
令和3年11月22日付

エリア ジャンル 店舗名 所在地 電話番号 営業時間 定休日

おみやげ街道新下関 下関市秋根南町1丁目11-1 083-257-0014 6:30-21:30 無し

ふくふくワールド 下関市秋根南1丁目11番1号 083-263-2145 09：00-19：30 無し

元祖瓦そばたかせゆめシティ店 下関市伊倉新町3-1-1 083-250-7337 11:00-21:00 なし

ダイニング囃子 下関市秋根南町1-8-13 083-257-4578 17:00-22:00 日祭日

大阪王将 下関椋野店 下関市椋野町3丁目11-14 083-228-2221 11:00-23:00 無休

ミスタードーナツ ゆめシティショップ 下関市伊倉新町３丁目１-１ ゆめシティ３F 083-255-1560 10:00-21:00 無休

まいどおおきに新下関食堂 下関市一の宮本町2丁目13-40 083-263-3330 10：00-23：00 年中無休

遊食亭やじお 下関市生野町二丁目34-6 083-292-0820 11:00-14:00    17:00-22:30 毎週水曜日　第3日曜日

タクシー (有)吉見タクシー 下関市吉見本町1-1-25 083-286-2525

岸砿油株式会社 一の宮給油所 下関市一の宮町3-10-15 083-256-2636 7:00-20:00日・祝8:00-18:00 無休

岸砿油株式会社 垢田給油所 下関市稗田中町12-18 083-252-3070 7:30-19:30日・祝8:00-18:00 無休

あけぼの珈琲 下関店 下関市長府外浦町2-15 083-227-4448 7:00-22:00 無休

大阪王将　下関長府店 下関市長府才川1丁目42-31 083-249-2221 11:00-23:00 無休

天下一品　長府店 下関市長府才川２－１７－４ 083-249-2101 11:00-23:45 不定休

下関温泉　風の海 下関市長府外浦町2-1 083-241-1180 無し

Donq-Ponq 下関市長府川端2-3-19 083-292-1800
火・金10:00-16:30/

土・祝13:00-17:00
日・月曜日

ガーデンマルシェ下関店 下関市王司神田６丁目２－７ 083-248-2253 9:00-18:00 無休

ふくの関　長府観光会館店 下関市長府侍町2丁目1番15号 083-246-1120 9:00-17:00 なし

焼肉やすもり長府店 下関市長府浜浦町33-13 083-245-1887 平日）11:30-15:00　17：30-22：30　土日祝）11：30-22：30毎週火曜日

下関市営宿舎サングリーン菊川　売店 下関市菊川町大字下岡枝５１１－６ 083-287-1760 7:00-21:00 年中無休

道の駅きくがわ　特産品販売 下関市菊川町大字上岡枝766番地1 083-287-0132 8:30-17:00 なし

飲食店 御食事処　よもやま 下関市菊川町上岡枝766-1 083-242-0365 10:30-17:00（OS16:30） 水曜日

関門菊川ゴルフクラブ 下関市菊川町轡井1141-18 083-287-1133 6:00-20:00 定休日無

BelleFamille 下関市菊川町田部737-1 083-656-7358 8:00-18:00 日・月・火・金・土

瓦そば本店お多福 下関市豊浦町大字川棚4912-1 083-774-1111 11:00-22:00 なし

yamaguchic銘品店　川棚小町 下関市豊浦町大字川棚4912-1 083-774-1111 11:00-19:00 なし

キキ 下関市豊浦町川棚5158番池 083-772-0187 10:00-18:00 不定期

三春堂 下関市豊浦町川棚5134 083-772-0059 8:30-19:00 火曜日

喫茶部 キハル 下関市豊浦町大字川棚5132 083-772-0005 11:00-15:00 水曜日、木曜日

元祖瓦そばたかせ 下関市豊浦町川棚5437 083-772-2680 11:00-20:00 なし

小天狗 下関市豊浦町大字川棚5153 083-772-0215 水曜日、木曜日

小天狗さんろじ 下関市豊浦町大字川棚5153 083-772-0227 24時間 不定期

竹園旅館（竹園旅館土産コーナー） 下関市豊浦町川棚5155番池 083-772-2345 8：00‐21:00 月曜日

岸砿油株式会社　川棚給油所 下関市豊浦町川棚7097-1 083-772-0245 7:00-20:00 休日9:00-18：00 無休

村田石油店　川棚給油所 下関市豊浦町大字川棚７２７３ 083-772-0076 6:00-21:00 日曜日

セブンイレブン下関小串店 下関市豊浦町川棚石塔1474-77 083-772-0650 0:00-24:00 無

セブンイレブン下関川棚店 下関市豊浦町川棚二王丸7311-1 083-774-1197 0:00-24:00 無

日本調剤 豊浦薬局 下関市豊浦町大字小串10008-116 083-775-4520 8:30-18:00　8:30-12:30 日、祝日

一の俣温泉観光ホテル 下関市豊田町大字一の俣1711 083-768-0111 9:00-21:00 無し

一の俣温泉グランドホテル 下関市豊田町一の俣湯の原15番地 083-768-0321 8:00-21:00 無し

豊田湖畔公園キャンプ場 下関市豊田町地吉348 083-766-3488 8:00-17:00 無し

道の駅　蛍街道西ノ市 下関市豊田町大字中村876-4 083-767-0241 8:30-17:00
毎月第4火曜日

（祝日の場合は翌日）

ホテル西長門リゾート　売店 下関市豊北町神田2045番地 083-786-2114 7:30-21:00 不定休

しおかぜの里角島　直売所 下関市豊北町角島　８５３－４ 083-786-1140 9:00-17:00 水曜日

お土産処ゆめみさき 下関市豊北町角島3042 083-786-1633 11:00-16:30 火曜日

ギャラリ－館 下関市豊北町大字角島字3064番地 083-786-2788 10:00-16:00 木曜日

角島総本家 下関市豊北町角島1775-8 083-732-0223 10:00-16:00 不定休

リゾートペンション　マーメイド

（食堂）
下関市豊北町神田2675-2 083-786-1750 8:30-17:00

火曜日（予約次第で変

更）

ホテル西長門リゾート　ティーラウンジ 下関市豊北町神田2045 083-786-2111 9:00-18:00 不定休

GRANVISTA角島 下関市豊北町大字角島字田ノ尻2899-1 083-786-1410 10:00-18:00 木曜日

晴ル家 下関市豊北町大字神田字附野2052－12 083-786-0123 11:00-19:00 月・金曜日（変更あり）
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和食処夢岬 下関市豊北町角島3042 083-786-1008 11:00-16:00 火曜日

タクシー 有限会社　滝部タクシ－ 下関市豊北町大字滝部451 083-782-0202 8:00-18:00 なし

その他 道の駅「北浦街道　豊北」 下関市豊北町大字神田上３１４番地１ 083-786-0111 8:30-17:00 第１及び第３火曜日

有限会社村田豊商店 下関市大字福江522番地 083-258-1717 9:00-17:00 12/31

市村蒲鉾　綾羅木店 下関市綾羅木本町5-12-6 083-252-4351 9:00-18:00 水曜、日曜

市村蒲鉾　本店 下関市吉見本町2-10-18 083-286-2210 9:00-18:00 正月

飲食店 焼肉やすもり綾羅木店 下関市古屋町1丁目1-13 083-250-5050 平日）11:30-15:00　17：30-22：30　土日祝）11：30-22：30毎週毎週水曜日

その他 日本調剤 下関薬局 下関市安岡町8-5-2 083-262-3411 8:30-18:00　8:30-12:30 日、祝日
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