
山口県旅客船協会　山口県柳井市柳井134　ＴＥＬ0820-22-3311
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お問い合わせは各航路会社へお問い合わせは各航路会社へ

周防灘フェリー㈱ 徳山～竹田津航路 柳井～三津浜航路 柳井～伊保田～三津浜航路防予フェリー㈱ 周防大島松山フェリー㈱
ＴＥＬ0834-34-3000 ＴＥＬ0820-22-3311 ＴＥＬ0820-22-3311

乗用車・バイク限定

フェリーで三津浜
か
ら
か
ら竹田津 山口へ山口へフェリーで三津浜
か
ら
か
ら竹田津

国道九四フェリー（佐賀関～三崎航路）の乗船半券提示で、
「防予フェリー」「周防大島松山フェリー」「周防灘フェリー」
の運賃を割引します！山口県内各港から竹田津・三津浜に

向かう便も割引対象です。（有効期間：3日間）

国道九四フェリー（佐賀関～三崎航路）の乗船半券提示で、
「防予フェリー」「周防大島松山フェリー」「周防灘フェリー」
の運賃を割引します！山口県内各港から竹田津・三津浜に

向かう便も割引対象です。（有効期間：3日間）

特典1特典1

運賃割引運賃割引
徳山～竹田津
乗用車→航送料1,000円引
バイク→航送料500円引
柳井～三津浜 伊保田～三津浜
乗用車→500円引 乗用車→300円引

特典2特典2

クーポンクーポン
徳山～竹田津航路、柳井～（伊保田）～三津浜航路を
利用される方限定で、山口県内での飲食・お土産・
観光施設などで利用できるクーポンプレゼント！
クーポンは 乗船半券と一緒に 協賛各店舗にご提示
下さい。乗船日から3日間有効です。
（クーポン券は竹田津・三津浜の各港発券場所でお渡しします）

柳井市観光協会

周南市観光
コンベンション

周防大島観光協会

ＷでＷでＷで お
得だ
ね！

※バイクは対象外です

発券窓口で
半券を提示し

て

下さい。

実施期間／平成28年5月10日～平成29年3月31日実施期間／平成28年5月10日～平成29年3月31日



クーポンでお得に観光！一石二鳥で楽しめます。

協賛店ご紹介協賛店ご紹介

クーポンでお得に観光！一石二鳥で楽しめます。

※注意：この用紙はクーポン
　　　 ではありません。

果子乃季 大島店
うずしお母さんの店
まつもと
オーシャン
農家レストラン「山里ひづみ」
月性展示館
華月堂 エスパリエカゲツ 本社工場店
果子乃季 総本店
やない西蔵
パティスリー プルミエ
（株）佐川醤油店
喫茶 れーがん
しあわせギフト工房 まつもと
（有）木阪賞文堂 柳井中央店
（有）木阪賞文堂 白壁店
老舗 ひがしや
sweets & cafe miyabi
果子乃季 ゆめタウン柳井店
ホシ フルーツ（HOSHI FRUITS）
シュクルヴァン 柳井店
華月堂 エスパリエカゲツ 南町店
シェ・カワモト
地魚ざんまい 一心
やまぐちフラワーランド
シュシュ 柳井店
果子乃季 平生店
果子乃季 マックスバリュ田布施店
果子乃季 光井店
果子乃季 浅江店
果子乃季 サンリブ店
果子乃季 下松店
シュクルヴァン 下松店
果子乃季 熊毛店
果子乃季 遠石店
果子乃季 徳山店
鐘楼亭
Pearl Tone
みの幸
津々浦々
鮮味食彩 宇佐川水産
水産横町 ロバ屋
味処 ゆあーず
だんらん
Restaurant & Bar Charry's
LOUNGE ミレニアム
Walk
和 Baru Bar Second
漁師めし酒場 灘や 徳山駅前店
九州居酒屋克
ご当地グルメ じまんし-自慢市-徳山店
果子乃季 徳山駅店
魚屋と食事処 いかざき
四方酒肴處 竹の第
ホテルサンルート徳山
ふく処 快
寿司やす
果子乃季 ゆめタウン新南陽店
果子乃季 新南陽店
紫水園
芳山園

スイーツ
お土産・物販
お土産・物販
グルメ
グルメ
見学・体験
スイーツ
スイーツ
見学・体験
スイーツ
お土産・物販
喫茶
お土産・物販
お土産・物販
お土産・物販
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
グルメ
見学・体験
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
スイーツ
グルメ
ラウンジ・スタンド
グルメ
グルメ
グルメ
グルメ
グルメ
グルメ
グルメ
ラウンジ・スタンド
ラウンジ・スタンド
グルメ
グルメ
グルメ
グルメ
スイーツ
グルメ
グルメ
ホテル
グルメ
グルメ
スイーツ
スイーツ
温泉・宿泊
温泉・宿泊

お買い上げ商品5%割引
商品お買い上げにつき、粗品プレゼント
商品お買い上げにつき、粗品プレゼント
商品お買い上げにつき、粗品プレゼント
11:00-14:30お食事代1割引
入館料200円→150円 ＋月性グッズプレゼント。
1,000円お買い上げにつき、200円割引。
お買い上げ商品5%割引
金魚ちょうちん・柳井縞作成体験料50円引き。
1,000円以上お買い上げにつき、お菓子をプレゼント
お買い上げ商品10%割引。
お食事につきコーヒー1杯サービス、飲み物だけ注文は50円引き
商品お買い上げにつき、地域限定食品プレゼント
オリジナル金魚ちょうちんポストカードプレゼント（季節によりアイテム変更あり）
オリジナル金魚ちょうちんポストカードプレゼント（季節によりアイテム変更あり）
商品お買い上げにつき、8%割引。
お食事・商品お買い上げにつき、柳井ブランドお菓子を１つプレゼント
お買い上げ商品5%割引
（税込）1,000円以上お買い上げにつきソフトドリンク1杯サービス
お買い上げ商品5%割引
1,000円お買い上げにつき、200円割引。
1,000円以上お買い上げにつき、和クッキー（しょうゆ）１袋プレゼント
昼のみ（11:30～14:00）お食事代1割引
入場料20%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
食後コーヒー1杯サービス
ビール1本サービス
ランチ営業のみ、お食事につきデザート又はコーヒーサービス
会計時に５％割引き（コース除く）
予約して来店されたお客様に、一品追加
予約して来店されたお客様に、一品追加
ウェルカムドリンクサービス
会計時に10％割引き（コース除く）
4名様以上で来店のお客様に自家製デザートサービス
ビール1本サービス
ビール1本サービス
ワンドリンクサービス
日曜日～木曜日 ３名以上でお会計5,000円以上のお客様に、10%割引
ワンドリンクサービス
予約して来店されたお客様に、一品追加
お買い上げ商品5%割引
お食事につき、お刺身一品サービス
夜の部にてお酒一杯半額
宿泊料2割引（ネット予約等、他の割引との併用は不可）
コース（8,640円以上）注文につき10％割引
食後のコーヒー１杯サービス
お買い上げ商品5%割引
お買い上げ商品5%割引
入浴料600円→500円
入浴料650円→500円

周防大島町西三蒲1943-1
柳井市神代4144-9（大畠観光センター内）
柳井市神代4144-9（大畠観光センター内）
柳井市神代4144-9（大畠観光センター内）
柳井市日積4150-1
柳井市遠崎729
柳井市柳井7-2
柳井市柳井5275
柳井市柳井3700-8
柳井市柳井3703-1
柳井市柳井3708-1
柳井市中央2-3-18
柳井市中央2-2-35
柳井市中央3-278-2
柳井市柳井津452
柳井市姫田15-6
柳井市古開作428-5
柳井市南町4-5-3
柳井市南町3-4-7
柳井市南町4-1-1
柳井市南町1-9-5
柳井市南町1-11-7
柳井市伊保庄田布路木2676-15
柳井市新庄500-1
柳井市新庄11-6
平生町字角浜568-26
田布施町中央南23-5
光市光井3-7-27
光市浅江4-4030
下松市南花岡6-8-1
下松市潮音町3-6-2
下松市美里町4-9-21
周南市大字大河内字遠見1872-5
周南市遠石1-12-28
周南市緑町2-2
周南市花畠町6-9
周南市飯島町2-11ピエタ飯島ビル２F 
周南市飯島町2-37
周南市飯島町1-40
周南市若宮町2-28
周南市若宮町2-29
周南市若宮町2-34
周南市平和通り1-19 フロンティアビル2F
周南市平和通り1-19 フロンティアビル3F
周南市昭和通り2-2N-1ビル２F
周南市昭和通り2-1ユーアイビル２F
周南市銀座2-10 -1 セヴネス銀座1F-２
周南市銀座2-18
周南市銀座2-18 サンエコー２F
周南市銀座2-23
周南市御幸通2-28 JR徳山駅
周南市本町2-26
周南市野上町1-6
周南市築港町8-33
周南市徳山港町8475-5
周南市宮の前2-1-1
周南市清水2-2-1
周南市政所2-6-1
周南市湯野4341
周南市湯野4255-1

☎0820-74-3111
☎0820-45-2126
☎0820-45-2182

―
☎0820-28-5437
☎0820-23-7259
☎0820-22-0582
☎0820-22-0757
☎0820-23-2490
☎0820-22-2618
☎0820-22-1830
☎0820-23-2481
☎0820-22-0325
☎0820-22-0150
☎0820-22-1878
☎0820-22-0038
☎0820-22-0977
☎0820-23-2757
☎0820-24-6060
☎0820-25-0757
☎0820-22-7070
☎0820-25-3443
☎0820-23-7777
☎0820-24-1187
☎0820-22-0333
☎0820-56-0757
☎0820-52-0757
☎0833-72-7717
☎0833-71-4020
☎0833-41-6757
☎0833-41-1255
☎0833-45-0757
☎0833-91-0222
☎0834-22-4747
☎0834-22-4567
☎0120-200-774
☎0834-22-0247
☎0834-21-1970
☎0834-32-8336
☎0834-22-3060
☎0834-33-8345
☎0834-32-2010
☎0834-32-8933
☎0834-32-8333
☎0834-22-2190
☎0834-22-2023
☎0834-31-0678
☎0834-22-1230
☎0834-31-9197
☎0834-34-9898
☎0834-33-8870
☎0834-22-1764
☎0834-34-3454
☎0834-32-2611
☎0834-32-3625
☎0120-083-488
☎0834-62-7543
☎0834-64-2323
☎0834-83-2345
☎0834-83-2255

協 賛 店 舗 名 ジャンル 特　典　内　容 住　　所 電 話 番 号

※営業時間・定休日は別紙クーポンに記載しています。
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