山口県国際交流協会

賛助会員特典一覧

◎賛助会員様には協会主催イベントの情報を早くお知らせして、先行申込ができる特典があります！
★ 協会主催行事の参加費が免除または割引になります。
※例：外国文化講座（米国・中国・韓国・スペイン）の受講料やタブカフェの参加料が無料に！
★旅行代理店や海外旅行用品・海外土産等取扱店で割引が受けられます。（個人会員のみ）
★レストラン、輸入雑貨店、語学教室、ダンス教室で割引またはサービスが受けられます。
★ 世界の伝統衣装の利用料金が割引になります。
★ 国旗、卓上旗の利用料金が無料になります。

＜平成２９年６月２４日現在＞

ハワイアンフーズ トニーズ

ラハイナ

シバ

TONY’S LAHAINA

スパイスをふんだんに使っ
たインド料理専門店｢シ
バ｣。インドでもコックとし
て１０年以上働いていたシ
ェフによる本格派です。１
８種類のカレー、１６種類
のナン、シシカバブなどを
異国情緒たっぷりのシバで
お召し上がり下さい。

ホームスタイルのハワイアン
レ ス ト ラ ン 「 TONY'S
LAHAINA」。ロコモコをはじ
め、定番のこだわりロコフード
と豊富なトロピカルカクテ
ル。テイクアウトやケータリン
グも OK！仲間とのパーティ
ーにも心強い味方です！

会員特典：料金１０％割引
住所：山口市湯田温泉 1-7-33 プロスパービル１F
電話：０８３－９３２－１４７２
営業時間：１８：００～３：００（日曜日１８時～１時）
定休日：月曜日

韓国で修行を積んだマスターが作
る韓国料理のお店。１,５００円（!!）
のコースは、①キムチ盛り②デジカ
ルビ or パジョン③サラダ（ﾁｮﾚｷﾞｻﾗ
ﾀﾞ等 3 種類から選べる）④鍋（ﾌﾟﾙ
ｺｷﾞ等６種類から選べる）④ご飯 or
中華ソバ⑤アイス（ﾚｱﾁｰｽﾞ味等６種
類から選べる）がついて、大満
足！！財布にもおなかにもやさし
い、おすすめのコースです。

会員特典：ソフトドリンク１杯サービス
住所：山口市湯田温泉 3-1-21（つぼ八２階）
電話：083-920-0919
営業時間:18:00～2４:00
定休日：なし

ラウンジ リコ

会員特典：料金５％割引
住所：山口市糸米 2-7-45
電話：083-932-480０
営業時間：11:00～23:00
定休日：なし

木のおもちゃ、食品などド
イツ製品を数多く取り扱
っています。ドイツ人オー
ナーによる語学教室も主
催していますので、お気軽
にご相談ください。

会員特典：料金１０％割引
住所：山口市小郡上郷仁保津下 2491-5
電話：０８３－９７２－６６０３
営業時間：平日
１０：００～１６：００
土、日、祝日１０：００～１８：００
定休日：月曜日（4 月以降。3 月末までは水曜日）

炭火焼肉 大門
“黒毛和牛のみ”を産地直送！産地から直接半頭買いするめ、

家庭的なお店です。
お気軽にご来店ください

黒毛和牛をリーズナブルに提供！注文を受けてから目の前で
肉をさばき、部位の説明を受けながら炭火で焼いて堪能するラ

会員特典：90 分飲み放題＆ 歌い放題（4000
円→3500 円）
、ハウスボトル（焼酎・ブランデ
ー・ウイスキー・酎ハイ・生ビール）
住所：山口市湯田温泉 1-7-33

イブ感がたまらない！

会員特典：お好きなドリンク 1 杯サービス

住所：山口市湯田温泉 2-3-2
電話：090-8715-8402

営業時間：20:00～1:00

営業時間：18:30～1:00

定休日：日曜日

定休日：不定休（良い肉が入らなかった日）

げいしゅんえん

会員特典：おかず１品サービス
住所：下松市青柳 1-3-27
電話：0833-41-6002
営業時間：11:00～14:00、17:00～21:00
定休日：火曜日

会員特典：ソフトドリンク１杯サービス
住所：山口市吉敷下東５－３６
電話：083-934-7065
営業時間：11:30～1４:０0（要確認） 17:00～22:00
定休日：毎週月曜日 （ランチは日曜日のみ）

URL:http://www.kotobukien.jp/index.html

タイ出身のオーナーシェフ「TUKATA」が作るタイの家庭
料理。辛いものは苦手というお客様には、味はそのま
ま、辛さを抑えて調理します。タイの食材、調味料、雑貨
の販売も！役立つタイ語、タイ情報もお店でゲット！

会員特典：料金５％割引
住所：岩国市車町 3-6-3 岩国基地前
電話：08２7-28-5489
営業時間：11:00～14:00、17:00～22:00
定休日：月曜日と火曜日の昼

とん とん ぎょうざ

美味しい本場中国の味が居酒屋に！
回鍋肉（ホイクオロウ）や木須肉（ム
ーシュイロウ）など２０種類をこえ
るメニューの他に水餃子、焼き餃子、
漬け物、ご飯とボリュームたっぷり
の定食はどれも美味しさい～っぱい
で大満足！

（アルコールドリンクを含む）

電話：083-928-1144

本場中国でお店を開いていたという
オーナーが作る水餃子は、店一番の
おすすめメニュー。この餃子だけを
食べに来店される方もいらっしゃる
そうです。その他のメニューも量が
多くて、しかも安い！予算に応じて
おまかせで料理を作っていただくこ
ともできますので、ぜひぜひ皆さん
一度行ってみてください。

オススメは、特製｢テールスープ｣。
絶品です。じっくり時間をかけて
コトコト煮込んでいます。もちろ
ん焼肉も安くて美味しい！！自家
製キムチやナムル他メニューも充
実。ご家族おそろいで、お気軽に
韓国料理を召し上がれ。

会員特典：料金５％割引
住所：周南市平和通り 1 丁目１４
電話：0834-３２-８９８９
営業時間：18:00～24:00
定休日：なし

こい

４種類のサービスランチ
（日、祝日以外）、２８種
類のカレー、１０種類の
ナンなど本場インド料理
が味わえます。
店内にはインドﾞ雑貨、イ
ンド綿 100％の洋服、ﾏﾝ
ﾀﾞﾗ等があり、国際交流が
楽しめるお店です。
会員特典：料金５％割引またはミニマンゴラッシー
住所：周南市銀座 2-18 テアトル 18 番街 B1F
電話：0834-22-6762
営業時間：11:00～15:00、 17:00～22:00（平日）
11:00～22:00（土、日、祝日）
定休日：１月１日（及び不定期のビル休業日）

さん

緑黄色野菜を練りこんだ緑色のヘル
シーラーメンなど素材にこだわった
本格中華を家庭的な雰囲気の中で楽
しめます。
また、値段もリーズナブルで気軽に
入れるため、若い人にも人気の店で
す。（とにかくボリューム満点！！）

会員特典：デザート１品サービス
住所：防府市宮市町 6-18
電話：0835-22-0340
営業時間：11:00～15:00（オーダーストップ 14:30）
17:00～21:00（オーダーストップ 20:30）
定休日：毎週火曜日、第１水曜日

たい

わん

むら

翠山荘１階レストラン“錦川”
あ

り

台湾出身の亜莉 さんが作る台湾家庭料理
のお店。おすすめは、ﾎﾞﾘｭｰﾑ満点の煮豚飯
（ﾂｰﾛｰﾊﾝ）定食。ｺﾗｰｹﾞﾝたっぷりです！！
その他、ご主人が経営する農園でﾊｳｽ栽培
されているﾊﾟﾊﾟｲﾔ、ｸﾞｱﾊﾞなどのﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙ
ｰﾂもご賞味いただけます。ぜひ一度、本場
台湾の雰囲気を味わってみてください！

会員特典：タピオカジュースまたはパッシ

温泉入浴付き週替りメニュー新発売！
週替りメニューを食べて、６階展望温泉入浴
会員特典：入浴付き週替りメニュー（昼食）
1,000 円～をご利用の方に・・・
ランチ後のコーヒーを１ 杯サービス

ョンフルーツジュースを１杯サービス

住所：山口市湯田温泉３－１－１
電話：０８３－９２２－３８３８
営業時間：11：30～13：30
17：30～21：30
定休日：不定休
URL suizanso.com

住所：美祢市東厚町山中 1706（国道３１６号線沿い
美祢トンネルを出たところに案内表示があります。）

電話：0837-58-5108
営業時間：11:00～20:00
定休日：毎週木曜日

会員特典：イベリコ豚の生ハム 1 皿サービス

会員特典：フェアトレードコーヒー１杯サー
ビス

住

所：山口市湯田温泉 3 丁目 7-11

電

話：０８３－９０２－６４３９

営業時間：１８：００～２４：００
（金・土・祝前日は１８：００～２５：００）
定休日：日曜日（月曜日が祝日の場合は営業し、月曜日は休業）

又はドリップコーヒー１つサービス

住

所：防府市栄町 1-1-17

電

話：０８３５－２８－９３６５

営業時間：１１：００～１７：００
定休日

：水曜日・木曜日

ＵＲＬhttp://souq-yamaguchi.jimdo.com/

◆ 旅行代理店・海外旅行用品・海外土産等加盟店
店

名

電 話 番 号

－ツアー料金及び商品の割引－
所 在 地

ホリディ（海外旅行）

(株)近畿日本ツーリスト
中国四国

特典内容（割引率）
メイト（国内旅行）

083-922-4885

各３％

山口市中央 4-5-16 山口県商工会館２階

山口支店

サンデン旅行

海外旅行

３％
３％

083-923-2500

山口市大手町 3-6 大手町ビル

国内旅行

083-922-3843

山口市中市町 1-18 山田ビル 2 階

ルック JTB（海外旅行） ３％

山口支店

(株)JTB 中国四国
山口支店

JAL ﾊﾟｯｸ（海外旅行）、Feel、ｽｶｲﾎﾘﾃﾞｰ、

東部トップツアーズ(株)

JAL ﾂｱｰｽﾞ 各３％

083-972-5454

山口支店

山口市小郡高砂町 3-26
マッハ

日本旅行
岩国支店
徳山支店
山口支店
TiS 下関支店

（海外旅行）

0827-21-7181
0834-22-1771
083-972-2211
083-223-1322

岩国市麻里布町 1-2-4
周南市銀座 1-29

ベストツアー

山口市小郡高砂町 3-24 伸光ビル４階

（海外旅行）

ゆめシティ新下関営業所

イオン防府営業所
新山口駅内営業所

名鉄観光サービス

３％

下関市竹崎町 4-3-1 ＪＲ下関駅構内
赤い風船

日旅サービス
ゆめタウン長府営業所

５％

（国内旅行）

083-249-2361
083-251-1151
0835-21-0271
083-972-0165

３％

下関市ゆめﾀｳﾝ 1-1 ゆめﾀｳﾝ長府店１階
下関市伊倉新町 3 丁目 1-1 ゆめシティ１階
防府市中央町 1-3 イオン防府店 1 階
山口市小郡下郷 1294 新山口駅内
海外旅行・国内旅行

083-923-2600

山口市中央 3-1-7 ﾐﾂｲﾋﾞﾙ 3F

各３％

山口支店

RH トラベラー(株)

カタログ価格より１０％

082-544-0440

広島市中区紙屋町 1-6-1 紙屋町ｶﾞﾚﾘｱﾋﾞﾙ 2 階

中四国営業所広島営業課

＊各店をご利用の際には賛助会員会員証を提示してください。
＊旅行代理店での特典は個人会員のみ利用可能です。（団体会員の方はご利用できません）
＊他のクーポン券・割引券等との併用はできません。

