
 

山口県国際交流協会 賛助会員特典一覧 

 

◎賛助会員の皆様には協会主催の講座やイベントのご案内をお送りします。また、一部の講座で先行申込みが 

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：多国籍料理講座の受講料の割引、タブカフェの参加費無料。 

★ 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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：17:00～22:00（ラストオーダー） 

定休日：毎週月曜日 （ランチは日曜日のみ） 

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

こい  さん 

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。 

 

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 

会員特典：料金５％割引 

シバ 

＜令和２年４月２４日現在＞ 

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） 

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 

会員特典：フェアトレードコーヒー１杯サー

ビス また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・日曜日 

ＵＲＬhttp://souq-yamaguchi.jimdo.com/ 

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！！） 

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 

会員特典：デザート１品サービス 

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。 

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 

げいしゅんえん 

会員特典：料金５％割引またはミニマンゴラッシー 

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。 

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） 

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、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

（アルコールドリンクを含む） 

住所：山口市湯田温泉 2-3-2 

電話：090-8715-8402 

営業時間：18:30～1:00 

定休日：不定休（良い肉が入らなかった日） 

ラウンジ リコ 

家庭的なお店です。 

お気軽にご来店ください 

会員特典：90 分飲み放題＆歌い放題（5000 円

→3000 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 

電話：083-928-1144 

営業時間：20:00～1:00 

定休日：日曜日 

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 

会員特典：ソフトドリンク１杯サービス 

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。 

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。 

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 

 

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 

翠山荘１階レストラン“錦川” 

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・・・ 

ランチ後にラウンジにてコーヒーを１杯サービス 

 

http://souq-yamaguchi.jimdo.com/


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

◆ 旅行代理店・海外旅行用品・海外土産等加盟店  －ツアー料金及び商品の割引－ 

店       名 電 話 番 号 所  在  地 特典内容（割引率） 

(株)近畿日本ツーリス

ト中国四国 

  山口支店 

 

 

083-922-4885 

 

 

山口市中央 4-5-16 山口県商工会館２階 

 

ホリディ（海外旅行）    

メイト（国内旅行）       各３％ 

サンデン旅行 

山口支店 

 

083-923-2500 

 

山口市大手町 3-6 大手町ビル 

海外旅行   ３％ 

国内旅行   ３％ 

東武トップツアーズ(株) 

 山口支店 

 

083-972-5454 

 

山口市小郡高砂町 3-26 

JAL ﾊﾟｯｸ（海外旅行）、Feel、 

ｽｶｲﾎﾘﾃﾞｰ、JAL ﾂｱｰｽﾞ 各３％ 

日本旅行 

 岩国支店 

 山口支店 

日本旅行リテイリング 

ゆめタウン長府営業所 

ゆめシティ新下関営業所 

イオン防府営業所 

 

 

0827-21-7181 

083-972-2211 

 

 

083-249-2361 

083-251-1151 

0835-21-0271 

 

 

岩国市麻里布町 1-1-1 JR岩国駅構内（1階） 

山口市小郡高砂町 3-24 伸光ビル４階 

 

 

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 

 

マッハ 

（海外旅行）  ５％ 

 

ベストツアー 

（海外旅行）  ３％ 

 

赤い風船 

（国内旅行）  ３％ 

名鉄観光サービス 

 山口支店 

 

083-923-2600 

 

山口市中央 3-1-7 ﾐﾂｲﾋﾞﾙ 3F 

海外旅行・国内旅行 

          各３％ 

レッドホースコーポレー

ション(株) 

 中国営業所広島営業課 

 

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 

 

カタログ価格より１０％ 

 

＊各店をご利用の際には賛助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。 

 

 

山陽小野田市役所すぐ近くに
あるインド料理屋さんです。 
種類豊富な本場のインド料理
を是非堪能してください！ 

 

住所：山陽小野田市日の出１－１－１０ 

電話：083６－８３－２７３８ 

営業時間：11:00～15:00、17:00～21:30 

定休日：なし 

会員特典：ランチ 350 円までの飲み物 1 杯サービス 

ディナー 料金 10％割引 

 

※加盟店募集中※ 
賛助店としてご協力いただけるお店・教室を募集しています！ 

詳しくは、山口県国際交流協会までお問い合せください。 

 

公益財団法人山口県国際交流協会 

〒753-0082 山口市水の上町 1 番 7 号 

TEL: 083-925-7353 

FAX: 083-920-4144 

E-mail: yiea.info@yiea.or.jp 

ホームページ: https://www.yiea.or.jp 

Da Pineapple Grill 

住所：山口市米屋町３－１９ ２Ｆ 

電話：０９０－３６３０－９４３３ 

営業時間：１２：００～２１：００ 

定休日：不定休 

会員特典：料金５％割引 

 

日本の食材とハワイの

調理法を融合したお料

理。１日２組限定・コ

ースのみ。完全予約制

（２日前）。ラグジュア

リーなひと時をお過ご

しください。 


