
スーパー・ショッピングセンター 　　　ライトオン Ａｖａｎｔｉ－ｃａｆｅ 千年の宴　防府駅前店 ほっともっと防府緑町店 上田本店

アルク、マルキュウ、サンマート各店 　　　グリーン 喫茶あんぶっしゅ 桑華苑 ほっともっと防府牟礼店 尾中商店

　　　アルク中関店 　　　アースミュージック＆エコロジー いか鮮　本家 創作料理ｈｏｔ きっさ　ぽっぽ（ごんのうち） 酒のヒット防府店

　　　アルク三田尻店 　　　アカチャンホンポ 扇屋　割烹いちはな 月鳴亭多かはし ポルタ・アル・マーレ 高木酒販

　　　アルク牟礼店 　　　ikka いち遊 ステーキヌーヴォー　ＴＡＳＵＫＵ ホルモン市場　防府西店 竹内酒造場

　　　マルキュウ上木部店 　　　ABC-MART 寿司いつか 田中屋 ホルモン３連勝天神店 リカーショップたていし

　　　マルキュウ華城店 　　　anySiS／Feroux 田舎の保健室LinkS タリーズコーヒー山口県立総合医療センター店 ホルモン３連勝本店 谷口本店

　　　マルキュウ宮市店 　　　エムラ coffee＆Dining U'ilani 丹波黒どり農場　防府港口駅前店 マクドナルド防府新田店 にった酒舗

　　　サンマート大道店 　　　SM2 keittio 魚昭 広島風お好み焼き・鉄板焼き　ちょはっかい マクドナルド防府店 酒のディスカウントビッグ１

　　　サンマート華城店 　　　DEF-STORE 宮の蕎麦　兎屋 韓国居酒屋　チング まるふく食堂 藤村酒店

　　　サンマート右田店 　　　FANNER・illusie300 寿し季節料理うめ田 珍味軒 駅前バル　Mare ふじむら酒場

イオン防府店 　　　LEPSIM 喫茶エイト 酒膳庵天壱 三日月堂珈琲 エスポアふじよし

　　　イオン防府店食品売場・直営店舗 　　　スポーツオーソリティ 縁 天香茶屋 台湾料理　味香 宮本酒舗

　　　謝謝珍珠 　　　手芸センタードリーム ＮＬＡＢＯ ｄｏｔ ミライザカルルサス防府店 宮本酒店

　　　四六時中 　　　ヴィレッジヴァンガード レストランエピ レストランとまと ミリオーレコーヒー 若狭屋酒店

　　　たこ太鼓 　　　ギフトギャラリーOZ 焼肉恵美寿園 TORATTORIA　E　PIZZERIA　RISICARE 居酒屋武蔵　防府店 和洋菓子店

　　　カフェデパルケ 　　　グローバルセレクション ㈲エブリー とらとら 居酒屋 村さ来 果子乃季三田尻店

　　　長崎ちゃんぽん十鉄 　　　チャウアー えんず防府店 パブ茶屋　鳥の巣 メルカート 数井製菓

　　　はなの舞 　　　バージョンアップHOFU 大阪王将　防府店 とりもく 仕出し森本 こんがりパン工房

　　　フードコート 　　　家具1番 okazu屋 十色 ラーメン　ドルフィン 京料理　八坂 紫雲荘

　　　ラーク 　　　ニトリ やさい家おかだ 遊食酒家トレボーノ 来来亭　防府店 シェ・モム

　　　和ぐるめ 　　　Lead 中國料理 噢快餐 とんかつ一丁　防府店 喫茶リバー シャトレーゼ防府店

　　　ほうえい堂 　　　ドコモショップ お好み　みや乃家 どんどん　植松店 イタリアン食堂　良'ｓ シュクルヴァン防府

　　　果子乃季 　　　眼鏡市場 お好み 一番 どんどん　三田尻店 Loop Pａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｊｕｎ

　　　サーティワン 　　　フタバ図書 お好みレストラン古都 どんどん　緑町店 それいゆ　るぶらん たなか遊花堂

　　　ミスタードーナツ 　　　クスリ岩崎チェーン おもたか調理店 長崎ちゃんめん大道店 レモニート 和菓子はなかご

　　　レディスあい 　　　VAN COUNCIL カスタリア 長崎ちゃんめん防府駅前店(石田） 蓮華 ぱん職人　ふたばや

　　　any FAM 　　　ヘアカラーCoCo ガスト 防府店 割烹　中谷 お昼ごはんとお茶　和か ほうふ外郎本舗

　　　おしゃれ工房 　　　ゴールデンボール かっぱ寿司防府店 洋食堂なか田 和牛弁天 菓子処めいじや

　　　クールカレアン イズミゆめタウン防府 ｃａｆｅ　ＳＴＡＮＤ＋ 国衙 和み家 わたや メルシー

　　　靴下屋 　　　ゆめタウン防府　食品売場・直営店舗 カルビ大陸山口防府店 さぬきうどん和 もち吉防府店

　　　コムサイズム 　　　たこ一番 カレーハウスCoCo壱番屋防府千日店 創作料理和 もんしぇり

　　　ジュネス 　　　どんどん 韓国ダイニング　ぶひとん 本格インド料理　ナマステ 食料品 LaPuA ～小さなケーキ屋さん～

　　　ドラッグストアーズ 　　　みやび カンナキッチン 日本料理　中しま 朝日製氷 レ・ガトー

　　　のばら 　　　イタリアンスイーツカフェ きいさんねー 農家レストラン大道 伊崎屋 ロアール

　　　ハニーズ 　　　果子乃季 牛角防府店 元町キッチンnobu お米の里イトウ米穀 衣料品・身の回り品

　　　ASBee fam 　　　リトルマーメイド 牛串とらまめともつ鍋こ豆防府店 ミンナの居酒屋　のむの ストアーいわかわ アベイル防府店

　　　ブードワールオチ 　　　ジャスティーナ 牛丸防府店 お食事処のむら・も蔵 岡虎 阿部洋服店

　　　ポケットパーク 　　　BIBAサンワ 拉麺　吟葫蘆 のん太鮨防府店 からだ想いショップ 扇屋

　　　まつばら 　　　M2 焼肉　空海 ハウス８８８ ギンチク牧場 かわむら洋品店

　　　ロベリア 　　　シーナ 空間茶天 無国籍食彩空間　バグース グリーンコープやまぐち生活協同組合中部地域本部 きものギャラリーはら京

　　　アニメイト 　　　シューラルー 焼肉 蔵々 九州筑豊ラーメンばさらか 斉藤青果店 着物リメイク  一会

　　　アマトーネ 　　　手芸　マキ 創和彩 蔵々 ごはん家　はな結 三芳園茶舗 キャッスル

　　　セリア 　　　バイオレット 暮らしのサポート　きざし 味のおもてなし浜 道の駅　潮彩市場ほうふ ＣＬＯＶＥＲ

　　　ハイドアンドシーク 　　　ラパックス 元禄ずし 林仕出し（林鮮魚店） 杉本利兵衛本店 呉服の秩父屋

　　　にこやかパソコン教室 　　　古着市場 玄海ざんまい防府店 インド料理　パラタ 幸せますステーション スマイルほうふ 坂本呉服店

　　　山口PCパートナー 　　　ペリカン 玄人 ハレクラニ すみよし鮮魚 しまむら　防府店　バースディ防府店

　　　エステール 　　　タイムタイム てっぱん家こたろう 居酒屋　ばん家 デリカテッセン石川 シャルレプラネッツ

　　　T.G.C. 　　　メガネの田中 ことぶき焼肉本店 ハンバーグ＆ステーキぴかいち とくし丸ユアーズバリュー１号車 シュープラザコスパ防府店

　　　メガネのヨネザワ　 　　　宮脇書店 コハク堂 ピザーラ防府店 とくし丸わたなべ号 白石呉服店

　　　未来屋書店 　　　花いち コメダ珈琲店　防府八王子店 ビストロ ヒロ 徳本食料品店 ブライダル・ギャラリー鈴乃屋

　　　化粧品のよしすえ イズミゆめマート三田尻 来夜味 広島焼お好み焼ひでさん とれたて満菜（JA 農産物直売所） 草衣so-i

　　　ラ・セサミ 業務スーパー防府店 シュウヨウふぐ処・佐じか 100時間カレー防府店 フードセンターにしむら 為末呉服店

　　　NOISE スーパーセンタートライアル防府店 お好み焼き山草花 cafe’ Fika ショップはやし Dion

　　　手もみらくや ザ・ビッグ防府店 地鶏食堂 防府店 鉄板焼お好み焼き風月 フードセンターはやし トータルムーン

　　　ラフィネ マックスバリュ新田店 しゃぶしゃぶ温野菜　防府店 防府白湯　フーミン 林鮮魚店 なかにし

　　　ヘアカラーCoCo マックスバリュ防府西店 焼肉　じゅうじゅう亭 よりみちカフェ Fucali 原田商店 中村洋品店

　　　朝日化学 ウェスタまるき華城店 食楽　ごちそうさん 福満楼 フードセンターはらだ バイロン

イオンタウン防府 ユアーズバリュー右田店 創作料理　尽 ｆｌａｔ 広中米穀店 花田洋服店

　　　ザ・ビッグ　イオンタウン防府東店 ユアーズバリュー仁井令店 沁戸 ハンバーグとステーキの専門店　紅屋 山口県農業協同組合防府とくぢ統括本部 はるやま商事防府店

　　　元祖つけそば　つるりつるり 飲食店 Sweet Home ＰＩＺＺＥＲＩＡ　Ｂｅｌ　ｇｉｏｃｏ 松うら 古着屋Pia（山口資源）

　　　サンマルクカフェ R＆M　個室焼肉　悠遊 豆翁 防府天満宮 紅梅殿 三国屋食料品店 フジモト靴店

　　　奈のは あげ家 寿司福 ほたみ珈琲 光浦醸造工業㈱ ブティック松坂

　　　二代目　一門亭 aco CAFE/aco FLOWER すたみな太郎防府店 ほっともっと防府植松店 ミヤタ食料品店 メンズショップ松田

　　　はなまるうどん あじまさ 素晴らしきかな人生防府店 ほっともっと防府新田店 八百ふじ みつい

　　　マクドナルド あす花亭ボンバーズ駅南店 カフェレストラン セブン ほっともっと防府田島店 飲料等 ムーンチャイルド

　　　花あそび 和食処 あすなろ セラヴィ ほっともっと防府右田店 池田屋酒店 ユアブランド㈱

　防府市子育て応援クーポン券 取扱店一覧
　　　※但し、ご利用いただける事業所全てを掲載しているものではありません。

　　　　※防府市子育て応援クーポン券は、換金性の高い商品（図書カード、プリペイドカード、乗車券等）や
　　　　  たばこ、お酒等（未成年の購入が法令により禁止されているもの）の購入には使用できません。

※使用期限は令和４年６月３０日(木)です。
期日を過ぎると使用できません。



令和４年３月２５日現在

衣料品・身の回り品 コンビニエンスストア エディオン　しみずでんき メガネの三城　防府中央店 平和医療器械 とのみまちづくり社

ユニクロ防府店 セブンイレブン山陽道佐波川SA下り店 総合電機 ユー・ジー防府店 山口メディカル 長沢温泉

洋服の青山　防府店 セブンイレブン防府今市店 Ｅ－ＳＨＯＰたかくら 書籍・ＣＤ・音楽・楽器 理・美容 西日本観光サービス（JTB）

シューズのよしたけ セブンイレブン防府植松店 ドコモショップ防府店 山口こどものとも社 サロンド・アニエス ベルクラシック防府

Ｒａｖｉｉ セブンイレブン防府駅みなとぐち店 長崎電化販売 グランドミック　タマシゲ楽器 エステサロンAMOUR ホテルサン防府

制服・作業着 セブンイレブン防府江泊店 ヴァン 文榮堂防府外商部 理学美容院Ａｌｌｉｅｒ～アリエ～ Bouldering Spot 9A

かたやま セブンイレブン防府大崎店 パソコン修理・設定のPasokonS 中古レコード店　ディクスショップサウンズ anne 松田農園

Tascal～たすかる～ セブンイレブン防府岡村町店 広田電化社 写真・ＤＰＥ・スタジオ Hair Salon 　Ampersand サービス・卸売・建設・製造・その他

中村被服 セブンイレブン防府開出西町店 馬越電気商会 ウエノ写真館 HAIR SALON ikotto ㈲朝日新聞防府中央店

学生服のマルミヤ　キリンジ セブンイレブン防府国衙店 エディオン　マサデン さくらい hair salon IRODORI 今川産商㈱

福屋 セブンイレブン防府佐野店 みつさだ電機 大進創寫舘防府店 Ｓａｌｏｎ　ｉｒｏｈａ ㈲上田商店

山口菅公学生服 セブンイレブン防府新田店 山口ミシン館　防府店 ハヤシカメラ ヘアーモードサロン イワモト 大阪屋クリーニング

山口ユニフォーム セブンイレブン防府新橋店 ヤマダデンキ　テックランド防府店 スタジオフジムラ（藤村カメラ商会） Sperl（エスパール） オフィスST（結りんく・愛LinQ）

ワークフィッター本店 セブンイレブン防府スポーツセンター前店 渡辺ラジオ店 生花・種苗・園芸・ペット・趣味 ヘアーサロン　オレンジ 海水化学工業㈱

ワークマン防府店 セブンイレブン防府迫戸町店 自動車・バイク・自転車 石井フラワーセンター カット ハウス カワサキ ㈱カネイ

スポーツ用品 セブンイレブン防府桑南店 あさひ　サイクルベースあさひ防府店 金子明緑園 サロンド・カナネ 河野建創

愛スポーツ防府支店 セブンイレブン防府大道店 タイヤショップ・イーグル防府営業所 かのや緑研 すてき空間 カモミール ㈱河村燃料店

井岡武道具 セブンイレブン防府高井店 イエローハット　防府店 グリーンセンター日進・ガーデンマルシェ防府店 カンダ ㈲京井塗装

かめや釣具防府店 セブンイレブン防府高倉2丁目店 石川サイクル グリーンショップトヨタ（ナフコ防府店内） くつろぎサロンWOO クローバー(マタニティ整体）

ゴエモンゴルフ セブンイレブン防府田島店 16BASE 花キレイ舎 酵素風呂エステ美楽 三栄建設㈲

ゴルフショップセブンツー セブンイレブン防府長沢レーク店 エフ・ドライブ Ａｔｅｌｉｅｒ花空間 Co-fuu 三光木材㈱

ゴルフドゥ山口防府店 セブンイレブン防府中関店 オーテック山口 花トク ビューティコロムビア　市内各店 三商メンテナンス㈱

スポーツライフマツヤ セブンイレブン防府西仁井令町店 オートショップヨシオカ 花のハラダ サロンドフルベール防府はなぎ店 ㈱三友

立場釣具店 セブンイレブン防府西浦店 オートバックス東防府店 ウェディングフラワーＦＵＮ ＣＥサロン　ａｍｐ． 山陽建設工業㈱

はやと工房 セブンイレブン防府東仁井令町店 オール・ワン フラワーショップエスト防府店（ビッグ防府店内） ＣＥサロン　ｕｉ ㈱三和設備工業

防府スポーツ セブンイレブン防府三田尻店 サイクルショップオカモト ふらわーしょっぷかりん（ユアーズバリュー内） SEED 芝うさぎ

モントレゾール セブンイレブン防府緑町店 カーショップ・オート電機 フラワーチェーンタナカ三田尻店（アルク内） シェービング サロン ワガ・ママ しろくまファミリー鍼灸院

日用品・資材・文具・その他 セブンイレブン防府南松崎店 カーショップ　かっとく フラワーチェーンタナカ中関店（アルク内） Hair Sleek ㈱シンエイ

大田金物 セブンイレブン防府牟礼店 カサハラサイクル フローリスト倖晴・フラワースペースＣｏ－ｃｏ タキ美容室 ㈲新生技研

共営社・キャンパス防府 セブンイレブン山口県立総合医療センター店 興電社防府営業所 ペッツパーク防府店 ヘアープロデュースニノミヤ 周防夢座

クリーンテック（ダスキンみぎた） ファミリーマート防府美和町店 高野山スズキ 三浦種苗店 ｈａｉｒ　ｎｏｂｌｅ ㈱髙村住宅設備

シェラーズ ポプラ防府北基地店 ㈲西京モータース 花のみやはら BARBER SWING ㈲伊達工業

清水銘木店 ローソン防府植松西店 サンオート山口 YOGA STUDIO maNer Hana hair ㈱中電工防府営業所

白藤刃物店 ローソン防府戎町二丁目店 三協モータース 吉本花城園 パラマウント美容院 ディーツ イングリッシュ

周防（ダスキンほうふ） ローソン防府桑山二丁目店 バイクショップシゲムラ 渡辺養魚場 PS.salon ㈲土井

ＤＣＭダイキ ローソン防府自力町店 椙山鈑金ワールドガレージ 医療品・化粧品 美容室ピーズ・モジュール 徳永工業㈲

ダスキンたなか ローソン防府新田西店 セントラルモータース アルソア千寛 びようしつ home ㈲トラベスト

ホームプラザナフコ防府店 ローソン防府向島口店 大共自動車 アルソア掌司 cut studio Believe ㈱中島商会防府支店

ホームプラザナフコ牟礼店 ローソン防府本橋町店 タイヤガレージナカムラ クスリ岩崎チェーン防府牟礼店 HAIR RESORT　First 中村建設㈱

波多野紙文具店 家具・室内装飾・寝具 タイヤ館防府店 クスリ岩崎チェーン防府駅南店 フェリアス 日興商事㈱

パナコ オフィスM 田中自転車店 クスリ岩崎チェーン防府中関店 feriath hair produce ㈲はしもと

はんこセンター防府店 久保畳店 たぶちのりものセンター クスリ岩崎チェーンコスパ防府店 4everLash ㈱羽嶋松翠園

久野文具店 鈴木製畳所 新田ホンダ ウォンツ防府八王子店 Hair Salon 1213 ㈲林工務店

ふじもと文具店 セブンベッド西日本 自転車館びーくる（豊嶋商会） カワムラ薬局 ヘア＆メイクＢｅ美 ㈱原工務店

正田金物 いんてりあ蒼樹館 東山口スズキ　防府店 コスモス植松店 ベラ美容室 ひだまり整骨院

マツオカ タネダ オートショップ　フェニックス コスモス戎町店 ヘアールーム・ベリー ㈱福光住建

山根銃砲火薬店 トミタ フクダサイクル コスモス大崎店 美容室marant 防府カイロプラクティック院

山本盛文堂 松永表具店 福富商会 コスモス沖今宿店 Maruzen美容室 防府総合療術院

ヨコタビニテック やまね寝装 サイクルショップフルヤ コスモス桑山店 mitsuami 防府荷役㈱

贈答品・美術・玩具・雑貨 山本ふとん店 ボディークラフト コスモス三田尻店 ヒーリング＆スパ　ミント 防府日石ガス㈱

いけなが 家庭電気・放送通信機器・パソコン ホンダカーズ山口中央　防府店 コスモス緑町店 RELAXATION SALON purana ㈱松岡工業

防府市まちの駅うめてらす iPhone修理Worker防府店 毎日タイヤ工業 くすりの小西堂 ルアーナ ヘア＆リラクゼーション 村重石油㈱

アメリカ雑貨屋　菊屋 井方電器商会 ミスタータイヤマン 防府コンタクトレンズセンター Loop hair 村田㈱

さいとう人形・玩具 いぬつか電機 三菱クリーンカーセンター防府 済生堂薬局 READY STEADY GO ㈱銘建

ギャラリー写楽 イワオ電機商会 山口三菱自動車販売 佐波共済会売店 Beauty salon Rocco work&community space もっくのもり

世良萬寿堂 auショップ防府八王子 ㈱ユニオン自動車 シブヤ薬局 バス・タクシー ㈱森國工務店

大進本店防府店 エディオン防府店 ルモンドヴェロ 田中薬局 周防タクシー ㈲やすむら

タケヤ エディオン石が口店 Loco car audio shop　ロコカーオーディオショップ ドラッグストアモリ　国衙店 Ｓ・Ｄ・Ｓチャレンジャー ㈱山口県高等自動車学校

人形 おもちゃ ナカムラ 近江電器 時計・メガネ・宝石 ドラッグストアモリ　防府桑南店 防府日本交通 山口合同ガス㈱防府支店

西日本ギフトセンター キーボード うめだ時計店 ドラッグストアモリ　防府高井店 日の丸タクシー 山田石油㈱サービス防府給油所

遊び雑貨 ひさや キシデンキ 竹田時計店 Forest（フォレスト） 防府構内タクシー 山田石油㈱サービス防府西

ＢＥＮＲＹ 共同電気工事店 ドクターアイズ防府店 ヘイワ薬局　市内各店 湯田都タクシー㈱防府営業所 山田石油㈱サービス防府東給油所

毛利邸ミュージアムショップ･ギャラリー舞衣 クラカズコミュニケーションズ ハヤシメガネ防府緑町本店 松崎町薬局 温泉・レジャー・宿泊 山根建築㈱

ミス御婦人（おもしろ古物、喫茶） 久和勘商会 林正美堂 メナード化粧品三田尻代行店 アパホテル ㈲好川塗装店

森王陶器 コスモス・メンバーズ・ストア防府店 メガネ工房ＨＩＲＯＥヒロエ・メディカル 山内薬局 いのうえテニスガーデン 読売センター　三田尻田島店

美術の吉末・吉末ガラス 家電のコバシ BIWA(ビワジュエリー） 吉原化粧品店 野島簡易宿所 ViDeN

仏壇・仏具店 サウンドテック 御園生時計店 医療・介護器具 防府グランドホテル

お仏壇のはせがわ防府店 サンエイ電機 ジュエリーミツヤ 加賀メディカル 佐方商店（カラオケクラブ　ダム）

佛光堂 三光電機商会 メガネ倶楽部 JiJi ナカニシ 防府スイミングスクール

お問い合わせ先

防府商工会議所　TEL 22-4352


