
西京げんや

上うな重（2,200円）、
上ひつまぶし（2,200円）を
お食事の方（2名様以上）

1,000円値引き
※1グループにつき

山口市道場門前２－５－１１
０８３－９２０－０９０８
１１：００～１４：３０/１７：００～２１：３０
水曜
なし
１６席

活きた朝とれのうなぎと創業以来つぎたしの
本醸造醤油使用のタレにこだわっています。

焼肉レストラン 奉樂

石焼きやチゲ、サムギョプサルも人気で
す。お昼は焼肉のサービスランチをやっ
ています。もちろん黒毛和牛で、おすす
めはカルビ定食のAランチ1,380円（税別）です。
手作りキムチのお持ち帰りもできます。

お得なセットメニュー
Aセット （2～3人前）　6,000円（税別）
Bセット （3～4人前）　8,500円（税別）
Cセット （4～5人前） 12,000円（税別）
＋韓国のりプレゼント
参鶏湯（サムゲタン）
2～3人前2,980円から
500円引

山口市中河原４－８
０８３－９２４－４６９５
１２：００～１４：００（入店１３：３０）
１７：００～２３：３０（入店２２：３０）
不定休
なし
３Ｆ大広間３６席／２Ｆ４０席

黒毛和牛と秘伝のタレ
創業３９年のすべて手作りの店

（ほうらく）

※現金払いのみ

一水膳

食事処 一水 （かずみ）

寿司や会席、ふぐの食事処です。ミニ会
席は2 ,0 0 0円、会席は3,0 0 0円～です。
お昼は日替わり定食850円や天ぷら定食
もあります。座敷がありますので、旬の味
覚を囲んで和やかなひとときを。一水膳
はお昼も夜もご提供しています。

一水膳1,280円（税別）を
ご注文のお客様に

デザート
サービス！！

山口市久保小路４
０８３－９２２－１４９６
１１：３０～１３：３０／１７：００～２２：００
月曜
なし
１５席／２階座敷１０～３０人

色とりどりの旬の味覚と
地元の素材を使った食事処　　　

居酒屋 ちょうさん

ご利用料金から
５％OFF

山口市新馬場１１
０８３－９２８－７２８３
１７：００～２２：００
日曜・祝日
なし
１５席

食材の質と安さが自慢の居酒屋さん！
牛肉を使った料理を中心に提供。お肉
の質は最高級！なのに値段はとっても
リーズナブル！質と安さが自慢です！
ぜひお気軽にお越しください。
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長州苑本館（瑠璃光寺前）
国宝「瑠璃光寺五重塔」前のお食事処。本格
的な「瓦そば」をはじめ、カレーや特製牛丼、
豆乳ちゃんぽん等、豊富なメニューで皆様の
お越しをお待ちしております！

山口市木町１－６
０８３－９２５－５８５０
９：００～１６：００（食事は１１：００～１４：００）
年中無休
なし
５６席

お客様との「一期一会」を大切に

名物「瓦そば」
10％OFF

にほのさんぽ

ご利用料金から
10％OFF

山口市仁保中郷１０３４
０８３－９２９－０９００
３月中旬～１１月 １０：００～１８：００
１２月～３月中旬 １０：００～１７：００
水曜
なし
１３テーブル

道の駅「仁保の郷」にあるレストラン
仁保の農産物を中心とした自然の食
材にこだわり、豆腐やそばを取り入れ
た和風創作料理を提供。また秋川牧園
の牛乳を使用したソフトクリームは
後味もさっぱりで絶品！

悠処やご家
食材のナチュラルな味わいを生かした料
理をお愉しみ頂けます。時間を忘れてご
ゆっくりしていってください。

オススメ料理
１品サービス

山口市中央２－６－２５
０８３－９２４－７７４５
１７：００～２３：００（LO）
金曜・土曜２３：３０（LO）
日曜（月曜祝日の場合は月曜）
なし
７０席／個室あり

季節の美味しい物を美味しいときに

お食事処 酒菜 いちやなぎ
鮮魚・寿司・弁当・仕出し・和食レストラ
ンの（株）いちやなぎです。魚市場直送
の新鮮な素材をこだわりの調理で仕上
げた料理を是非お楽しみください。

山口市旭通り２－１０－２３
０８３－９２４－００１４
１１：００～１４：３０（LO１４：００）
１７：３０～２１：００（LO２０：３０）
なし
なし
椅子席約１４０席

ゆけむり手形御膳
2,500円（税別）→2,000円（税別）
小鉢・お刺身・酢の物・天ぷら・
蓮根饅頭・ポークソテー・
茶碗蒸し・にぎり寿司・
吸物・デザート
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うどん・そば・どんぶり 峠

食彩御膳10％OFF
長州どり食彩御膳      1,130円→1,017円
鹿野ファームポークステーキ御膳 1,350円→1,215円
鹿野ファームとんかつ御膳 1,380円→1,242円
鹿野ファームかつ鍋御膳    1,400円→1,260円
　　　　　　　　　　 　　　　　（税別）
ランチタイム：
フライドポテト
1皿サービス（1グループ1皿）
※ランチは日・祝日を除く

山口市宮野上１７１２－６
０８３－９２２－４７４３
１１：００～１４：３０（LO１４：００）
１７：００～２０：３０（LO２０：００）
木曜
なし
７６席

安心・安全・美味しい
地産地消メニュー！
小さなお子様連れのお客様にも楽し
んでいただけます。

カラオケスナック せつこ
山口井筒屋裏通りに光るネオンの小さな
お店「せつこ」。イメージと違って、若い
スタッフとマスターが皆様のお越しをお
待ちしております。

飲み放題&唄い放題
（2時間） 3,000円
カラオケ得点ピタリで
景品プレゼント！
飲み物は、ハイボール、カクテル、
サワー、焼酎、他（ビール以外OK）

山口市駅通り２－１３－４
０８３－９２８－３４５６
２０：００～１：００
日曜
あり
１７席

昭和の雰囲気を残す楽しいスペース

焼きとり 友

ご利用料金から
５％OFF

山口市銭場小路１０
０８３－９２１－８８９９
１７：００～２１：００
日曜・祝日
なし
カウンター６席／座席１５席

おなかをすかせて、お越しください
国産F1牛のロースしゃぶしゃぶ＋豚しゃ
ぶしゃぶ＋国産F1牛のサーロインステー
キ＋その他いろいろ＋飲み物込みで
3,50 0円～5,0 0 0円！（要予約）。種類豊
富な串も100円～でリーズナブルです☆

BAR SPEYSIDE （スペイサイド）
山口市米屋町１－２ ２Ｆ
０８３－９２２－１３０７
１８：３０～１：００
日曜・祝日
なし
３８席

シングルモルトウイスキー、カクテルを中
心に幅広い品揃えをしているオーセン
ティックバーです。非日常的空間を過ご
してみませんか？

ウイスキー（銘柄指定）
or ロングカクテル
１杯サービス！
ウイスキーもしくは
お好きなカクテルを１杯提供します。
※対象外あり
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名/グループ
（１枚につき１名様でも１グループでも可）

スナック ゼロ

ＺＥＲＯプラン（90分）
3,500円（税込）
生ＢＥＥＲ・ウイスキー・焼酎 etc…
＋日替おつまみ

山口市中市町３－３３
０８３－９２２－０２６７
１８：３０～０：００
日曜・祝日
あり
３０席

山口の皆様に愛されて50年
気軽に安心して楽しめるアットホーム
なお店です。

元祖ばりそば本舗 中市店

山口を代表する麺料理のひとつで、県
内外を問わずたくさんの方々にご愛顧
いただいております。当店は山口市内
の商店街付近にあり、近辺には観光
名所などがたくさんあります。是非一
度立ち寄ってみてください。

ばりそば（税別）
小 600円→500円（100円引き）
並 750円→650円（100円引き）
大 900円→800円（100円引き）

山口市中市町４－２７
０８３－９２０－４１０７
１１：００～１５：００／１７：００～２０：００
月曜・水曜 　　１１：００～１５：００
土曜・日曜・祝日 １１：００～２０：００
なし
５０席

半世紀以上、愛され続けてきた、
山口の郷土料理「ばりそば」　　　

Au Quartier Latin （オーカルチェラタン）

自家製ケーキ、ランチ軽食、夕食を御用意
しております。ドリンクもフランス産ジュー
ス、フランス産ビール、ワインもございます。

山口市後河原１６０－１
０８３－９２２－６４００
１１：３０～１９：３０（LO）
月曜・第３火曜
なし
３０席

オープンテラスのある
フレンチカフェです

自家製ケーキ３個と
コーヒー又は紅茶
1,000円ポッキリ（税込）
自家製ケーキはお好きなものを３個
お選びいただけます。
※手形ご使用の方以外の同伴は
　ご遠慮ください

ランチタイム：11：30～14：00
食後のコーヒーおかわり（一杯）

長崎ちゃんめん 山口御堀店

お会計から10％割引

山口市大内御堀１－１－１
０８３－９２５－８５８８
１１：００～２２：００
月曜（祝日の場合は翌日）
なし
カウンター７席、テーブル８席３２名

昭和４６年から長年続けてきた味
定番メニュー長崎ちゃんめん、長崎皿う
どん、その他季節メニューから当店オリ
ジナル限定メニューまで充実。
ご来店お待ちしております。
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みんなの居酒屋 おなかま
全席対面式のカウンターで、お客さま同
士もいつの間にか仲良くなっちゃう温か
い空間です。掘りごたつ席もあるので、
ゆっくりくつろぎたい方もぜひ！

生ビール１杯無料

山口市道場門前２－４－２３
０７０－２３６６－１１９２
１７：３０～
日曜
なし
１５席

新たな「おなかま」が増える居酒屋　　　

厨人 そう旬 （くりやびと そうしゅん）

今日の１杯（日本酒）
１合サービス

山口市道場門前２－５－９輝らビル１Ｆ
０８３－９２４－５１８８
平日１７：３０～２２：３０（ＬＯ）
日曜１７：００～２２：００（ＬＯ）
月曜
なし
１７席

旬の美味しい物を美味しい日本酒と
県内含め全国各地の地酒をお料理やお
客様のお好みに合わせてセレクトいた
します。旬の肴とともにお召し上がりく
ださい。
Facebook /@ku r iyab i t o . s ou sy u n

海鮮 なぶら
萩を中心に近海から仕入れる新鮮な魚
が自慢の店。旬魚を使った定食や一品料
理が日替わりで。コース料理や飲み放題
もあり、大小宴会も承ります。

山口市中市町１－２０
０８３－９０２－５９８９
ランチ１１：００～１５：００
居酒屋１７：００～２２：００
月曜（祝日の場合は翌日）
なし
４０席

２周年を迎えたうまい魚の店！

ドリンク１杯
１名様限り無料
ソフトドリンク又は
生ビール又はハイボール

イタリア食堂ベケ⁉

食後に
ルビーチョコアイス
サービス

山口市野田２
０８３－９９６－５２３０
水～月
火曜、第１第３水曜
なし
２０席

山口食材×アート 古民家で家庭料理
中部イタリアのウンブリア地方の料理
を、ロベルト夫妻がおもてなし。
ランチはミニコース2 , 2 0 0円（税込）～。
前菜盛合せ、パスタ、デザート盛合せが
楽しめます。
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