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ートライアン グ ルトピックスー

山口のおすすめのショップや、

話題性のある旬な情報、お得な企画をご紹介！
今知っておきたい山口ネタが満載です。

gourmet／hobby／beauty／life／
fortunetelling／bridal etc.

たなか石油で３つの
お得キャンペーン!!

10/９㈯開演！実力派のスペシャルコラボが実現！

ガソリン価格が高騰する今だか
らこそ、お得に給油を。今なら、
①「2021年元気にやまぐち券
クラウドファンディング」を利用
すれば、出資額の50％が上乗
せされたプレミアム付クーポン
（１
万円だと１万５千円分）でさら
㈲たなか石油

LINE 公式アカウント
登録者限定のキャンペーン情報を
毎月お得にお届け。

友だち登録で
給油クーポンを GET!!

周南

ため、エルビスプレスリーの名曲

はHPまで。②LINE公式アカウン
トでも毎月お得な情報を配信中。
③PayPayフォローでも利用額の
３％ポイント付与も実施中。詳し
くは店頭でご確認を！

ココ

さかた

ラーメン大将
〒

88

R1

◀太華山

釣りの
ポイント

旧

西
光
寺
川
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ソレイユトリオとのコラボが実現‼

■日時 ・・・・・10月９日㈯ 開演 14:00 [受付･開場 13:30]
■会場・・・・・ホテル＆リゾート サンシャインサザンセト 大広間

周防
大島

▲櫛ヶ浜駅
セブン
イレブン

Rcj,.612+03+/0/.

を歌うエルザビスTATSUO。今回
エルザビスTATSUO

■チケット・・・・
【販売中】前売 ￥2,000 / 当日 ￥2,500

㈲たなか石油 櫛ケ浜給油所
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素晴らしい山口県を世界に伝える

にお得に!!詳細は公式LINEまた

下松▼

瀬戸内ハワイのミュージックパフォーマー
エルザビスTATSUO＆ソレイユトリオ

৫ଅ֮ߎഛ৫ଅ੮ಳඞ/125+/
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大島大橋
Ｒ437
道の駅
セブン
サザンセト
イレブン
とうわ
イベント会場

サンシャイン
サザンセト 片添ヶ浜
Re:seto

海水浴場
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サマーキャンペーンで20%OFF!!
宇部市公式オンラインストア『うべわくわく市場』
今年1月にオープンした、宇部市の公式オンラインストア『うべわくわく市場』。宇部の特産品や市

うべわくわく市場
はこちら

内で作られたオススメの良品が集まる、インターネット上のショッピングモールです。現在、約50
店舗150点以上が販売中で、宇部ラーメンにスイーツ、お肉といったお取り寄せフードから高品質
な美容品までバラエティ豊かなラインナップ！中には今話題の『ゆるチョーコクン』なんて、変わり
種もあり、今後も続々追加予定です。しかも、９/30㈭迄、サマーキャンペーンも開催中!!夏のオス
スメ商品が20%OFFになり、１店舗での合計購入額が￥3,000以上で送料無料に♪♪宇部市の
魅力がいっぱいのアイテムを、ぜひお家で楽しんで。遠くに住む方への贈り物としてもオススメ。

サマーキャンペーン開催中!!
９/30㈭まで!! ※予算に達し次第終了
オトク１

イチオシ商品が20％OFF!!
※全ての商品が割引対象ではありません。

オトク2

1店舗での合計購入額が
￥3,000（税込）以上で送料無料!!

follow me!

facebook

宇部
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Instagram

Twitter

うべわくわく市場

frrnq8--s`cgafg`_,hn-

※写真はうべわくわく市場の取扱商品の例です。サマーキャンペーンの対象商品は、サイトでご確認ください。

ඔıȵȤɈǸඔǑڝȜǨɕȩĘɠǏȗ

参加店舗も随時募集中（宇部市内、もしくは宇部産品使用の事業者さん）
。

毎週日曜開催

三松堂本店限定

《あんの日》
朝10時〜売切次第終了 【全て数量限定】

第一弾

９月5日㈰

・どら焼き粒あん
・津和野おぐら
・粒あんと抹茶のムース

第二弾

９月12日㈰

・花茜
・粒あんのシュークリーム
・粒あんと抹茶のムース

かき氷 津和野緑茶金時￥690 （日曜喫茶で提供/数量限定/９月末まで）

三松堂の日曜は《あんの日》。
特別なお菓子で自分にご褒美を。

第三弾

９月19日㈰

・粒あんのおはぎ
・あんぱんバター
・粒あんと抹茶のムース

甘いお菓子には、気持ちをなごませる不思議な力があるものです。頑張っ
た時、リフレッシュしたい時ー。そんな時は、津和野の老舗和菓子店・
三松堂が作るとっておきのお菓子はいかがですか？毎週日曜《あんの日》
は、この日だけのために職人が丹誠込めて作った、特別なお菓子が並び
ます。お菓子のラインナップは毎回変わり、職人が銅鍋を使ってコトコト炊
いた特別なあんを使ったお菓子や旬を取り入れたスイーツなど、選りすぐ
りの逸品揃い。まだまだ暑い日が続く９月は、日曜喫茶に「かき氷 津和

第四弾

９月26日㈰

・クリームのむしどら
・粒あんと抹茶のムース

野緑茶金時」も登場！お店で、お家で、とっておきのお菓子片手に癒しの
ひと時を過ごしませんか。

どらやき粒あん 2個￥450
あんぱんバター￥250

花茜 ２個 ￥400

和菓子処 三松堂
SNS 随時更新中！

クリームのむしどら ￥550

和菓子処

Rcj,.634+50+./52

三松堂

ଅݿۀ֮અຌඞ੮ࢣীɏ/7+3
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facebook、Instagram、Twitterで三松堂

日曜喫茶

の最新情報を配信中！おいしい旬のお菓子の

11:00〜16:00

情報が満載です。ぜひアクセスしてみてね！

さんしょうどう

津和野

＊毎週日曜限定＊

本店

毎週日曜には喫茶

Follow me!

もオープン！今月

鷲原八幡宮
太皷谷稲成神社
道の駅
なごみの里

は津和野緑茶の
ジェラートや、か
き氷 津和野緑茶金

津和野高

森鴎外
記念館
R9
◀山口

時などが登場します。

ココ
太皷谷稲成
大鳥居

facebook

Instagram

Twitter
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50セット限定。9/20㈷の敬老の日にあわせてお届け！
地域商社まるごと津和野の「津和野のぶどうギフト」
今年の敬老の日は、土づくりから収穫までこだわっ
た「津和野のぶどう」を贈りませんか？地域商
社まるごと津和野が運営するオンラインストア
「ま
るごと津和野ストア」では、津和野のグルメを
愛情込めてセレクト。
「津和野のぶどうギフト」
は、
人気NO.1のシャインマスカットと、糖度が高く、
香りが強いクイーンニーナ、甘いだけではなく酸
味もあるピオーネのどちらかをセットに！どれも食
べやすい種なしの大粒ぶどうです。ギフトセットは、
オリジナルデザインの専用BOXに入れて大切に
配送。日頃の感謝の気持ちを込めて、大切な
人にプレゼントしませんか。詳細は下記サイトまで。

シャインマスカット

クイーンニーナ（上）とピオーネ（下）はどちらかが入ります。

【津和野のぶどうギフト】
地域商社まるごと津和野
津和野

まるごと津和野ストア

frrnq8--k_psemrmrqsu_lm,qfmn+npm,hnRcj,.5.+1605+2567
gldm,d`rqsu_lm>ek_gj,amk
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￥3,850（税込・送料別）

お申込みはこちらから！
申込は9月15日㈬まで

［セット内容］ぶどう２種（①シャインマスカット
②クイーンニーナorピオーネのいずれか）
★オリジナルメッセージカード＆リーフレット付
★9/20㈷にあわせて9/17㈮より順次発送予定

［オンラインストア］

上質で温かみのある、マホガニーの質感を。

ひと足先に、秋の色と素材を取り入れて
まだまだ暑い日が続く

Yチェアでおなじみのカール・

けれど、夏のスタイル

ハンセン＆サンから新仕様

はマンネリ気 味 …!?

が登場。サペリマホガニー材・

それなら、ひとつのア

オイル 仕 上 げが、Yチェア

イテムだけでも秋を先

（CH24） とテ ー ブ ル ２ 種

取りして、新鮮味をプ

（CH337、338） で 選 べる

ラスしてみませんか。

ようになりました。マホガニー

サンダルがメインだった足元は、スエード

の深く落ち着いた赤みのあ

素材やショートブーツ、レースアップシュー

る色合いは、日本の住宅に

ズに切り替えて。服なら薄手の素材で、秋

も美しく溶け込み、まるでヴィ

らしいカラーを選べば雰囲気が変わるし、

ンテージのような風合い。ぜ

深みのあるカラーのレザーバッグも素敵。

ひ一度、お店で実物を確か

秋のアイテムが少しずつお店にも届いてい

めてみてください。

るので、ぜひ足を運んでくださいね。
トラスファクトリー

徳山大学

ビーンズ

周南

BEANS

ケンタッキー

城ケ丘
公園

▲R9

R2
防府

赤十字
病院

Rcj,.61+707+1333
徳山東I.C
ＧＳ
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TRUSS FACTORY

ココ

銀色バイク
セブン
イレブン
中央病院

Rcj,.612+12+6144

山口

下松

ܢ݆ٕܥǻԚ/+/+36ý
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Google map
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大殿小
県道204

ココENEOS

〒

みつおか
歯科

◀山口駅 上山口

宮野駅▶

JBL創立75周年記念モデル
限定１台セットを確保！早い者勝ち！

ストロングカラーの秋
夏から秋へトレンドがシフトする９月。

全国で…いや全世界でも超希

今期の注目はビビッドまで行かない、
かなり鮮やかで強めな ストロング

少なJBL「L100 Classic 75」

カラー です。差し色感覚でワンア

を、Laboにて１セットですが

イテム取り入れても、主役級アイテ

確保できました。 これは世界

ムで存在感をだしても◎。エネルギッ

的 にヒットモ デ ルとなった

シュなムード漂う鮮やかな赤には、

L100 Classicのリミテッド・エ
ディション。JBL創立75周年

黒を合わせると大人っぽいモードな

JBL「L100 Classic 75」￥750,000（ペア、ス
タンド付属）
。美しいチーク・リアルウッドを用い、
限定シリアル番号付き記念プレートを装着。

コーデに。リブニットカーデがエレ
ガントさを表現してくれます。一見

を記念して作られ、なんと全
世界で750セット限定販売。

強めな色味も、まずはボトムか

日本への入荷は50セットのみ！もちろん追

ら取り入れるとバランスが取

加生産はなく、全国のオーディオショップ

りやすくておすすめ。気分

も「喉から手が出るほど欲しい！」と言わ

も一気に秋モードにチェンジ

れる完全品薄状態の貴重なモデルです。

してくれますよ♪

もちろんLaboで販売するのも、先着の１
名様のみ。早い者勝ちですよー！

カーディガン¥9,350、タンクトップ¥7,480、スカート¥10,780、ブーツ¥7,590

周南

ALFIE

徳山店

ココ

P

昭和通り

周南
ワールド
市役所 山口 徳山小
リカーズ
銀行
旧R2
〒
大吉

平和通り

Ίı/.81.ĝ/78..ýԗıǷǤýƩıǏȗ
ŕGlqr_ep_kĦœ_jdgcrmisw_k_ħǏȗ

下松▶
三田川
交差点

御幸通り

Rcj,.612+1/+3277ýߎ୪݆ಳຌઌȗ/+/4

R２

ラボ

下松

Audio & Home Theater

Rcj,.611+2/+1633ý

Ϡࡊ݆܍੮1+/3+06ý
Ίı/.8..ĝ0.8..ýý
ƩıǏȗýfrrnq8--uuu,w+j_`m,am,hn

Labo

サンリブ

末武大通り

◀防府

アルフィ

JBL「L100 Classic 75」
専用コンテナボックス

シューズアイランド

西京
銀行

◀防府

ヤマダ
電機
中央線

ココ
山口銀行

下松駅▶

ゆめタウン
下松
JA
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キレイのアップデート

は30代がベストタイミング！
20代は、肌の手入れやメイクに凝らなくても何とかなった。30代になって、
子育てが始まったり、仕事が忙しくなってーふと鏡を見たら「!?」がいっぱい!!
薄いシミ・小じわ・ほうれい線・くすみ…今まで気にならなかったものが見え
てショックを受けたあなたは、実はとってもラッキーです。このタイミングだか
らこそ、年齢に合ったスキンケアや肌色に合ったメイクが、絶大な効果を発
揮するんです。その方法を全３回のレッスンで身につけられるのが「カラース
タジオ if 綺麗塾」。
あなたの肌の特徴や似合う色・
メイクのコツを知って、キレイをアップデートしませ
んか？手間と時間をかけた分だけお肌に返ってき
やすい30代だからこそ、今が磨きどきですよ。

モデル：Nさん（30代・２児のママ） 左は日常メイク、右は綺麗塾レッスン後のメイク。
カラー判定で
「ブルーベース」
だったNさんは、
青みカラーのメイクと服で血色感アップ！
クールで深みのある、Nさんの新しい魅力が引き出されました。
イフ

周南

カラースタジオ

if

Lesson １

綺麗塾

ご 予 約・ お 問
い合わせは

Rcj,./0.+/0+/417ý.612+00+325/

LINEから▶

◀防府
R２
ߎ୪݆ιघ/+/5+1/
ඔıרĝ/.8..ĝ/58..
肉匠坂井
ýŢǗඔڝǨǼࡱӫݰҶ
セブン
ýǸǗӊǑǑǬǤȋǦÿ
中国新聞 イレブン
サービスセンター
ԗıෙĂ߹
ƩıǏȗýŖҐग़ඣࣱ
ココ
ŕ Glqr_ep_kĦ>gdlmctgpħþ 遠石小 P
旧R２
ِހJGLCǏȗ

⁂⁂ 綺麗塾カリキュラム ⁂⁂

下松▶
ウォンツ

１レッスン２時間、全３回で
おひとり￥6,000（税込）
【完全予約制】

カラー判定＆理想メイク

あなたの肌色をもとに、似合うメイクとカラーを検証！憧れの存在に近づくメイク
を体験してもらいます。
Lesson ２

肌診断＆フェイシァルトリートメント

スキンスコープによる肌状態の診断と、肌悩みに合わせたフェイシァルトリートメントでケア。
Lesson ３

キーセンター
たなべ

メイクレッスン

あなたが普段使っているメイク道具でレッスン。色の選び方や技術をレクチャー。

PASTER PACKご愛好感謝キャンペーン!!

beauty

皮膚のトラブルに向き合って60
年超、信頼の化粧料ブランド・
クロロフイル。下松教室では、

hobby

９/１㈬からその代名詞とも言える
緑色のパック『PASTER PACK』
のご愛好感謝キャンペーンがス
タート！今ならパスターを購入さ

21

頭で♪※キャンペーンは９/１㈬
〜なくなり次第終了

医薬部外品のパスターパック。肌あれなど
の肌トラブルを防いで、肌を滑らかに。

下松

クロロフイル
下松美顔教室

Rcj,./0.+/.6+744

R2

ハピネス

ココ
2F

下松R188バイパス

南
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末武大通り

gourmet

い特典がいっぱい、詳しくは店

サンリブ

f ortunetelling

枚などをプレゼント!!他にもうれし

周

life

入り）や新製品のクリアマスク１

◀

TRY-ANGLE
TOPICS

れた方に、
クリアオフ１本（100ml

シューズ
愛ランド
MrMAX

光▶

TRY-ANGLE
TOPICS

2021.SEPTEMBER

ートライアン グ ルトピックスー

山口のおすすめのショップや、

話 題 性 の あ る 旬 な 情 報 、 お 得 な 企 画 を ご 紹 介！
今知っておきたい山口ネタが満載です。

gourmet／hobby／beauty／life／
fortunetelling／bridal etc.

330円、280円…
どっちの弁当もイイ!!

まじめなSUP・パドボ・サーフボード屋さん

お弁当は手作りおかずでリー

タンドアップパドルボード）。創業

ズナブルな温和亭で決まり!!

40年のアクティブスポーツでは、

◎ 創業 40 年

日替わり弁当￥330はメイン

軽自動車のトランクルームに積

●スターボード特約店
● SUP・パドルボード

今話題のサーフィン・SUP（ス

に加えて副菜が約５種が付い

めるインフレータブルSUPやレー

てくる満足設計（写真は上:フ

ス用SUPボード20本以上を取り

ライと唐揚げ/下:ハーフチキン

揃え!!そのほか、格安スノーボー

カツ）。ボリュームに加え、和

ド、
スケートボードなどもありますよ。

洋中の２〜３種のメニューが

何でも相談に乗ってくれるオー

選べることも最大のウリ。定

ナーが待っています！

番の日替わり弁当￥280もあり、

いつも良心的価格

…20 本以上在庫
● ウエットスーツ
…新品￥10,000 〜
● ウエイクボード
…60％ OFF
● スノーボード

どちらも家計の強い味方です!!

…50%OFF 〜

※大量注文は１週間前まで

● スケートボード
…￥9,800 〜

おんわてい

創作お弁当

Rcj,.614+16+6543

温和亭
阿知須

常盤小学校

宇部南IC
R190
街
部市
◀宇
盤
常

アリーナ

ココ

山口宇部道路

めがねの
モリモト

ͭಊ݆आӔ৫৸207.+/0D
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ý ଔعॖੈඣ¢߅౫68..ĝ781.
 ්ಬ68..ĝ/38..
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ýý৬0¢2¢3ෙþෙ
ŢಬǼD?VϨĦ.614+16+76..ħ

▶

宇部

21

アクティブスポーツ

山口

ACTIVESPORTS

⬆４切れのチ
キンカツ入りの
日替わり￥330
⬅温和亭HP

Rcj,.61+751+/616ýd_v,.61+751+2435

֮࠺݆ٕܥϠ՛0032+1ĶࢡٕܥΞഞٕ1..kķ
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スーパー
アルク

中国道
小郡インター▶

ココ
山口銀行
新山口

郷

周防下

山陽自動車
▼山口南インター

●久美子と会えなくなってどれくらい経つんだろう、お互い何よりがずっと続くことを祈ってます。（Ms.ころりん） ●強くなりたい!!（くり♪）
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メープルヒルのフォトW
オプションで森のチャペル挙式も！
この秋、結婚式を検討しているなら、『メープルヒル』で人気のフォトW
はいかがですか？プロのフォトアドバイザー&フォトグラファーがサポートし
てくれる本格的なもので、最高のフォトWをサポートしてくれます♪しかも、
このプランならペアのお食事もサービス！厳選素材を使って腕利きシェフが
作るオリジナルフレンチが堪能できます。そして、森のチャペル「アンジェ
ラ」で外国人牧師による本格挙式ができちゃうオプションも見逃せません。
美しい森の中のチャペルを持つメープルヒルならではのプランで、お２人
にとってさらに特別な時間になること間違いなしです♡気になった方はぜ
ひ相談してみて。※10組限定/ご精算は後日（クレジット分割OK）

メープルヒルの
フォトウエディング ￥71,500〜

ペアお食 事
プレ ゼント！

♡ドレス＆タキシード ♡ヘアメイク・着付け ♡写真六ツ切１ポーズ
結婚式の第一線で活躍中のフォトアドバイザー＆フォトグラファーによる最高のフォト
Wをサポート！ ※ご衣裳は３プランから選べます。詳しくはHPへ

ウエディング

メープルヒル

チャペル式（牧師）
￥60,500

オプション
▲鹿野

ココ

ブライダル
専用カウンター

※ゲスト数は制限なし

周南
警察署

Rcj,./0.+41+6/17
Rcj,./0.+.02+066Ħ࣏ෙǻȌħ

住吉中
青山 ハローワーク
R2
周南
山口
市役所 銀行
旧R2
ワールド
〜
〜
◀防府
徳山 リカーズ
〜
〜

ߎ୪݆ଽܥआഞܥ546/+/
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〜
〜

周南

自然派カラーで、秋も艶やかな髪をゲット!

♡チャペル挙式（牧師）♡アテンド ♡ブーケ＆ブートニア（アート）
♡装花（アート）♡音響・照明 ♡結婚証明書
森のチャペル「アンジェラ」で、外国人牧師による
あこがれの本格チャペルウエディング。

９/18㈯は、年に１度の弁財天様の縁日

季節の変わり目である９月、秋らしく髪色もチェンジしてみませんか？

年に一度やってくる弁財天様の縁日「巳

自然派志向のヘアサロン『T-two』では、髪のケアもしてくれるカラー

成金」の日。 実の成る金の日 つまり、

リングがオススメ!オーガニック・パウダーカラー【和漢彩染】￥8,316

１年で一番金運に縁があるとされる日

〜は、高いリピート率を誇る人気メニューです。主成分は
「小麦粉・コー

です。今年の日にちは９/18㈯。「三

ンスターチ」など食品やハーブがベースのため、ダメージを通常よりも

光寺」は周南七福神・弁財天様の札

軽減。染めるほどに透明感のある、艶やかな髪へと導きます。

所にあたるため、９/18㈯11:00〜、
一斉祈願をし、その日だけの特別なお
札をお授けしてもらえます。当日行けな
い方は、事前のお申し出でお札だけの
観音堂「五色の紐」
。紐を持参し、
願いごとをしながら紐を結びます。

お渡しもOKです。また９/22㈬は塔婆
供養もできます。ご供養を希望の方は
それまでにお申し出を！
★護摩祈願（毎月１日）、施餓鬼供養（毎
月14・15日）

パウダーの組み合わせによって、様々なカラーバリエーションが楽しめます♪

※位牌堂にて、永代供養もできます。
三光寺お守りステッカー

designing hair
ティー・トゥー

〒

さんこうじ

周南

周南七福神弁財天札所

三光寺

柳井市役所
GS
R188

警察署
ダイレックス

Rcj,.611+7/+.237ýߎ୪݆ĦԪ֡ඃ੮ħࣾర
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ココ

◀八代
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柳井高校
MrMAX
コイン
ランドリー

JA

アサヒミネラル
工業看板
三光寺
石碑
アサヒ
ミネラル工業
セブン
イレブン

▲三丘

ココ

高水

Rcj,.60.+01+7665

◀田布施

美容室

T-two

▲岩国 Ｒ２

柳井

熊毛
I.C

▼下松

●無理せず適当にがんばって、体第一だからまた話そう。義則君へ。（岩狩の智ちゃん） ●１ヶ月で２kg痩せた原因はストレス。ストレスって怖い（マリリン）

