
魚屋の回転寿し たかくら
鮮度と地産地消にこだわった
魚屋の目で選び抜いた旬のネタ！
美味しいと定評のシャリで握った本
格寿司を回転寿しならではの手軽さ
でご提供。寿司の旨さを引き立てるお
酒も厳選して取り揃えています。

山口市小郡御幸町4－1ホテルアクティブ１F
※ 駐車場なし（P料金100円分負担します）
０８３－９７３－７００８
１１：３０～１４：００（LO１３：３０）
１７：００～２１：００（LO２０：３０）
休日・不定休（当面は毎週水曜夕方のみ休業）
なし
３０席※ネタ切れにより早目に閉店することがあります

※平日の定食ランチメニューにはご利用
　いただけません。
※ランチタイムで貝汁がセットになっている
　ものには使用できません。

焼肉 高山（たかやま）

おいしい焼肉なら高山！
常連客に愛され続けて商い中です。
笑顔でお客様のご来店を心よりお待
ちしています。国産牛です。
各種宴会承り中。駐車場あります。

山口市小郡下郷明治北１２１９－４８
０８３－９７３－２００４
１７：００～２３：００
月曜
なし
７０席

寿司正（すしまさ）

小郡のまちと共に６５年！
天然物の魚を中心に旨いを皆様に！
お鮨、天ぷら中心のコース3,300円（税別）～、
地もののお造り付きのコース3,600円（税別）～、
月替わりのご馳走（昼・夜）2,500円（税込）が
あります。団体様（6名様）には平日限定で
刺身、揚げ物、鮨など8品程度の料理に120分
の飲み放題が付いて、お一人様7,000円（税
込）ぽっきりのプランがあります。お得なセッ
トが色 あ々りますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、「小郡　寿司正」を検索してください。

住

営

休

席

山口市小郡下郷１２４２－９
０８３－９７２－０６１１
１１：４５～１４：００（LO１３：３０）
１７：３０～２２：００（LO２１：００）
金曜・土曜・日曜・祝日
　　  ～２１：００（LO２０：００）
月曜
なし
テーブル１６席／個室（１F）８人×２室、
４人×１室（２Ｆ）４０席迄

※サービスランチ・定食は適用外
※営業時間は、コロナウイルスの感染拡大
　の場合、変更の可能性もあります。

懐新和食 I-CHI
大人の隠れ家　
京都の町家をイメージしながら斬新さも
加味した店内はモダンでお洒落な和の
空間。料理も伝統的な和食をベースにし
ながら、新しい食材や調理法に意欲的
に挑戦しています。

山口市小郡下郷明治北１２２５－１
０８３－９７２－１１２２
昼（土曜・日曜・祝日のみ）１１：４５～１４：００
夜（月曜定休）１７：００～２２：００
なし
４名席個室×６ ／ ６名席個室×２ ／
個室風４名席×４ ／ 団体４０名様まで
カウンター６席

お刺身からお食事まで付いております。
※要予約
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山口県産牛肉料理認証店！　

炭火焼肉 我儘厨房 りんこう
安全・安心でおいしい山口県産牛肉をメ
インに、九州各県のよりすぐりの黒毛和
牛を炭火でお楽しみ下さい。野菜や米も
地元の新鮮な食材で、母娘で手作りの韓
国家庭料理を御賞味あれ。ナムル、キムチ
ピビンパ等、手作りで大好評です。

山口市小郡下郷２２８－２
０８３－９７３－８９２９
１７：００～２３：００（LO２２：３０）
火曜・水曜（ご希望があれば予約を受付けます）
なし
４０席★予約・貸切大歓迎

※店主指定あり

山口県産長州鶏！

やきとり大吉 小郡駅前北口店
１本１本丹念に仕上げております。
お気軽にお立ち寄りください。

大将おまかせ
焼き鳥３本サービス！

山口市小郡下郷明治西１２９２－１
０８３－９７３－３９１７
１７：００～１：００（LO０：３０）
水曜
なし
テーブル８席／カウンター１０席

大型水槽完備でいつでも新鮮な活魚が
食べられます

刺身盛り合わせ・
おかず・にぎり・ドリンク２杯

海鮮長州 小郡店

山口県産の食材を使ったメニューが豊富
です。活き造りもリーズナブルな値段で
提供させて頂いております。

晩酌セット
1500円ポッキリ（税込）

山口市小郡下郷明治西１２３１－４
０８３－９７２－１７４７
１８：００～０：００
年中無休
なし
８０席

山口といったら「ばりそば」　

元祖ばりそば本舗 小郡店
小郡店は、高速道路小郡インターチェン
ジ近くに位置し、すぐそばには、カラオ
ケ、ボウリング場もあります。あらかじめ
ご連絡いただければ団体様も対応可能
です。

（税別価格）

山口市小郡新町６丁目３
０８３－９７３－８６６８
１１：００～１５：００/１７：００～２０：００
月曜１１：００～１５：００
土曜・日曜・祝日１１：００～２０：００
水曜
なし
５０席

小600円→
並750円→
大900円→

500円（100円引き）
650円（100円引き）
800円（100円引き）
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気軽に、安心して楽しめるお店！

飲み放題90分
カラオケ
（ビールは除く）

スナック ミンク

3,000円ポッキリ（税込）

山口市小郡下郷１２５３－７セントラルビル２F
０８３－９７２－２０００
１９：００～１：００
日曜
あり
カウンター１１席／ボックス１７席

地魚の寿司は花子！
創業３２年の感謝を込めて握ります

※定食とお飲み物は適用外

活鮮回転 寿司の花子 新山口店

阿武米と鳴滝米の最高ブレンド米を一層
引き立てる自家製寿司酢。瀬戸内と萩の魚
が一同に並び、山口をまるごと味わえま
す。魚屋経営の安心価格で１皿１００円～。

お食事代の５％引！

山口市小郡新町６－３－１６
０８３－９７２－８０１０
１１：００～１５：００（LO１４：４５）
１７：００～２２：００（LO２１：３０）
火曜
なし
７０席（カウンター・ボックス）

本格インド料理

本格インド料理 ナマステ
本場インドから取り寄せた天然香料をふん
だんに使ったカレーとタンドリーチキン窯
で焼くもっちもちのナンとタンドリーBBQは
クセになること間違いなし！！
お持ち帰り弁当あります。
　チーズナン弁当 → 800円（税込）
　ナンカレー弁当 → 600円（税込）
　カレーライス弁当 → 550円（税込）

チキンチッカ１Ｐ
サービス

山口市小郡下郷３０３－３１
０８３－９０２－２７５５
１１：００～１５：００ １７：００～２２：００
火曜
なし
３８席

流行のハイボールをスコッチの銘酒
シーバス・リーガルを使用して提供
します。

BAR ASTAR
ウイスキーを中心に、カクテルやソフト
ドリンクもあります。手作りのおつまみ
も人気です。お気軽にどうぞ。

シーバスポップ
サービス！

山口市小郡下郷明治東１２８０－５
０８３－９７２－８３４３
１８：００～２：３０
日曜・月曜１８：００～０：００
年中無休
なし
２２席

（アスター）

ランチ：760円以上お食事の方に
デザートの
杏仁豆腐orコーヒ
orアイスクリーム半額
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Sallea manger Deux coeur
蔵を改装したレストランで部屋ごとに落
ち着いた空間でお食事を楽しめます。
旬の食材を生かしたランチコースは
1,800円と3,400円です。

シャンパン or
ノンアルコールシャンパン

3,400円（税別）ランチコース
ご予約の方
食前酒サービス

山口市小郡下郷２０１２
０８３－９７２－０９８８
１１：００～１５：００
日曜・第３月曜
なし
１５席

サーラマンジェ　ドゥ　クール

築120年の蔵でゆったりお食事を
船方農場や県内農家さんの本物の味を
お届けしています。今まで農場に行かな
ければ味わえなかった農場グルメを、
新山口駅で気軽にお楽しみください。

１つ以上ご注文のお客様に

船方農場の
ミニソフトクリームを
プレゼント！

山口市小郡下郷１２９１－１４
０８３－９７６－６９７７
１０：００～１９：００（LO１８：３０）
第２火曜
なし
１９席

船方農場プロデュースのカフェ

Cafe&Bar PLATFARM

ごはん処 りゅう庵
ランチタイムを味・ボリュームともに満
足な定食でゆっくりくつろげます。瓦そ
ば、トンカツが特に人気です。スタッフ
一同、心よりお待ちしています。

御食事のお客様に
ミニジェラートを
サービス

山口市小郡新町４－１０－２０
０８３－９７２－８８７０
１０：００～１５：００（LO１４：３０）
日曜・祝日
なし
６０席

ミニジェラート１つサービス！

Dining bar Barbazio
前菜からメイン料理まで色々なイタリ
アンをお楽しみいただけます。ひとつひ
とつのソースにもこだわり味わい深い
料理を楽しんでください。

２杯目
ドリンクサービス

山口市小郡下郷１２５３－１
０９０－９０６３－０３９８
１１：００～１４：００ １７：００～Last
火曜（ランチは日曜／休）
なし
１６席

ダイニングバー　バルバヅィーオ

居酒屋風イタリアン
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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。

12 13


