シンフォニア岩国友の会会員証で岩国をもっと楽しもう！

友の会協賛店
NEW

imm coﬀee＆roastery

各サービスは友の会会員証を

ベーカリー

会計時

飲食代金 5%割引

10%割引

1個プレゼント
住所 岩国市岩国1-20-46 TEL 0827-88-0040
営業 金・土・日 9:00〜18:00 月・火・木 9:00〜17:00
定休 毎週水曜

住所 岩国市麻里布町5-5-20
営業 10:00〜17:00
定休 日・月曜・祝日

岩国フォーク村

岩国縁家

TEL 050-8881-5120

いわ くに ゆかり や

500円引
100円引

店内イートインあります！
！

住所 岩国市麻里布町3-5-27
TEL 0827-21-2777
営業・定休 お問い合わせください
（ディナーは要予約）

住所 岩国市麻里布町2-1-18
TEL 0827-21-2242 営業 7：30〜19：00
定休 毎週月曜

宇兵衛寿司 黒磯店

花鳥風月〜Chinese Dining〜
お食事代金より

飲食代金 5%割引

飲食代金（お会計より5%引き）

5％割引

昼はカラオケ、夜は生演奏。
貴方もフォーク村の村民になろう
！
ギター教室 生徒募集中！

全商品 10%割引

アットホームな雰囲気で
手作り料理をどうぞ

焼き立てのパンが
30種類ほど並びます。

自家焙煎の
スペシャルティコーヒー店です。

※その他の重複サービス無し。

岩国アンデルセン

青い鳥

Lykke Bakery

コーヒー豆を購入で
ドリップバックを

夜の部フリードリンク→
ランチメニュー →

※下記はクーポン券ではありません。

ご提示の上、ご利用ください。

リュッケ

NEW

協賛店にて友の会会員証を提示していただくと、
お得なサービスが受けられます！

下記はクーポン券ではありません。

お一人様につき100円引

ご家族の皆様で
楽しい食事しませんか？

岩国五蔵ございます！

本格中華から創作中華まで、
掘りごたつの店内でどうぞ！

住所 岩国市麻里布町3-15-23 TEL 0827-24-2855
営業 昼 11：00〜17：00 夜 19：00〜25：00
定休 不定休

住所 岩国市麻里布町2-3-26 TEL 0827-29-0980
営業 16：00〜23：30
（ラストオーダー 23：00）
定休 不定休

住所 岩国市黒磯町1-2-5 TEL 0827-31-6711
営業 11：00〜21：00 定休 月曜

住所 岩国市麻里布町5-1-11 TEL 0827-23-6000
営業 ランチ 11：00〜14：00／ディナー 17：00〜22：00
定休 日曜・月曜が祝日の場合

季節料理 喜代

キングスカフェ

御飯屋 ゆき乃

THE BROCCOLI GRILL

レギュラーコーヒー
(他の割引とは併用不可)

サービス
住所 岩国市麻里布町3-9-2 TEL 0827-22-2166
営業 17：30〜23：00 定休 日曜

タコライスやスパムむすび、コナコー
ヒーなどハワイアンメニューを気軽に
お楽しみください。お持ち帰りもOK！
住所 岩国市三笠町1-1-1
（シンフォニア岩国内）
TEL 070-8439-7995
営業 水〜日 11：00〜17：00 定休 月・火曜 ※祝日は営業

TEX-MEXマイクス岩国店

住所 岩国市麻里布町6-5-13 TEL 0827-24-6611
営業 17：00〜23：00
（ラストオーダー 22:30）
定休 日曜・祝日

住所 岩国市麻里布町3-9-7 白木ビル201 TEL 090-8360-2788
営業 11:30〜14:00・18:00〜21:00／水 18:00〜21:00
定休 日曜・第1・3月曜

Piano

BAR BVRES

気軽にメキシカン！
一歩入れば異国文化

生ビール、グラスワイン
スパークリングワイン

飲食代金 5%割引

無料サービス

サービス（17：00〜20：00）

木の温もりの店内は
カジュアルで落ち着く空間

1杯サービス！
歓送迎会、女子会、結婚式の二次
会などパーティーにも対応します。

女性の方だけでも
楽しめるお店です♪

住所 岩国市三笠町1-7-12 TEL 0827-24-7001
営業 月・火・木 17：00〜20：00／金・土 17：00〜20：30
土ランチ 11：30〜14：00 定休 水曜・日曜

住所 岩国市麻里布町2-2-2 アーバン222 2F
TEL 0827-35-4387
営業 20：00〜28：00 定休 水曜

住所 岩国市麻里布町6-4-1
（住田ビル4F）
TEL 0827-24-8118
営業 20：00〜24：00 定休 日曜

住所 岩国市麻里布町6-3-10 1F
営業 19：00〜26：00 定休 日曜

himaar

無窮花

Mojo Curry

レストラン サコ

2,000円（税抜）以上のお買い物で

粗品進呈

うつわや木工品など個人作家に
よるクラフトを中心に展示＆販売。
住所 岩国市今津町1-10-3 TEL 0827-29-0851
営業 12：00〜18：00 定休 月曜・土曜

住所 岩国市麻里布町3-2-20
営業 17：30〜23：00

ワインバールAppellation

双葉園 今津本店
店頭商品

ワインワングラス

（ お持ち帰りに限る）

サービス

大人のくつろげる空間で
世界中のワインが楽しめます！

TEL 0827-22-8013

5%割引

2018年3月 リニューアル
OPENしました！

TEL 0827-23-3373

飲食代金 5%割引

ドリンクセットのソフトドリンク

飲食代金 5%割引
駐車場のサービス券ございます。

サービス

こだわりのハンバーガーと旬の野
菜や鮮魚料理を提供する、
グリル
食堂です。

家庭料理と数十種の酒、
くつろぎのお店です。

ドリンク1杯

ソフトドリンク1杯

通常350円の
ソフトドリンクを

飲食代金 5%割引

¥2８0を¥2５0（税込）

ワンドリンク

1杯サービス

創業58年の味を受け継ぐ14種類の
サンドイッチに、焼きそば、タコライスな
ど沢山のメニューがそろっています。

2階にある隠れ家的カレー専門店
2種類のカレーが選べます。
住所 岩国市麻里布町2-3-13 2F TEL 0827-23-1875
営業 平日 11:30〜15:00／17:30〜20：00
日祝 11:30〜19:00 定休 火曜

住所 岩国市車町2-8-25 TEL 0827-22-8999
営業 水〜土 11:00〜14:00
定休 日・月・火曜 ■P 15台有

双葉園 平田店

ふちだ楽器店
店頭商品

❶ヤマハ大人の音楽レッスン

（お持ち帰りに限る）

5%割引

入会金免除

❷全商品 5%割引

お喜びの花、悲しみの花、
イベントの花は双葉園へ

住所 岩国市麻里布町6-4-1
（住田ビル3F）
TEL 0827-24-3365
営業 18：00〜24：00 定休 日曜・祝日・年末年始

住所 岩国市今津町5-4-5 TEL 0827-24-3513
営業 9：00〜18：00
定休 日曜
（前日までのご予約は配達可能）

住所 岩国市南岩国町2-76-27
（中央フード平田店内）
TEL 0827-31-1455
営業 9：00〜18：30 定休 正月5日間

住所 岩国市麻里布町1-5-24 TEL 0827-24-1500
営業 10：00〜19：00 定休 火曜

フローリスト花時間

りんごの木美容室

ジーンズオリジナルプリント ヤング

岩国シティビューホテル

店頭商品 5%割引
花を贈るなら、ユニークで
温かく効果的に！

技術料・商品 5%割引
高濃度水素トリートメント
髪のシワ取り・白髪の抑制

住所 岩国市麻里布町7-3-1 TEL 0827-24-3331
営業 10：00〜19：00 定休 日曜
（事前予約可能）

住所 岩国市今津町1-2-21 TEL 0827-23-0901
営業 9：00〜19：00 定休 毎週月曜・第1火曜・第3日曜

岩国プラザホテル

グリーンリッチホテル岩国駅前

【宿泊料金】
シングル 5,000円→
ツイン 11,000円→

4,800円
10,000円

シンフォニア岩国まで
徒歩10分、車で5分
住所 岩国市麻里布町2-9-30 TEL 0827-29-0111
営業 チェックイン15：00〜 チェックアウト〜10：00

【宿泊料金】
シングルA・JM7,100円→
プレミアム9,300円→

6,000円
7,300円

ふちだ

店頭商品 5%割引

人工温泉（大浴場）

700円→ 650円

貴方だけのオリジナルを
作りませんか？
住所 岩国市麻里布町6-4-18 TEL 0827-22-1234
営業 10：00〜19：00 定休 日曜

検索

住所 岩国市麻里布町3-1-12 TEL 0827-22-1341
（水曜日16：00〜）
営業 大浴場営業時間10：00〜20：00
詳しくはお問い合わせください

※各店のサービスを受ける際は、会員証が必要です。
（ご本人のみ有効）
※各協賛店特典と他割引等は併用できません。
※営業時間、定休日等は変更となる場合がございます。

詳しくは各店に
直接お問い合わせ
ください。

岩国駅徒歩3分の
デザイナーズホテル 大浴場あり
住所 岩国市麻里布町2-5-21
岩国錦帯橋空港より車で7分

TEL 0827-29-5555

主催公演のチラシ・ポスターを掲示いただけるお店、企業などを募集しています。
ご協力いただける場合はシンフォニア岩国までご連絡ください。

