
は

バス半額手形でプレミアムな週末を

プレミアムフライデー

・乗降場所のいずれかが市内に限ります。
・支払いは現金のみ（バスカードは使えません。）

・高齢者等バス・タクシー運賃助成券と併用でき
ます。その他の割引制度との併用はできません。

・高速バス・観光バスには使えません。

毎月月末金曜日（プレミアムフラ
イデー）にバス半額手形を提示す
ると運賃が半額に!!

さらに!!
協賛店舗で提示して、お得な
サービスを受けよう!!

PREMIUMFRIDAY

防府市にお住まいの方
市内へ通学、通勤されている方もOK

防府市桑山1-1-15

 24-3000     防府駅前市役所前

11:30～15:00  17:00～22:00

木曜日

お土産1つプレゼント

本人のみ

ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｳｲﾗﾆ

上天神町4-27

 28-2250     防府天満宮

9:00～21:00(LO) 水のみ～16:00(LO)

第2･4木曜日

飲食代5%OFF 本人のみ

車塚町2-27

 23-8688     新天地車塚

ドリンク
２杯目サービス

18:00～24:00        不定休

グループ全員

車塚町1-23

 23-7337     新天地車塚

18:00～24:00 日曜日

ファーストドリンク
1杯サービス 本人のみ

車塚町2-23-2F 第7ハワイ屋ビル

 28-9909     新天地車塚

■単品 1杯目サービス

17:00～24:00 不定休

■コース 1時間飲み放題延長サービス

(お一人2,000円以上のお会計で）

(グループ全員50名まで）

宮市町6-18

 22-0340     防府天満宮

11:00～15:00 17:00～21:00

火曜日 第1水曜日

デザート1品サービス
※コースは除く ※他サービスとの併用不可

本人のみ

天神1-6-15

 22-5471     天神町新天地

11:00～22:00

月曜日(祝祭日時は翌営業日)

焼酎orソフトドリンク
1杯サービス

本人のみ

栄町2-2-37

 28-8962     天神町

10:00～19:00(LO 18:30)

月曜日(祝日の場合は振替)

100円OFF

車塚町2-19

 24-0027     新天地車塚

18:00～23:35       水曜日

生ビール1杯サービス

お食事されたお客様に 本人のみ

中央町1-3 イオン防府店2Ｆ

 22-9066     防府駅前

9:00～24:00        無休

抽選で映画無料鑑賞券
毎月3名様にプレゼント

イオンシネマ防府の入場口でバス半額手形を提示さ
れた方に、応募用紙を配付します。この応募用紙で
翌月10日までに応募された方の中から

本人のみ

天神1丁目2番1号

 38-7888     新天地

18:00～25:00         不定休

おまかせ焼鳥3本
サービス

本人のみ

※他サービスとの併用不可

＜問合せ先＞
防府市地域公共交通活性化協議会（事務局：市政策推進課）
〒747-8501 防府市寿町7番1号
TEL:0835-25-2119  FAX:0835-25-2190

イオンシネマ防府からのご案内

●毎週月曜日は 「ハッピーマンデー」
みなさま1,100円
●55歳以上のお客様は 「ハッピー55」
いつでも1,100円

市内協賛
店舗一覧



山口市大内御堀1-1-1

 083-925-8588     宮島町

10％OFF

11:00～22:00       月曜日

会計時
飲食代

グループ全員

山口市宮野上1712-6

 083-922-4743     七房

平 日 11:00～15:00,17:00～21:45
土日祝 11:00～21:45

木曜日

飲食代10％OFF
グループ全員

山口市中市町3-33

 083-922-0267     西京橋

18:30～24:00       日曜日 祝日

ZERO
プラン

※現金のみ対応
(生ビール、焼酎、ウイスキーなど
＋日替わりおつまみ)

(税込)
(90分)

グループ全員

山口市中河原7

 083-902-5617     西京橋

11:00～18:00       不定休

たこせん
1ヶサービス 本人のみ

山口市中市町6-1

 083-922-6776     西京橋

2,000円

飲み物3杯（焼酎は指定のもの）
＋小鉢3品で

グループ全員

18:00～24:00       日曜日 祝日

山口市駅通り1-7-5

 083-920-2114     今市通

17:30～23:30       不定休

大阪風いか焼き
トッピングサービス
※いか焼き注文枚数分 ※コースは除く

山口市駅通り2-1-13

 090-5704-6371     今市通米屋町

17:00～24:00        年末年始

ドリンク1杯サービス
グループ全員

山口市駅通り1-3-2 サンコーポビル1F

 083-921-5636     山口駅昭和町

11:00～14:00  17:00～22:00

水曜日

8％OFF
※他サービスとの併用不可

グループ全員

山口市道場門前2-3-7

 083-928-8369     どうもんパーク前

7:00～19:00      不定休

鉄板焼きそば700円(税抜)を

10%OFFの630円(税抜)

本人のみ

山口市中市町5-17

 083-925-7775     西京橋

17:00～23:00

日･月･祝日他

生ビール1杯とおでん1品を
ワンコイン(500円)

グループ全員

山口市道場門前2-5-11

 083-920-0908 今市通

11:00～21:30 水曜日

2人様以上で上うな重又は上ひつまぶしを御注文の方

合計額から1,000円値引き

2名様まで
※他サービスとの併用不可

山口市中園町4-8
otemaotomo@gmail.com

12:00～18:00        不定休

済生会病院前山口保育園前山口第二保育園入口

レンタルスペース貸切料金半額
※E-mail又はホームページのおたよりフォームから
お申込みください。(要予約)

グループ全員

山口市本町2-4-14

 083-921-1717 荒高昭和町

10:00～18:00        不定休

フロートを含むドリンクメニュー

10%OFF グループ全員

山口市道場門前2-6-24

 083-924-3290      本圀寺前

17:30～23:00       日曜日

山口の地酒1本(300ml)
サービス

グループ全員※他サービスとの併用不可
※現金のみ対応
※何人きても300ml 1本サービス

山口市湯田温泉1-10-9

 083-920-1151      湯田温泉

山口市道場門前2-4-23

 070-2366-1192     今市通

19:00～ 日曜日

店長のおすすめ小鉢
1品サービス 本人のみ

山口市内
協賛店舗一覧

山口市湯田温泉2-1-18 クイーンビル5F

 083-923-7961     湯田温泉

20:00～翌1:00 日曜日 祝日

ファーストドリンク
1杯サービス

グループ全員
※他サービスとの併用不可

18:00～翌2:00       日曜日

会計時
飲食代10％OFF

グループ全員

山口市湯田温泉2-3-3

 083-928-7763     湯田温泉

18:00～24:00       日曜日

会計時
飲食代10％OFF

グループ全員※現金のみ対応

山口市湯田温泉2-1-18 クイーンビル2F

 083-932-0525      湯田温泉

20:00～翌1:00      日曜日 祝日

生ビール
1杯サービス 1枚につき

10名まで※現金のみ対応

山口市周布町1-10

 083-941-5808     下湯田

18:00～24:00       不定休

ファーストドリンク
1杯サービス

グループ全員※他サービスとの併用不可

山口市周布町1-22

 083-920-0353     下湯田

18:00～翌1:00       不定休

会計時
飲食代10％OFF

グループ全員

山口市湯田温泉1-9-5 アビターレYuda101

 083-902-6531     湯田温泉

18:00～翌2:00      日曜日 祝日

お好きな日本酒
1杯サービス

本人のみ
※他サービスとの併用不可

山口市熊野町4-15

083-934-0088    湯田温泉NTT山口前

18:00～24:00      日曜日

山口の地酒
1杯サービス

5名様まで※他サービスとの併用不可
※現金のみ対応

山口市小郡下郷1292-1

 083-973-3917 新山口駅

17:00～翌1:00 水曜日

おまかせ焼鳥
3本サービス 本人のみ

湯田温泉観光
回遊拠点施設

山口市湯田温泉2-1-3

083-921-8818   湯田温泉湯田温泉通

8:00～22:00 無休

足湯料金半額
大人200円⇒100円
小中学生100円⇒50円

本人のみ

山口市小郡御幸町5-24 新山口駅ﾜｲｽ゙ ﾋ゙ ﾙ1F

 083-972-8123 新山口駅

18:00～24:00 日曜日

山口の地酒
1杯サービス

5名様まで

※他サービスとの併用不可
※現金のみ対応

※他サービスとの併用不可 ※他サービスとの併用不可 ※現金のみ対応

※他サービスとの併用不可
※現金のみ対応

※他サービスとの併用不可 ※現金のみ対応

防府市 バス半額手形 検索

※制度の詳細など、詳しくは

※サービス内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

閉店


