
回 （１枚につき１回まで）

三代目網元 魚鮮水産
ふぐ！くじら！瓦そば！長州鶏！地魚、
地野菜はもちろん山口のぶち旨い名物
料理盛り沢山。地酒常時９種類以上。
２名様～最大５０名様個室有ります。

山口のうまいもの１品
or 地酒１杯プレゼント
料理長おまかせ旬の
山口名物盛り又は
地酒グラス１杯

山口市小郡下郷１３５７－１
JR西日本新山口駅高架下アイスタ１階
０８３－９７６－００７１
１１：００～１：００（日曜祝日は０：００まで）
１月１日
なし
１３２席

山口のぶち旨い！を食べ尽くせ！

アイスタ
新山口店 だんだん茶屋

肉・魚・野菜…と２００種類以上ある料理
はどれも自慢の手作りでボリューム
たっぷり。金・土・祝前日を除く日は１８時
２９分まで、生ビールや酎ハイなどドリンク
の半額サービスを実施中です。

４名様からのご利用でお１人様
3,500円ポッキリ（税込）

山口市湯田温泉１－１１－３１
０１２０－４８－３８５４
１７：００～０：３０（LO２３：３０）
金曜・土曜１７：００～１：３０（LO０：３０）
不定休
なし
１１０席

おなかがすいた！お酒が飲みたい！
みんなで楽しく過ごしたい！ならここ

料理８品
１２０分飲み放題
生ビール、チューハイ、果実酒
焼酎、日本酒、グラスワインなど

本格馬肉料理 ゆい
当店の馬肉は厚生労働省の生肉基準を
クリアした熊本の工場より毎日取り寄せ
ています。刺身はもちろん、焼肉、しゃぶ
しゃぶ鍋、煮込みなどお召し上がり方は
いろいろ。宮崎地鶏や海鮮もご用意して
おります。

4,000円ポッキリ（税込）
馬焼肉プラン

山口市湯田温泉１－７－１８広沢ビル１F
０８３－９２３－６６７２
１８：００～２３：００（LO２２：３０）
日曜（月曜祝日の場合は月曜）
なし
２２席

専門店ならではの鮮度と味

先付、馬刺盛合せ、手作りさつまあげ、馬焼肉
3品盛合せ、焼きおにぎり、サラダ、デザート
４名様以上で飲み放題
2,000円（120分）をプラスできます。
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和風レストラン ほたる
瓦そば御膳1,500円（税込）。
〈温泉入浴セット〉
平日＋400円、土・日・祝＋500円
GW・盆・正月はお問合せください。
※設備点検のため入浴できない日がございます。
　詳しくはお問合せください。

昼：お食事のお客様に

ほっとコーヒー
１杯サービス

山口市神田町２－１８
０８３－９２２－３２６８
１１：３０～１４：１５（LO１３：４５）
不定休
なし
最大７８席

四季折々の料理が自慢のお店です

※レストランでお食事の方に限ります。

（KKR 山口あさくら内）

炭火焼肉酒家 牛角 山口湯田店
ジャズが流れる店内は10 0席。幹事さん
も安心の大座敷やファミリーには個室が
おすすめです。カップルシートも人気の
ちょっとおしゃれな焼肉屋さんです♪

3,500円以上のご飲食のお客様
500円割引
または
90分牛角コース食べ飲み放題
★ソフトドリンクの場合
　4,276円 → 4,104円
★アルコールの場合
　5,464円 → 4,752円
（税別、LOは70分）

山口市湯田温泉６－１５６－１
０８３－９２４－００２９
１７：００～０：００
年末年始
なし
１００席

焼肉には人を元気にする魔法がある

浪漫麺酒房 幻のらーめん亭
豚骨スープに秘伝の醤油ダレで至極の
一杯「幻のらーめん」　人気の手作り餃
子はニンニク不使用のほか、しそ・ニン
ニク・エビ・イカ・タコなど種類も豊富♪
湯田に来たなら是非「まぼらー」へ！

幻のらーめん
100円引き

山口市湯田温泉１丁目１１－２８
０８３－９２０－３３０３
１８：００～３：００過ぎ
不定休
なし
２８席

メイン通りのでっかい赤ちょうちんが目印！

人数・杯数制限なし

カーザ・トランクイッラ
市街地より少し離れた閑静な住宅街に
ある、ゆっくりとお食事が出来るイタリア
ン。地元の野菜をふんだんに使った料理
をどうぞご堪能下さいませ。

木の葉ランチ1,200円（税引）のランチに

自家製ドルチェを
サービス

山口市黒川２３９９－２
０８３－９３４－１０５３
１１：３０～１３：３０（LO）
１８：００～２０：００（LO）
木曜と不定休あり
なし
１６席

四季折々の野菜を使ったイタリアン
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炭火焼肉屋さかい 山口大歳店
遠赤外線で、お肉の旨味を閉じ込めた焼
肉を、半個室の室間でゆっくりと楽しめ
ます。スタッフ一同お待ちしております。

お会計から
10％割引

山口市維新公園３丁目１２－５
０８３－９３４－４５２９
１７：００～０：００（LO２３：３０）
年中無休
なし
１８卓９０席

うまい安い楽しいがテーマの焼肉屋

3,000円以上ご利用の方

海鮮長州 湯田店
大好評の看板メニュー「三隅のヒラ
メ活き造り（1 , 8 0 0円）、海鮮太巻き
（ 8 8 0円）の他、毎月変わるおススメ
の地産地消のメニューをご用意して
お待ちしています！

生ビール１杯
サービス！

山口市周布町１－２２
０８３－９２０－０３５３
１８：００～１：００
不定休
なし
６０席

活々新鮮！笑顔がいっぱい！

生ビールの他、ソフトドリンクなど、
ワンドリンクをサービスします。

磯くら
ゆったりとした大きなカウンターが炭火
をぐるっ～と囲み、奥には掘りごたつ式
のテーブル、そして２階は大広間、個室
を備えています。山口では珍しい炭火焼
き中心の居酒屋です。

本日の焼き魚コース
2,600円→2,100円（税別）

山口市湯田温泉４－２－３１
０８３－９４１－５８４１
１７：００～０：００（LO２３：００）
なし
なし
８０席

新鮮な海山の幸を炭火焼き

お通し、本日の焼き魚、ミニサラダ、
小鉢、天ぷら、焼きむすび

洋食居酒屋 ペペ・サーレ

おつまみは日替わりでいろいろと揃えて
おります。その他、一品料理からコース
料理まで、好みとご予算に応じてご用意
します。お気軽にご相談ください。

晩酌セット2,000円（税込）

山口市湯田温泉２－３－３
０８３－９２８－７７６３
１８：００～１：００
（０時を過ぎてからの来店はお電話を）
日曜
なし
１４席（補助いす３～４席あり）

エスニック・フレンチ・イタリアン
多彩な料理でおもてなし

飲み物２杯
（メニューからお選びください）
その日のおすすめ料理２皿
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一髄（いちずい）

二つの羽釜を使いゴトゴトと強火で仕上
げた本格豚骨スープ。一番人気は、コク
のある豚骨スープに青しそをたっぷり加
えた青ラーメン。

替玉１つサービス

山口市黒川１１７－２
０８３－９４１－５９９９
１１：００～１４：００/１７：００～２０：００
月曜・火曜
なし
１６席

豚骨ラーメン専門店

Dining O.K!
沖縄直送の食材を使った料理と豊富な
DR I NKメニューでお楽しみください。
その他コース料理など御予算に応じま
す。お気軽にお問い合せください。

ご利用料金から
10％OFF

山口市湯田温泉１－１０－９
０８３－９２０－１１５１
１８：００～２：００
日曜
なし
１４席

ほろよい通りの落ち着いたお店です

焼き鳥 ありきち
店内は、いつも常連さんでにぎわいま
す。カウンター９席の為、お越しの際は
電話予約をお願いします。ゆけむり手形
持参の方を温かく迎えます。

2,500円ポッキリ（税別）

山口市湯田温泉１－１０－１９
０８３－９２０－７１３３
１８：００～０：００頃
日曜
なし
カウンター９席

焼き鳥の香りが広がる小さなお店！

小鉢
ドリンク３杯
（生、焼酎、酎ハイ、お酒）
串１０本

西洋酒場 山形屋

昼は本格的なつけ麺と煮干しラーメン、
夜はママ手作りの料理と豊富なカクテル
やお酒を楽しめます。スタッフ一同お待
ちしております。

生ビールor
焼酎１杯サービス

山口市湯田温泉１－１－４０
０８３－９２３－９１１１
１１：３０～１４：００／１８：００～０：００
月曜
なし
３５席

昼はラーメン屋さん
夜はアットホームな居酒屋です

※夜のみ
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えん

晩酌セット
2,380円（税別）
飲み物３杯
（チューハイ、生ビール、焼酎指定不可、
日本酒冷酒不可etc）
小鉢
日替おつまみ

山口市泉都町９－２３
０８３－９２２－９１９１
１８：００～未定
火曜
なし
カウンター８席／座敷４人×３テーブル

軽く一杯という気持ちで立ち寄って
いただける気楽なお店です
是非ご来店くださいませ。

酒と地鶏と肴と何か 薩摩ぢどり

新鮮な地鶏料理の他に鹿児島の黒豚を
使った料理など、鶏以外の料理も充実。
お席もカウンター席～60名様の大宴会
にも対応可。

２名様からのご利用で
3,500円ポッキリ（税込）

山口市熊野町４－１５（「佐々 木外科」前）
０８３－９３４－００８８
１１：００～１４：００
１８：００～０：００
日曜・月曜
なし
座敷約１００席／カウンター５席

日本三大地鶏の一つ、
薩摩ぢどりの専門店！

1.ドリンク２杯（一部商品除く）、2.自家製鶏味噌、
3.もも炭火焼き、4. 本日のサラダ、5. 唐揚げ、
6.ぢどり鍋 or 地鶏のすき焼き、
7. 鍋後 雑炊 orうどん

ランチタイム
+150円でお得な
セットメニューがあります！！
インスタのフォロー&投稿で
お会計から100円引き
（お一人さま1回限り）

いつもの台所 zukazuka（ズカズカ）
カウンター席、掘りごたつ席、テーブル席
あります。
スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

ドリンク１杯
サービス

山口市湯田温泉２丁目３－２２
０８３－９２１－４５３１
１８：００～１：００（LO０：００）
不定休
なし
４０席

アットホームな居酒屋です

１枚につき１グループ
一部ドリンク除く
上限3,000円

炭火串焼き やきとん政之助
炭火でじっくりと焼き上げたやきとんは
絶品です。生ビールは310円とリーズナ
ブル。是非ご来店ください。

串盛り５本サービス

山口市周布町１－５
０８３－９４１－５０８２
１８：００～１：００
なし
なし
４０席

山口では珍しいやきとんのお店

★他のサービスとの併用不可
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rocca （ロッカ）

rocca名物「アヒージョ」
サービス

山口市湯田温泉３－７－５
０８３－９２２－６０３０
１８：００～０：００
日曜（月曜祝日の場合は月曜）
なし
７０席

気軽にワインを楽しめるお店です
ボトルワイン50種類以上、グラスワイン
500円～。オリジナルサングリアや山口
地酒も豊富です。県産の食材を中心とし
たシェフ自慢の料理をお楽しみください。

酒と肴と蕎麦 咲乃華（さのか）

日本酒と蕎麦をメインとした、家庭料理
の店です。地元食材を使った手料理でお
もてなしいたします。平成27年2月オープ
ンの明るい店です。

お蕎麦の
トッピング無料

山口市湯田温泉１－９－５アビターレYuda1F
０８３－９０２－６５３１
１８：００～２：００
日曜・祝日
なし
２３席（個室６名×１室／テーブル
４名×３／カウンター５席）

県内19蔵の地酒、揃っています！

※お一人様一品

味のあじわい たつみ

4名様まで
4,000円（税別）
当日予約限定の夜プランです。
（当日お電話でお問い合わせ下さい）

山口市湯田温泉３－３－１６
０８３－９４１－６６０１
１１：３０～１４：００（LO１３：３０）
１７：３０～２２：００（LO２１：００）
日曜（月曜祝日の場合は月曜）
なし
４０席

西の京山口のおもてなし料理に込められ
た和の味わいと心癒される至福の一時
をお過ごしいただけます。

前菜、地産刺身、季節の鍋
蒸物、焼物、揚げ物、
ご飯物、香物、デザート
生ビール２杯
又は
焼酎（いもかむぎ）２杯
（銘柄指定なし）

旬彩ダイニング 月と兎
夜は和洋食メニューからアヒージョ、パ
スタ、ピザまで幅広いメニューがそろう。
ドリンクの種類も豊富。

ファーストワンドリンク
サービス

山口市周布町１－１１
０８３－９２１－３３２８
１１：３０～１４：００
１８：００～２３：００
月曜（祝日の場合は翌日）
なし
６０席

和風～洋食まで個室で楽しめるお店
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旨いものや簾 湯田温泉店
常識を覆す厚さと柔らかさで人気沸騰中
の名物牛タン。鮮度抜群の刺し身や地
元野菜、地酒も豊富なラインナップで、
湯田温泉での楽しい一夜にピッタリ！

平日限定サービス
コース（火・水・木・日）
名物牛タンの
食べ比べができる
全６品コース
3,000円（税込）

山口市湯田温泉３丁目１－２１
（ダミエビル２Ｆ）
０８３－９０２－６３０８
１７：３０～０：００（LO２３：００）
月曜
なし
６０席

極厚の名物！熟成厚切り塩牛タン！

ナイトラウンジ キャッツアイ

お一人様 5,000円+税
90分 飲み放題

山口市湯田温泉２－１－１８クイーンビル２Ｆ
０８３－９３２－０５２５
１９：３０～１：００
日曜・祝日
あり
ボックス８席／カウンター１２席
（６０名様収容可）

湯田の夜の社交場です
美女と楽しいひと時をお過ごしください。
安心・安全なお店です。

（ウイスキー、焼酎、ブランデー、
  ウーロン茶）
※ビール別料金

ラウンジ 華緒（はなしょ）

落ちついた癒しの空間です。心温かいス
タッフと楽しいひと時を過ごせば、明日
への活力になる事、まちがいなし！お帰
りの際には、地産地消のしじみ汁もサー
ビスしています。
７・１７・２７日はジャズ生演奏もあり♪

4,000円ポッキリ（税込）

山口市湯田温泉２－１－１８クイーンビル５Ｆ
０８３－９２３－７９６１
２０：００～１：００
日曜・祝日
あり
ボックス４席（２４名程度）/カウンター６席

出逢いに感謝!!

60分ハウスボトル飲み放題
（生ビール、ウイスキー、
  ブランデー、焼酎、ウーロン茶）
カラオケ、スタッフ飲み物込み

スタンド オパール　
歌手になった気分で楽しい時間をお過ご
しください。
20～25名様貸し切りＯＫ！

お一人様 4,000円+税
90分 飲み放題

山口市湯田温泉１－１０－１４
０８３－９２２－８１１１
２０：００～１：３０
日曜・祝日
あり
ボックス１席（１５名）/カウンター１０席

カラオケ音響効果はバツグン！

ウイスキー、ブランデー、焼酎、ウーロン茶
（ビールは別料金）
カラオケ歌い放題
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野風（のかぜ）

4,000円（税込）
飲み放題60分
（焼酎、ブランデー、ウイスキー）
※ビール・カクテルは別料金+
瓶ビール
１本サービス！

山口市湯田温泉１－７－３１
温泉堂ビル２Ｆ
０８３－９２３－９７００
２０：００～１：００
なし
なし
３０席

内装が和風で、お客様にゆったりと
過ごしていただけます

グランドパブ トップレディー

飲み放題3,000円（税込）
時間制限なし！（19：00～1：00）
（ウイスキー、焼酎、ウーロン茶、
  カクテル、ソフトドリンク）

カラオケ得点の良いお客様に
ステキなプレゼントを
用意しております。
（萩焼のぐいのみ等々）

山口市湯田温泉１－７－２２
０８３－９２５－６９２８
１９：００～１：００
日曜
あり
５０席/カウンター１６席／ボックス４４席

19：00～1：00まで
何杯飲んでも3,000円！
50名様収容で飲んで歌って可愛い美女に
囲まれて楽しい湯田の夜を！
※店内床から座席・ドアノブ等、隅々まで消
毒。ソーシャルディスタンス・換気など徹底し
て新型コロナウイルス対策を行っています。

スナック BRICK（ブリック）

楽しい会話とおいしいお酒を用意してお
待ちしています。気軽にお立ち寄りくだ
さい。

90分 飲み放題
2,500円（2名様より）

山口市湯田温泉１－１０－１９
０８３－９２２－８６２２
１９：００～１：００
月曜
あり
約３０席（小部屋あり）

初めての方も、女性どうしでも、
安心して飲んでいただける店です

（指定範囲内でのウィスキー・焼酎・
  日本酒・生ビール）
おつまみ盛り合わせ付
カラオケ別料金

女性自身

5,000円→4,000円（税別）
90分飲み放題
（ブランデー、ウイスキー、焼酎）

山口市湯田温泉１－１１－３１丸富ビル３Ｆ
０８３－９２１－０７１０
２０：００～１：００
日曜・祝日
あり
ボックス３５～４０席／カウンター６席

湯田のパワースポット店！

3名様以上のお客様は、
カラオケサービス

山口の夜を湯田小町と楽しい会話で思
い出を作りませんか？
ゆけむり手形持参のお客様大歓迎☆お
店が広いので多人数も入れます。
（人数の多い場合は予約をしてください）
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ラウンジ リコ

4,000円→3,500円（税込）
90分ハウスボトル
（焼酎、ブランデー、ウイスキー）
飲み放題、歌い放題
+
生ビール１杯
800円→500円

山口市湯田温泉１－７－３３
プロスパービル６Ｆ
０８３－９２８－１１４４
２０：００～１：００
日曜・祝日
あり
ボックス３０席／カウンター１０席

家庭的なお店です
お気軽にご来店ください。

（いろは）Lounge 彩華
ゆったりと落ち着いた雰囲気で素敵な
大人の時間を過ごしてみませんか？
彩とりどり華やかな女性と一緒に楽しい
湯田の夜のひとときをどうぞ…

6,000円ポッキリ

山口市湯田温泉１－７－３３
プロスパービル７Ｆ
０８３－９３３－０５４３
２０：００～１：００
日曜
なし
ボックス７３席／カウンター７席

飲み放題90分
生ビール、ウイスキー、
ブランデー、焼酎、etc…

パンプローナ
初めてのお客様も不思議となじみやすい
お店です。ご来店心よりお待ちしており
ます。

4,000円ポッキリ（税込）
飲み放題60分
（焼酎、ブランデー、ウイスキー）
※ビール・カクテルは別料金

+
生ビール１杯
１杯サービス

山口市湯田温泉３－１－１５第一ビル１Ｆ
０８３－９２３－７２００
２０：００～２：００
日曜・祝日
なし
４０席

「どんとこい！パンプローナ!!」　　　

シエル

4,000円→3,500円（税込）
90分ハウスボトル
（ウイスキー、ブランデー、焼酎）
飲み放題、歌い放題
※ビールは別料金

山口市湯田温泉３－１－１５第一ビル５Ｆ
０８３－９２１－１６９３
２０：００～１：００
日曜・祝日
あり
１８席

アットホームなお店です
明るい店内で楽しい会話とお酒をご一緒
しませんか？
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メンバーズ L .i.b（リブ）

学生、未婚、バツいち、
いろいろ居ま～～す！

山口市熊野町４－２７ナイトステータスビル２Ｆ
０８３－９２０－４０４５
２０：００～１：００
日曜・祝日
あり
３０席

30名様までご来店いただけます
カラオケもあり

お一人様 4,000円+税
90分 飲み放題
（ウイスキー、ブランデー、焼酎、
  ウーロン茶）
※カラオケ代込み（ビール別）

ジョルジュ・ムスタッシュ

本場イタリアで修業を重ねたシェフが織
りなす、和洋折衷の日替わりメニュー。

3,000円ポッキリ（税込）
当店お薦めイタリアグラスワイン２杯と
世界の稀少なナチュラルチーズ６種

山口市熊野町４－２３ラッキービル２Ｆ
０８３－９２３－３７４６
１９：００～２：００
月曜
なし
ボックス１１席／カウンター８席

ゆったりした時間を過ごされたい
方の隠れ家的店内！　　　

ラウンジ 渚咲（なぎさ）

２時間 3,500円（税込）
（税、カラオケ込）
※ビールは対象外

山口市湯田温泉１丁目１－４０扇ビル２Ｆ
０８３－９２１－１７７４
２０：００～１：００
日曜
あり
２０席

楽しい夜をご一緒に！！
アットホームなお店で楽しく歌って楽しく
お話しを！スタッフ一同お待ちしていま
す。

小料理 お母さんのスナック HIRO
初めてでも初めてじゃない様な気軽なお
店です。ハスキーボイスなママが笑顔で
皆様のお越しをお待ちしています。

山口市湯田温泉２丁目１－１８クィーンビル４Ｆ
０８３－９２３－９７７３
１８：００～０：００
日曜・祝日
あり
２３席

アットホームで笑いが絶えないお店

3,000円（税込）
カラオケ込み 90分
（焼酎、ウイスキー、ブランデー、ドリンク）

おばんざい１品
サービス
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バー misty（ミスティー）

3,500円（税込）ポッキリ
ハウスボトル
（ロック・水割り・お茶割り）
Aコース
飲み放題・歌い放題（120分）
上記に生ビール・カクテルを追加して
Bコース
飲み放題・歌い放題（60分）
席に出されたつまみは、簡単なもので
すがご自由にどうぞ。
ボトルキープの場合は係員にご相談ください。

山口市湯田温泉１丁目７－２５
０８３－９２２－３０８５
２１：００～３：００
第１日曜
あり
カウンター９席／テーブル１席（５名）

元気の良い楽しい
男の子ばかりのお店です
ついつい時間を忘れてしまいそうな
空間です。

アイアンホース

安心・安全で楽しく飲める定額料金制の
お店です。

グループ全員に

60分 3,000円（税・カラオケ込）
生ビール（800円）を
１杯ずつサービスします

山口市湯田温泉３－１－１５第１ビル３Ｆ
０８３－９２８－５２１０
１９：３０～１：００
なし
あり
２５席

旅館・ホテルから
イチ押し！　　　

パティスリー フルール

ケーキご注文で
ドリンク１杯サービス

山口市湯田温泉３丁目３－３－１８
０８３－９２９－３９８２
１０：００～２１：３０
不定休
なし
２６席

色とりどりのスイーツが楽しめます
大正時代の建物を改装したレトロモダン
なカフェスペースでシェフの想いのこ
もったケーキをおめしあがりください。

PASTA ＆ PIZZAHOUSE アキラ
オススメは、シェフこだわりのウニパスタ
＆手作りピザのミックスピザ！！ベーコ
ン、サラミ、イカ、エビなどを乗せ、たっ
ぷりチーズで焼き上げています。

山口市黒川５７２－１７
０８３－９２１－０３０９
１１：００～１５：３０（LO１５：００）
１７：３０～２１：３０（LO２１：００）
月曜夜・火曜
なし
３１席

創業32年！パスタ＆ピザのお店！

ワンドリンク
サービス
（ソフトドリンクに限ります）
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SNACK Hi・to・mi

飲み歌い放題
生ビール込み
90分 3,000円
ボトルキープの場合
1,000円OFF！

山口市湯田温泉１－１１－５MKビル２Ｆ
０８３－９２０－６５０５
２０：００～１：００
不定休
あり
１０席

カウンターのみのお店です
ゆったりした店内です。まったり飲むも
良し、喋って笑って歌って飲むも良し。
一緒に楽しく過ごしましょう。

お食事処 しげまさ

晩酌セット 1,500円
刺盛、小鉢２品、
お飲み物２杯
（生ビールor焼酎）

山口市湯田温泉２－１－２５
０８３－９３２－７７０５
１７：００～２２：００
火曜
なし
２０席

昼は定食屋、夜は居酒屋になります
平成28年6月オープン。一品料理、お刺
身もリーズナブルなお値段で提供してい
ます。お一人様からご家族連れまで幅
広くご来店いただいております。

鮨・串揚・葡萄酒 貴心（きごころ）

日本酒１合サービス

山口市湯田温泉１－２－１白狐ビル１０１
０８３－９３３－０８００
１１：３０～１４：００（ランチ予約のみ）
１８：００～２３：００
日曜・祝日
なし
１７席（個室あり）

本日の日本酒１合サービス
山口県内の地酒はもちろん、全国各地の
日本酒を数多く揃えお出迎えいたします。
鮨、串揚げに合う日本酒をチョイスして来
店されるお客様をもてなします。
※ランチは数に限りがございます。

KITCHEN LOTUS（ロータス）

当店オリジナル
「湯田ハイボール」
通常450円→100円
※お一人様１杯まで

山口市湯田温泉１丁目１１－５ ２Ｆ
０８３－９４１－５１７３
１８：００～２３：３０（LO）
日曜（月曜祝日の場合は月曜）
なし
４０席

スポーツ観戦も楽しめるダイニングバー
地産地消を心がけた当店は新鮮な肉
や 野 菜を 使った お 料 理 や 旬 なメ
ニューを多数ご用意! !大画面のスク
リーンでスポーツ観戦も楽しめます。
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皿 （１枚につき１皿まで）

ホルモン湯田のじゃん横
自慢のホルモンは九州から直送プリプ
リの小腸、絶品のハラミサガリはオス
スメです。お酒は10 0種類以上。特に
最強レモンサワーはオススメです。

じゃん横ホルモン（小腸）
460円→100円（税抜）

山口市熊野町４－２３ラッキービル１Ｆ
０８３－９２０－４４２０
１７：００～１：００
月曜
なし
３３席

九州から直送！新鮮なホルモン！！

わらべ

ワンドリンクサービス
生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク
★人数はご相談ください

山口市湯田温泉１丁目１１－６
０８３－９２０－８２３３
１７：３０～２３：００
日曜（月曜祝日の場合は月曜）
なし
２５席

夫婦で営むアットホームなお店！
座敷、カウンター、テーブル席ありのくつ
ろげる空間。お料理はどれを食べても
美味で、お酒も種類豊富にご用意してお
ります。

zakcafe f l a t（ふらっと）

フードメニューご注文で
ドリンク１杯サービス

（一部除く）

山口市幸町３－５０
０８３－９７６－８３１１
１０：００～１９：００
火曜
なし
２１席

雑貨が楽しめるカフェ
ひとりでもふらっと気軽に立ち寄れる
ナチュラルで落ち着けるお店♪特製生
パスタやカレーをはじめとするフード
メニューやカフェメニューも充実して
います！

お肉バル うに（和）

旨み最上級!!熟成肉コース
4,950円→4,500円（税込）
料理9品、
飲み放題120分

山口市湯田温泉３－７－７－１
湯けむり横丁
０８３－９２３－１７１７
１７：００～０：００
なし
なし
内４０席 外２０席

「熟成肉・極上肉」×「大粒濃厚うに」が旨い♪

エビス生、各焼酎、サワー、日本酒、
カクテル、ソフト等

熟成肉、飛騨牛A5のお肉と、大粒濃厚
うにのマリアージュ！本当に美味しいを
食べてもらい！注文率90%！人気No.1
牛にうに添え！！
１７時からHAPPY HOUR開催中！
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cafe&pub-kirikouキリク

1名様あたり2,800円以上のご飲食の場合

小鉢、デザート、ドリンク
のいずれか一品サービス
※ただし、一部ドリンクを除きます。

山口市熊野町４－２３ラッキービル１Ｆ
０８３－９０２－２７２２
１２：００～１４：００（金・土のみ）
１７：３０～２３：００（LO２２：３０）
火曜・第２第４月曜
なし
カウンター１３席

「カフェと酒場」多様な料理と
お酒・喫茶が楽しめます
生麺フォーをはじめとする本格的ベト
ナム料理や体に優しい料理が食べら
れるカフェ酒場です。お食事、ちょい
呑み、晩酌セット、喫茶等多様にご利
用いただけます。

ランチタイム

デザートorドリンク
サービス（セットメニューより）

名物“味噌ちゃんこ鍋”を筆頭に地物の魚や
旬の食材を使った料理など、見ても食べても
喜んでいただけるお店です。

晩酌セット1,980円（税別）
お好きなお飲み物２杯
（生ビール、焼酎、おすすめ地酒など）
※ただし一部除外商品あり

料理
小鉢、本日の刺身３種盛り合わせ
本日の天ぷら盛り合わせ

山口市湯田温泉３－１－３２
０８３－９２２－３９３９
１７：３０～２３：３０（LO２３：００）
月曜
なし
９４席

“創意工夫の逸品料理”＋“多種多様な
ドリンクメニュー”＋“心安らぐ癒しの
空間”＝“銚釐庵”　　　　　　

銚釐庵（ちろりあん） 湯田店

LAWAKU（cafe）

ご利用の方に
ドライフルーツ１個
プレゼント

山口市下市町１３－４５
０８３－９０２－６４５４
平日９：００～１５：００
土曜・日曜・祝日１０：００～１７：００
不定休
なし
１２席

「和」を親しむ、「和」を楽しむ
古民家カフェ「LAWAKU」は、和文化
を楽しむ空間で、ナチュラル和菓子や身
体に優しいドリンク、限定スイーツ等を
用意しております。
※和文化体験も実施しています（NO.110） ※営業時間・席数等、要確認
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