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RY-ANGLE

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

T
TOPICS

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。

2022 .AUGUST

ートライアングルトピックスー

２人らしいウエディングに…
幸せな一日をプロデュース♪
お２人にとってもゲストにとっても大切な日だから、大満足

のデザインウエディングに♪ピュアハーツでは、２人らし

さの伝わる最高のウエディングをプロデュースします。結

婚準備をこれから始められる方や結婚費用が心配な方は、

悩む前に相談してみてください！「こころの会（入会金１

万円）」に加入して受けられるサービスは、ドレス２着orド

レス＆タキシード各１着無料貸出、式場無料紹介など、様々

な特典がいっぱい。挙式費用や会場費もピュアハーツだ

からこその衝撃価格！会場を決めてしまう前にまずはピュア

ハーツへ！

1「結婚式を挙げられなかった」「結婚式はしないけど…」ドレスを着て写真を残したい方には、写真だけのウエディングも!!2専属の女
性プランナーが、打ち合わせから式当日まで、お２人の一番近くで完全サポート！結婚の悩みなど、どんな相談にも対応してくれるので

安心です。

下松市南花岡1-1-5
向西ビル１F
0120-44-3866

営 9:00～17:30

休日曜、祝日
（予約があれば可）
P あり
https://y-kokoro.co.jp/
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キーセンター
タナベ 旧R2

徳山商工

ウォンツ肉匠坂井
R2

ココ

◀防府 下松▶

セブンイレブン

周南

1店内イメージ。2「この度、山
口県で一番大きなauショップとな

り、これまで以上にお客さまの為

にお力になれるようスタッフ一同

頑張ってまいります！当店をご利

用されているお客さま、トライア

ングルを見られて興味を頂けたお

客さま、ご来店お待ちしております。」

と店舗責任者の神吉祥吾さん。3
スマホケースをはじめとしたアク

セサリーも充実していますよ。

auショップ 周南遠石

株式会社ミッドフォーが運営する、周南市·遠石の『auショップ』が移転オープン!

山口県内イチの売り場面積へと大きく生まれ変わった店舗で、これまで以上に快

適にスマホのお悩みを解決していきます。スマホは定番の機種から新型まで豊

富に取り揃えているほか、ケースやフィルムは390種以上と充実のラインアップ!

店内はもちろん、待ち合いスペースも広いので親子連れでも安心して過ごせますよ。

また、“スマホの操作が難しい…”そんな大人のための「スマホ教室」を毎週

火曜に開催する他、お子さんが安心してケータイやタブレットを使用できるよう

知識や方法を学ぶ「小学生向け講座」も実施していきます。経験豊富なスタッ

フさんが、スマホを安心·快適に利用するため徹底的にサポートしてくれますよ。

《７/29㈮10時 移転OPEN!》スマホの事はauショップ周南遠石で♪

1

ご来店いただいた先着100名さまに
プレゼントを配布! ※無くなり次第終了

オープニングイベント開催 !

７/29㈮～31㈰

８/９㈫・16㈫・23㈫・30㈫
毎週火曜10:00～11:00 ※定員最大５名、参加費無料

【大人のための スマホ教室】

８/23㈫ 13:00～14:00 ※定員最大５名、参加費無料
【親子で学べる小学生向け スマホ講座 】

ご予約はwebまたはTELにて 0800-700-2487

2 3

K-20220705-0008

web
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島根県鹿足郡津和野町森村ハ19-5
0856-72-0174

営 8:00～18:30
休なし　 P あり　
https://sanshodo.net/

R9

太皷谷稲成神社

森鴎外
記念館

津和野高

ココ

鷲原八幡宮

太皷谷稲成
大鳥居

道の駅
なごみの里

◀山口

津和野 和菓子処 三
さんしょうどう

松堂 本店

1あんみつパフェ 珈琲　2粒あんと抹茶のムース ￥550
3粒あんのシュークリーム２個 ￥450 和菓子処 三松堂

SNS 随時更新中！
facebook、Instagram、Twitterで三松堂
の最新情報を配信中！おいしい旬のお菓子の
情報が満載です。ぜひアクセスしてみてね！

facebookInstagram Twitter

Follow me!

夏ならではの甘味で涼を。
三松堂の日曜《あんの日》

《あんの日》 
毎週日曜開催 　三松堂本店限定

朝10時～売切次第終了　【全て数量限定】
※今月は８/14㈰はお休み

暑い夏だからこそ、美味しく感じるスイーツがあります。津和野の老

舗和菓子店・三松堂が毎週日曜に開催している《あんの日》。この

日には出来たて・作り立てのあんを使った、特別なお菓子が揃います。

８月は人気のかき氷メニューも登場！益田産のとっておきのメロンを贅

沢にシロップにして使った「かき氷 益田産メロン」や、和と洋が溶

け合う新感覚パフェ「あんみつパフェ 珈琲」など、老舗和菓子店な

らではの特別な甘味がずらり。どれも、暑い季節だからこそ、一層美

味しく感じる逸品ばかりです。今度の日曜は、山陰の小京都・津和

野へ涼みに出掛けてみませんか？3

1

2

かき氷　益田産メロン

【第一弾】 ８月7日㈰
・抹茶とクリームのむしどら
・津和野おぐら
・あんみつパフェ 珈琲
・粒あんと抹茶のムース

【第二弾】 ８月21日㈰
・抹茶とクリームのむしどら
・粒あんのどら焼き
・あんみつパフェ 珈琲
・粒あんと抹茶のムース

【第三弾】 ８月28日㈰
　・抹茶とクリームのむしどら
　・粒あんのシュークリーム　
　・あんぱん バター
　・あんもち
　・あんみつパフェ 珈琲
　・粒あんと抹茶のムース

＊毎週日曜限定＊ 

日曜喫茶
11:00～16:00
※8/14はお休み

今月の日曜喫茶は、

かき氷 益田産メロン

が登場！この他にア

イスコーヒーオリジ

ナルブレンド「倭の風」

や、まめ茶もあり。

11

たっぷりの生地が歩くと揺れて涼やか

なオールインワン。そんな大人のリラッ

クススタイルには、程よい存在感の

あるスタッズ付きトングサンダルや

チョーカーで、洒落感をプラス。

今から沢山使える夏アイテム

も、セールでお得にゲットして、

楽でかわいい最強夏スタイルを

楽しんで!!

中央線

西京
銀行

YAMADA
電機

GS
モスバーガー

ゆめタウン
下松

光▶
◀周南

末
武
大
通
り

ココ

▲R2

下松市中央町12-16　 0833-44-8930
営 10:30～19:00　休 1/1　 P５台

A
アルフィ

LFIE 下松店下松

オールインワン¥12,980

タンクトップ¥6,380→¥3,190

サンダル¥5,390→¥2,695

FINAL SALE 
☆☆50%OFF☆☆ 誰もが手に入りやすい

優れた家具を世に送

り出し“庶民のデザイ

ナー”として知られた

デザイナー、ボーエ・

モーエンセン。彼が

自宅のバルコニー用

に デ ザ イ ン し た

OUTDOOR SERIESを、カール・ハンセン＆サンによって復刻したのが

「BMアウトドアシリーズ」です。無駄のないシンプルなフォルムながら

細部のディティールが美しく、“場所を取らないコンパクトさ”と“優れ

た使用感”を求めて全て折り畳み式なのも魅力。素材は無塗装の

FSC®認証のチーク材が使われ、貴重な森の保全にも貢献しています。

上質な心地よさを、ぜひお店で確かめてみてください。

山口市三の宮1-1-58
083-929-3555

営金土日10:00～17:00（火～木は予約営業） 
休月曜、祝日、第２・４日曜
P あり（店前）　
http://www.trussfactory.com 上山口◀山口駅

大殿小

みつおか
歯科

ENEOS

県道204

赤十字
病院

ココ

宮野駅▶

▲R9

〒

T
トラスファクトリー

RUSS FACTORY山口

自然に優しく、人に心地いいアウトドアチェア

Google map

0834-34-8366
営 11:00～20:00
休火曜　 P あり

銀色バイク

周南公立大学

R2

中
央
病
院

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー

セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

防府 下松

徳山東I.C

城ケ丘
   公園

Ｇ
Ｓ

ココ

周南 B
ビーンズ

EANS

涼し気な素材の洋服や夏に活躍するサンダルが揃うBEANSでは、

７/30㈯～８/15㈪の期間限定で【SUMMER SALE】を開催!今年は

「BIRKENSTOCK」をはじめ、クラシカルなデザインの「Loint's」

や革素材が心地よい「organic handloom」、シーズナルアイテムが

20～30％OFFになります。カラフルなカラーやデザインに加え、

足のことを第一に考えて機能性も兼ね備えたシューズは、履き心地

の良さに虜になるはず。さらに、アパレル、アクセサリー、バッグ、

ウォレットなども各種10％OFFに!色や素材、形にも随所にこだわり

が詰まった洋服とアクセサリー、そしてコーディネートのアクセントに

なるバッグは夏の間に手に入れたいところ。試着もできるので、実

際に手に取りながら夏のおしゃれを楽しんでくださいね。

＝SUMMER SALE 2022＝
今こそチャンス、真夏のセール。

Seasonal Sale!

BIRKENSTOCK・Loint's・
organic handloom・
シーズナルアイテム
【20～30%OFF】

※定番モデルはSALE対象、他セール対象外あり

７/ 30㈯～８/15㈪

アパレル・アクセサリー・
バッグ・ウォレット・etc
各アイテム【10%OFF】

※アンティークウォッチはSALE対象外

Sale! ７/ 30㈯～８/15㈪
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今知っておきたい山口ネタが満載です。

2022 .AUGUST

ートライアングルトピックスー

海やプール、イベントなどお出かけが楽しい季節の到来!せっかくなら夏

だけでも明るい髪色に挑戦したい…そんな方は自然派志向の『T-two』へ。

圧倒的人気のオーガニック·パウダーカラー【和漢彩染】￥8,316～なら、

髪と地肌へのダメージを通常よりも軽減!髪本来のハリ·コシはそのままに、

染めるほど透明感のある髪へと導きますよ。新たな髪色で、夏のお出か

けを全力で楽しんじゃおう♪※８/21㈰～24㈬は夏休み、８/２㈫は営業

ココ
柳井市役所

R188

柳井高校

ダイレックス

コイン
ランドリー

◀田布施

◀光 警察署

〒

MrMAX

GS

自然派カラーで、夏のお出かけをもっと楽しく!

designing hair 

T
ティー・トゥー

-two
柳井市南町7-13-9
0820-23-9887

営 9:00～19:00 ※金曜20:00迄
休月曜、第1火曜、第3日曜
P あり　☆予約優先

パウダーの組み合わせは無限大!豊富なカラーバリエーションから楽しめます。

柳井

ケンタッキー

※ケンタッキー
交差点から300m

R2 下松▶

徳山大▶

ココ
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

相談料 …１回￥3,000
※赤ちゃんの命名のみ￥5,000

　姓名判断、悩み相談、方位学、

命名等々。新築相談の家相・

　風水も人気です！

　（時間・1人平均約45分）

＊原則的に追加料金はありません。

＊宗教・祈祷とは関係ありません。

＊金品を売りつけたり、会員を強要する

ことはありませんのでご安心を。

秘密厳守の為、

ー完全予約制ー
☎090-5379-6700

姓名学・家相・悩み相談・命名…

中央運命学
カウンセリング

周南市孝田町6-10 コーポクマガイ1F店舗
090-5379-6700　 0834-28-1880 
★秘密厳守のため完全予約制
P あり
https://jp-max.com/ad/
☆Instagram（＠chuouunm）あり

テレビや新聞など、度々メディア

でも取り上げられ、確かなキャリ

アと親しみやすさで人気の「中央

運命学カウンセリング」。姓名判

断をはじめ統計で鑑定した運命学

をもとに、あなたの解決したい問

題にズバリ切り込み、アドバイス

をしていきます！心に積もる不安や

悩みは、ひとりで抱えていていな

いで、ぜひご相談してみてくださ

いね。またお子さんや店名の名付

け、新築の家相などのアドバイス

にも定評があります。

思い描く未来に向けて、一歩踏み出そう。

周南
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A
アクティブスポーツ

CTIVESPORTS

山口市小郡明治1-4-11【新山口駅北口300m】
083-973-183８　fax.083-973-4657

営平日12:00～、土日祝11:00～ 休不定休　 P あり

創業41年のアクティブスポーツ。

１年を通して楽しめる車のトランク

に入るSUPから本格的なSUP、

サーフボード、スケートボード、

登山・クライミング用品などまで

幅広く、そして多数取り扱い♪何

でも相談に乗ってくれる、気さく

なオーナーが待っています！

まじめなSUP・サーフボード・スノボ屋さん

新山口
周防下郷

　山陽自動車
▼山口南インター

スーパー
アルク

中国道
小郡インター▶

ココ
山口銀行

山口

◎ 創業 41年

●スターボード特約店

　 …格安販売中

●SUP・パドルボード 

　 …20本以上在庫・

　　　30％OFF～

● ウエットスーツ

　 …新品￥10,000～

● スノーボード購入で、

　 ビンディングサービス

●OAKLEY サングラス

　 …2022北京オリンピック

　　　限定モデル入荷 !!

いつも良心的価格

和装もおまかせ！
人気のメープルヒルのフォトW

ウエディング

「結婚式はまだだけど、とりあえず写真が欲しい」「コロナで取りやめになった

けど、写真だけは欲しい」そんなカップルにはぜひメープルヒルのフォトウ

エディングを！お気に入りのドレス&タキシードを着て、プロのカメラマンに撮

影してもらえる人気の企画です。土日祝日も可能で、ご親族やご友人を招

待しての撮影やチャペル内での撮影、なんとペット同伴での撮影もOK!!また、

オプションでそのまま外国人牧師による人気のチャペルWもでき、その後の

家族や友人との食事会もおまかせです。後日友人やお世話になった方への

披露宴パーティーも予算に合わせ自由にプランニングできますよ。今なら結

婚するお二人に「ペア食事券」をプレゼント♪（先着10組様）ぜひ相談し

てみて。※ご精算は実施後（カード、クレジット分割もOK）

周南市徳山西北山7681-1
0120-63-8139
0120-024-288（水曜のみ）

営11:00～20:00　休水曜（祝日の場合営業）
P 50台

http://www.maplehill.co.jp

ココ

青山 ハローワーク

山口
銀行

～～

～ ～～ ～

住吉中

R2

旧R2
周南
市役所

◀防府 徳山
ワールド
リカーズ

ブライダル
専用カウンター

▲鹿野

周
南

警
察
署

ウエディング

メープルヒル 周南

▲▼▲ メープルヒルのフォトウエディング ▲▼▲
森のチャペル「アンジェラ」

オプション 『森の小さな結婚式』
+
プラス
 ￥60,500

※サービス料込・ゲスト数は制限なし

♡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

  Ⓐ¥71,500  タキシード・白ドレス
  Ⓑ¥121,000　タキシード・白ドレス・色ドレス
  Ⓒ¥198,000　タキシード・白ドレス・紋付・色打掛

※ヘアメーク、着付料金、撮影料金、全て含まれています。

ペアお食事券

プレゼント！
(先着10名様)

※全て含まれています。

三光寺お守りステッカー

盆の塔婆供養の様子。
美しくともる、提灯が飾られます。

▲
岩
国
Ｒ
２

◀
八
代

▲
三
丘

  セブン
イレブンJA

熊毛
  I.C
熊毛
  I.C

アサヒミネラル
工業看板
アサヒミネラル
工業看板

　　アサヒ
ミネラル工業

三光寺
石碑

ココ

▼下松

高
水

美
容
室

周南七福神弁財天札所 

周南市（旧熊毛町）清尾 
＊山陽自動車道熊毛ICより車5分、
JR高水駅より徒歩15分　
0833-91-0459　

開受付8:30～17:00　
P あり　http://www.sankouji.or.jp/

周南市七福神 弁財天様の

札所にあたる“心願成就寺”

三光寺。良縁、子宝成就、

病気平癒、商売繁盛や、

先祖供養・水子供養など、

いろんなご祈祷もお願いで

きるお寺です。８月23日㈫

には塔婆供養が行われ、

本堂は色とりどりの提灯で

飾られた美しい空間になります。当日までにご不要の提灯を持参すれば、

一緒に供養してもらうこともできますよ。また、お盆にはご先祖様のお

墓参りもお忘れなく。

★護摩祈願（毎月１日）、

　施餓鬼供養（毎月14・15日）

※位牌堂にて、永代供養もできます。

お盆はゆっくり、ご先祖様に想いを馳せて。

周南 熊毛王国極楽巡り札所 三
さんこうじ

光寺
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RY-ANGLE

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

T
TOPICS

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。

2022 .AUGUST

ートライアングルトピックスー

海やプール、イベントなどお出かけが楽しい季節の到来!せっかくなら夏

だけでも明るい髪色に挑戦したい…そんな方は自然派志向の『T-two』へ。

圧倒的人気のオーガニック·パウダーカラー【和漢彩染】￥8,316～なら、

髪と地肌へのダメージを通常よりも軽減!髪本来のハリ·コシはそのままに、

染めるほど透明感のある髪へと導きますよ。新たな髪色で、夏のお出か

けを全力で楽しんじゃおう♪※８/21㈰～24㈬は夏休み、８/２㈫は営業

ココ
柳井市役所

R188

柳井高校

ダイレックス

コイン
ランドリー

◀田布施

◀光 警察署

〒

MrMAX

GS

自然派カラーで、夏のお出かけをもっと楽しく!

designing hair 

T
ティー・トゥー

-two
柳井市南町7-13-9
0820-23-9887

営 9:00～19:00 ※金曜20:00迄
休月曜、第1火曜、第3日曜
P あり　☆予約優先

パウダーの組み合わせは無限大!豊富なカラーバリエーションから楽しめます。

柳井

ケンタッキー

※ケンタッキー
交差点から300m

R2 下松▶

徳山大▶

ココ
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

相談料 …１回￥3,000
※赤ちゃんの命名のみ￥5,000

　姓名判断、悩み相談、方位学、

命名等々。新築相談の家相・

　風水も人気です！

　（時間・1人平均約45分）

＊原則的に追加料金はありません。

＊宗教・祈祷とは関係ありません。

＊金品を売りつけたり、会員を強要する

ことはありませんのでご安心を。

秘密厳守の為、

ー完全予約制ー
☎090-5379-6700

姓名学・家相・悩み相談・命名…

中央運命学
カウンセリング

周南市孝田町6-10 コーポクマガイ1F店舗
090-5379-6700　 0834-28-1880 
★秘密厳守のため完全予約制
P あり
https://jp-max.com/ad/
☆Instagram（＠chuouunm）あり

テレビや新聞など、度々メディア

でも取り上げられ、確かなキャリ

アと親しみやすさで人気の「中央

運命学カウンセリング」。姓名判

断をはじめ統計で鑑定した運命学

をもとに、あなたの解決したい問

題にズバリ切り込み、アドバイス

をしていきます！心に積もる不安や

悩みは、ひとりで抱えていていな

いで、ぜひご相談してみてくださ

いね。またお子さんや店名の名付

け、新築の家相などのアドバイス

にも定評があります。

思い描く未来に向けて、一歩踏み出そう。

周南
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A
アクティブスポーツ

CTIVESPORTS

山口市小郡明治1-4-11【新山口駅北口300m】
083-973-183８　fax.083-973-4657

営平日12:00～、土日祝11:00～ 休不定休　 P あり

創業41年のアクティブスポーツ。

１年を通して楽しめる車のトランク

に入るSUPから本格的なSUP、

サーフボード、スケートボード、

登山・クライミング用品などまで

幅広く、そして多数取り扱い♪何

でも相談に乗ってくれる、気さく

なオーナーが待っています！

まじめなSUP・サーフボード・スノボ屋さん

新山口
周防下郷

　山陽自動車
▼山口南インター

スーパー
アルク

中国道
小郡インター▶

ココ
山口銀行

山口

◎ 創業 41年

●スターボード特約店

　 …格安販売中

●SUP・パドルボード 

　 …20本以上在庫・

　　　30％OFF～

● ウエットスーツ

　 …新品￥10,000～

● スノーボード購入で、

　 ビンディングサービス

●OAKLEY サングラス

　 …2022北京オリンピック

　　　限定モデル入荷 !!

いつも良心的価格

和装もおまかせ！
人気のメープルヒルのフォトW

ウエディング

「結婚式はまだだけど、とりあえず写真が欲しい」「コロナで取りやめになった

けど、写真だけは欲しい」そんなカップルにはぜひメープルヒルのフォトウ

エディングを！お気に入りのドレス&タキシードを着て、プロのカメラマンに撮

影してもらえる人気の企画です。土日祝日も可能で、ご親族やご友人を招

待しての撮影やチャペル内での撮影、なんとペット同伴での撮影もOK!!また、

オプションでそのまま外国人牧師による人気のチャペルWもでき、その後の

家族や友人との食事会もおまかせです。後日友人やお世話になった方への

披露宴パーティーも予算に合わせ自由にプランニングできますよ。今なら結

婚するお二人に「ペア食事券」をプレゼント♪（先着10組様）ぜひ相談し

てみて。※ご精算は実施後（カード、クレジット分割もOK）

周南市徳山西北山7681-1
0120-63-8139
0120-024-288（水曜のみ）

営11:00～20:00　休水曜（祝日の場合営業）
P 50台

http://www.maplehill.co.jp

ココ

青山 ハローワーク

山口
銀行

～～

～ ～～ ～

住吉中

R2

旧R2
周南
市役所

◀防府 徳山
ワールド
リカーズ

ブライダル
専用カウンター

▲鹿野

周
南

警
察
署

ウエディング

メープルヒル 周南

▲▼▲ メープルヒルのフォトウエディング ▲▼▲
森のチャペル「アンジェラ」

オプション 『森の小さな結婚式』
+
プラス
 ￥60,500

※サービス料込・ゲスト数は制限なし

♡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

  Ⓐ¥71,500  タキシード・白ドレス
  Ⓑ¥121,000　タキシード・白ドレス・色ドレス
  Ⓒ¥198,000　タキシード・白ドレス・紋付・色打掛

※ヘアメーク、着付料金、撮影料金、全て含まれています。

ペアお食事券

プレゼント！
(先着10名様)

※全て含まれています。

三光寺お守りステッカー

盆の塔婆供養の様子。
美しくともる、提灯が飾られます。

▲
岩
国
Ｒ
２

◀
八
代

▲
三
丘

  セブン
イレブンJA

熊毛
  I.C
熊毛
  I.C

アサヒミネラル
工業看板
アサヒミネラル
工業看板

　　アサヒ
ミネラル工業

三光寺
石碑

ココ

▼下松

高
水

美
容
室

周南七福神弁財天札所 

周南市（旧熊毛町）清尾 
＊山陽自動車道熊毛ICより車5分、
JR高水駅より徒歩15分　
0833-91-0459　

開受付8:30～17:00　
P あり　http://www.sankouji.or.jp/

周南市七福神 弁財天様の

札所にあたる“心願成就寺”

三光寺。良縁、子宝成就、

病気平癒、商売繁盛や、

先祖供養・水子供養など、

いろんなご祈祷もお願いで

きるお寺です。８月23日㈫

には塔婆供養が行われ、

本堂は色とりどりの提灯で

飾られた美しい空間になります。当日までにご不要の提灯を持参すれば、

一緒に供養してもらうこともできますよ。また、お盆にはご先祖様のお

墓参りもお忘れなく。

★護摩祈願（毎月１日）、

　施餓鬼供養（毎月14・15日）

※位牌堂にて、永代供養もできます。

お盆はゆっくり、ご先祖様に想いを馳せて。

周南 熊毛王国極楽巡り札所 三
さんこうじ

光寺
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