 のばら　イオン防府店 ミス御婦人

カンナキッチン 焼肉 じゅうじゅう亭 池田屋酒店 バイロン ㈲山本盛文堂

きいさんねー やさい家おかだ 上田本店 花田洋服店 贈答品・美術

九州筑豊ラーメン ばさらか 洋食堂なか田 エスポア ふじよし はるやま商事㈱防府店 ㈲いけなが

牛角防府店 拉麺　吟葫蘆 ㈲尾中商店 フジモト靴店 うめてらす

牛丸防府店 レストラン　エピ 高木酒販 ブティック松坂 ギャラリー写楽

喫茶あんぶっしゅ レストランとまと ㈱竹内酒造場 ブライダルギャラリー鈴乃屋 ㈱五条

玄人（ゲンジン） レモニート ㈱谷口本店 古着屋Pia（山口資源㈱） ㈲世良萬寿堂

coffee＆Dining U‘ilani 蓮華 にった酒舗 ブードワール・オチ ㈱大進本店　防府店

㈲来夜味 和加栄 ビッグワン ㈲まつばらイオン防府店 ㈱タケヤ

仕出しはやし わたや 宮木酒店（若狭屋酒店） ㈲みつい（az防府本店、コムサイズムイオン防府店、Mitsuko、2番館） ㈲西日本ギフトセンター

仕出し森本 和食処　あすなろ 宮本酒店 ムーンチャイルド 美術の吉末

酒膳庵 天壱 リカーショップ　たていし メンズショップ松田 森王陶器

㈱松月 和洋菓子店 ユニクロ 防府店 コンビニエンスストア

寿し季節料理 うめ田 飲食・食料品店 菓子処　めいじや Ｒａｖｉｉ セブンイレブン 防府国衙店

ステーキハウス　ボンバーズ 潮彩市場防府 果子乃季　市内各店、シュクルヴァン防府店 制服・作業着 セブンイレブン 防府中関店

㈱桑華苑 幸せますステーション　スマイルほうふ 数井製菓 中村被服㈱ セブンイレブン 防府西浦店

台湾料理　味香 食料品店 紫雲荘 原田(株) セブンイレブン 防府桑南店

たかはし 朝日製氷㈲ ㈱シェ・モム 福屋 ファミリーマート防府自力町店

　　　　　 防府市内共通商品券　最近よく使われている会員事業所のお店           　　　　　　令和3年5月6日現在

※但し、ご利用いただける会員事業所全てを掲載しているものではありません。



家具・室内装飾・寝具 セントラルモータース 医療品・化粧品 新山口カンツリー倶楽部 山根建築㈱

㈱久保畳店 大共自動車㈱ ㈱アルソア掌司 （一社）とのみまちづくり社（AIMA) ㈲山根銃砲火薬店

鈴木製畳所 ㈲タイヤ館防府 ㈱アルソア千寛 長沢温泉㈱ ㈱山口県高等自動車学校

Select Seven(セブンベッド西日本) 田中自転車店 クスリ岩崎チェーン　市内各店 西日本観光サービス㈱ 山口ＰＣパートナー

蒼樹舘 たぶちのりものセンター くすりの小西堂 防府グランドホテル 山口合同ガス㈱防府支店

㈱タネダ ㈱バイクショップシゲムラ ㈲済生堂薬局 防府スイミングスクール ㈲好川塗装店

㈲トミタ 山口三菱自動車販売㈱ シブヤ薬局　市内各店 ホテルサン防府 ㈲渡辺養魚場

松永表具店 東山口スズキ㈱防府店 新田化粧品店 松田農園

やまね寝装 フクダサイクル スーパードラッグコスモス　市内各店 その他

山本ふとん店 福富商会 ドラッグストア　モリ　市内各店 石崎本店

家庭電気・放送通信機器 ボディークラフト ヘイワ薬局　市内各店 今川産商㈱

Ｅ－ＳＨＯＰたかくら ㈲毎日タイヤ工業 ㈲松崎町薬局 大阪屋クリーニング

井方電器商会 ミスタータイヤマン メナード化粧品三田尻代行店 オフィスST（結りんく）

イワオ電機商会 ル モンド ヴェロ 山内薬局 海水化学工業㈱

エディオン防府店 Loco car audio shop ㈱化粧品のよしすえ（イオン防府店内） ㈱河村燃料店

近江電器 防府コンタクトレンズセンター ㈱キャッスル

㈲家電のコバシ 時計・メガネ・宝石 ㈲京井塗装店

キシデンキ うめだ時計店 医療・介護器具 ㈱クラカズコミュニケーションズ

共同電気工事店 ジュエリーミツヤ ㈲加賀メディカル clubBAR ｉｇ

㈱久和勘商会 ㈱林正美堂 ㈱平和医療器械 ㈲クリーンテック

㈱サウンドテック ハヤシメガネ防府緑町本店 ㈱山口メディカル こどものとも社

サンエイ電機㈱ BIWA 理・美容 三栄建設㈲

三光電機商会 メガネ工房 ＨＩＲＯＥ Cut Studio Believe ㈱三友

総合電機 ㈱御園生時計店 ㈱カンダ 山陽建設工業㈱

中川電器 書籍・ＣＤ・音楽 コロムビア美容室　市内各店 ダスキンほうふ

ながさき電化 文榮堂　防府外商部 Salon iroha ㈲伊達工業

中電工防府営業所 写真・ＤＰＥ・スタジオ サロンド・カナネ デザインプラザHOFU

㈱ヴァン ㈲ウエノ写真館 タキ美容室 徳永工業㈲

広田電化社 桜井写真店 Beauty salon Rocco 中村建設㈱

馬越電気商会 ㈲ハヤシカメラ本店 美容院 P's module ピーズモジュール ㈱羽嶋松翠園

みつさだ電機 藤村カメラ商会 hair noble ㈲はしもと

㈱ヤマダデンキ・テックランド防府店 スタジオフジムラ Hair　Produce　Ninomiya ㈲林工務店

㈲渡辺ラジオ店 生花・種苗・園芸 ヘアメイクBe美 ㈱原工務店

自動車・バイク・自転車 Ａｔｅｌｉｅｒ花空間 ㈲ベラ美容室 ハレクラニ

オーテック山口 金子明緑園 理学美容院Ａｌｌｉｅｒ～アリエ～ ㈱福光住建

㈱オートショップヨシオカ ㈱花トク バス・タクシー ㈱佛光堂

オートバックス東防府店 ㈲花のみやはら ㈲周防タクシー 防府とくぢ農業協同組合

オール・ワン 三浦種苗店 日の丸タクシー㈱ 村重石油㈱

㈲カーショップオート電機 ㈱吉本花城園 防府構内タクシー㈱ ㈱森國工務店

㈱高野山スズキ フローリスト倖晴・フラワースペースＣｏ－Ｃｏ 防府日本交通㈱ ㈲やすむら

サイクルショップオカモト ㈲フローリスト・タナカ ㈲エス・ディー・エス チャレンジャー

サイクルショップフルヤ ウェディングフラワー　FUN 温泉・レジャー・宿泊

㈲三協モータース いのうえテニスガーデン

自転車館びーくる ㈱ゴールデンボール

　　　【ご注意】　　必ず使用期限内にご利用下さい。
期限の過ぎたものは使用・交換できません。

もらってうれしいギフト券！！
防府市内共通商品券をご活用下さい

商品券が使えるお店は、
このＰＯＰが目印です!!

【お問い合わせ先】

防府商工会議所
防府市八王子2-8-9

デザインプラザＨＯＦＵ ５階

敬老祝い金、従業員祝い金、大会の

賞品等や個人的なお礼、お祝いなどに

商品券をぜひご利用下さい。

■防府市内共通商品券が買えるお店

防府商工会議所

防府市役所売店

イオン防府店1階サ-ビスカウンタ-

ゆめタウン1階サ-ビスカウンタ-

※包装、箱詰め(有料)、のし等致します


