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みなさん、山口県といえば何を思い浮かべますか？あぁ!やっぱりフグ
ですよね？実はここ、山口市は「目とお口で楽しむ観口地(かんこう
ち)」なのです！え？知らなかった！？そうなんです！山口には、まだあ
なたの知らない美味しい食べ物がたくさんあるんです。

このサイトでは、山口市を５つのエリアに分け、そのエリアで誕生する
食材にスポットを当てています。また、それらが生まれる地域の素晴ら
しさも併せて紹介します。このサイトで、山口市の新しい魅力を発見し
てください。

★"新着ニュース"★

「あとう」篇

アートで観るやまぐち～「あとう」!
後で見る 共有

「とくぢ」篇

アートで観るやまぐち～「とくぢ」!
後で見る 共有

「あじす」篇

アートで観るやまぐち～「あじす」!
後で見る 共有

「あいお」篇

アートで観るやまぐち～「あいお」!
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

アートで観るやまぐち～「やまぐち!
後で見る 共有

★あとうエリア★

★おいしさは全国区「あとう和牛」
山口県民ならみんな知っている「あとう和牛」。阿東の大自然の恵みを受けて大切に
大切に育てられたあとう和牛は絶品！甘みのある上質な脂はとってもまろやか！道の
駅長門峡でしか購入できず、生産量も限られているのでお越しの際は要チェックです
よ！

★世界レベル「チェーンソーアート」
チェーンソーのイメージからは想像もできないほど繊細で美しい作品たち。華麗なチ
ェーンソーさばきで、数々の作品を生み出すのは、阿東在住の林隆雄さん。圧倒的な
技術で、世界各地で行われる大会でも優勝実績も多数。

★あじすエリア★

★栗より甘い「くりまさる」
しっかりした甘みと栗のような食感が人気のカボチャです。店頭に並ぶ「阿知須くり
まさる」は厳しい基準をクリアしたものだけ。糖度#$度以上というだけあり料理だ
けでなく、お菓子の食材としても人気があります。

★繊細さの極み「タイカービング」
海外でも話題のカービングアーティスト・岸本岳大さん。日本らしさを備えたデザイ
ンで国内外のメディアでも絶賛されています。そんな岸本さんの本職は、板前さん。
きっとお料理も目を見張るような美しさなのでしょうね。

★とくぢエリア★

★主役になれる椎茸です
清流と緑豊かな土地。その徳地の地下水を利用して栽培される徳地しいたけは肉厚で
香り高いのが特徴。脇役ではなく、メインディッシュになる主役級の椎茸です。今回
は見た目もそのままに、その美味しさを引き出した料理を作っていただきました。

★本物と区別がつかない精巧さ！
もう写真にしか見えない！？どうすればこれほど精巧に絵が描けるのでしょうか？驚
くのは、その技術だけではありません。こちらのアーティストは、なんと現役の高校
生（制作当時）なのですから。ちなみに制作時間は%時間くらいだったそうです。将
来がとても楽しみな若いアーティストです。

★あいおエリア★

★車えび養殖発祥の地
瀬戸内海に面した温暖な気候の秋穂。車えびの養殖を日本で初めて事業化したエビの
まちなので、秋穂で育ったえびを「あいおえび」と呼びます。甘くてプリップリの車
えび料理が名物！お刺身、塩焼き、揚げ物など、それぞれ違った車えびの美味しさを
お楽しみください。

★まさに「かみワザ！」
え？！これが紙？！というほど繊細な切り絵を制作する切り絵作家の「切り剣」こと
福田理代さん。&'&でも話題になり国内外のメディアで多数取り上げられる世界的
なアーティスト。たった一枚の紙がこんなすごい作品になるなんて、まさに神(紙)業
ですよね！

★やまぐち・おごおりエリア★

★山口市のオリジナル野菜
ネーミングも可愛いらしい「はなっこりー」は山口市で誕生しました。花も葉も茎も
丸ごと全部食べられる野菜で地元でも愛されています。栄養価も高く、特にビタミン
(はブロッコリーよりも多く含まれています。秋から春にかけての旬の時期にはスー
パーにたくさん並んでいます。

★野菜をそのままの状態で乾燥！
木原製作所の乾燥技術は国内外で高い評価を得ています。動画では山口市の野菜を乾
燥させたものを瑠璃光寺五重塔の作品に使っています。色やツヤはもちろんのこと動
画では伝わりにくい「香り」も良く仕上がっていました。

・トップページ " ・アートマップ " ・イートマップ
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食材には、それが生まれた土地の環境が、その土地の日差し、水、気候、それらの全てが映し出されています。忘れがちなことですが、料理が人の
口に入るまでにはそれ相応の時間が必要です。料理はある意味、いちばん最後の工程です。皿の上に盛り付けられるまでに、ほとんどのことを自然
が行なっているのですから。料理人は、その自然からの贈り物をお客様に伝える存在なのかもしれません。ぜひ、山口市の食材で山口市を体感して
ください。

★!"#$%!&%'()*+（アグリ・キッチン）★

★白狐伝説から飛び出してきた、白いキツネの足跡がっ！
お皿の上に、可愛らしいアートが生まれたよ～！湯田温泉をイメージした盛り付けの
かわいいバーニャカウダーだって。野菜はすべて,--％山口市でとれた新鮮で安全な
ものなんだよ！調理法は、湯田温泉の温泉を使った「ゆだ蒸し」っていうんだって。
アイデアいっぱいの"#$%&%'()*+って一体どんなお店かな？メニューのポイントやお
店のこだわりなどを羽野貴雄さんにお話ししてもらったよ！さあ、みなさんも動画を
見てみてね。

★山口市、山口県産の野菜をふんだんに
野菜のことを知り尽くした農家が作る、野菜の美味しさを存分に生かしたお料理がい
っぱい。心を込めて育てた安心安全な野菜は、いろんなカタチがあるから面白いよ
ね！グルテンフリーにもこだわっている、体に優しいお店だよ。お子様用の椅子も用
意されているから小さなお子様連れも安心！モーニング、ランチ、カフェ、ディナ
ー。お酒もあるよ～。営業時間が幅広いから、みんなが好きな時に楽しめるお店だ
ね！湯田温泉駅から徒歩数秒！の便利さだよ～。
山口市今井町./,-!電話／-01/2-3/4054　営業時間／26--～
316--(78983361-)!定休日／不定休
)'':;<==>#$%?%'()*+8@A;%+*;;8;%'*=

★!BA?%+C!D%?>$%（つきのひかり!★

★ご存知ですか？西京和牛
フレンチって、本当にアートだよね！食べるのがもったいないEっていうけど食べち
ゃうよね！これは、牛肉は牛肉でも、山口市で生まれた西京和牛。まだほとんど知ら
れていない注目の和牛だよ！ね、食通じゃなくっても気になっちゃうよね～。そんな
知る人ぞ知る西京和牛とメニューについて、オーナーシェフの藤岡慎一さんにお話し
してもらったよ！さあ、みなさんも動画を見てみてね。

★郷土愛が詰まった本格フレンチを召し上がれ～！
地元山口の優れた食材や、新たな素材をいち早く取り入れるチャレンジ精神旺盛なシ
ェフのお店。店名にもついている「光」をコンセプトとした店内は、自然な明るさが
心地いい空間だよ。FG山口駅から徒歩H分くらい。商店街の中にあるからお買い物も
一緒に楽しめるよ。誰と食べに行きたい？？あ、いま一番最初に浮かんだ人と訪れて
みてね！
山口市米屋町3/3!電話／-5-/50H-/2H.-（予約専用）-01/2.,/5HH4（問合専
用）!営業時間／,,61-～,56--!(7898,161-)!,H61-～336--!(7898,261-)!定休日／
火曜日・第一水曜日・第三日曜
)'':<=='A?%+C)%?>$%8(CI

★!本長門（ほんながと）★

★阿知須牛を味わえるお店として
職人の技が光る、和食。ユネスコの「無形文化遺産」にも登録されたし、和食は日本
の誇りだよね。「全国肉用牛枝肉共励会」で最高賞を受賞した絶品のブランド牛、阿
知須牛を、熱々の石で焼くのがこのお店のポイント！和食の道の大ベテラン、料理長
の山本陽二さんにお話ししてもらったよ！ちょっと怖そうだけどEそれはどうか
な？？まあ、動画を見てみてよ！

★美味しい和食と温泉でサイコーのひとときを！
阿知須牛はもちろん、いけすと長州赤鶏の料理が名物なんだ。地元の旬の食材にひと
手間かけた料理は、間違いない味だよ！このお料理をゆっくりとプライベート空間で
食べられるんだけど、料金はリーズナブル！だから地元のお客さんがいっぱいなん
だ。お食事のお客様には、その日に使えるホテルの入浴割引券がもらえるよ。美味し
い料理の後は阿知須温泉に浸かって旅気分を満喫してね！
山口市阿知須H1H1/,!宇部H3アジススパホテル,J!電話／-014/45/-,.,!営業時間
／,,：--～,.：--!(7898,161-)!,H：1-～3,：1-!(78983-61-)!定休日／不定休
)'':;<==>K%;A/;:>)C'*L8(CI=)C++>#>'C=
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!"瑠璃光寺五重塔（国宝）
大内氏全盛期の大内文化を伝える寺院で、全国に現存する五重塔のうちで!"番目に
古いんだ。日本三名塔の一つで、室町中期の最も秀でた建造物と評されてるんだっ
て。そんな瑠璃光寺五重塔は山口市民の誇りだよ。梅や桜、冬は白い雪が積もった姿
もとっても似合うんだよね。さすが国宝！という雰囲気だよ。一の重、二の重#なん
だかお腹がすいてきちゃったなあ！

#"常栄寺雪舟庭
大正$!%年に国の史跡・名勝に指定されてるんだ。今から約%""年前、妙喜寺の時代
に、大内政弘が別荘として画僧雪舟に築庭させたものと伝えられ、庭園は本堂の北面
にあって、約&"アール(約'""坪)の広～い内庭、東、西、北の三方が山林となって
るよ。庭園には$&つの重要な視点が置かれていて、それぞれの視点からの三景は趣を
異にしているんだ。だからゆっくりと巡ってみるのがオススメだよ。きっと変化に富
んだ景観を観ることができるから！

$"萩往還（石畳）
江戸への参勤交代での御成道として開かれた萩往還。日本海側の萩と瀬戸内海側の三
田尻港をほぼ直線で結び、全長はおよそ%&()！幕末には維新の志士も往来した歴史
街道だよ。$国史跡に指定され、観光客にも「一度は歩いてみたい道」として選ばれ
る石畳の道は、タイムトリップできそうな空間なんだ。激動の時代を駆け抜けた志士
たちへの思いがあふれるね。

%"山口県政資料館
山口県政資料館（旧県庁舎及び県会議事堂）は、大正２年に起工、大正５年に完成し
たんだ。西洋の近代的な建築様式と伝統的な和様式が融合した大正建築の粋を集めた
貴重な建築物として昭和%'年には国の重要文化財に指定されたんだ。とってもレト
ロで上品な雰囲気だよ。

&"大内塗（山口ふるさと伝承総合センター）
国の伝統的工芸品に指定されている山口の漆工芸・大内塗。その優雅な絵模様が特徴
なんだ。山口ふるさと伝承総合センターは、山口の伝統文化に触れられるスポット
で、大内塗の箸づくり体験ができるよ。世界に一つのお箸は、お土産や旅の記念にピ
ッタリだよね。ここら辺は歴史の雰囲気が残る街並みなので、お散歩するのもオスス
メだよ。

'"一の坂川（桜・ほたる）
室町時代、*+代大内弘世は京に憧れを抱いていて、京の都に模して街づくりを行っ
たんだって。この一の坂川は京都でいう鴨川に見たてられた川なんだけど、数百年経
った今でも趣があって美しいよ。日本人の心はずっと変わらないんだね。あ、僕にも
わかるってことは世界でも通用する美しさかな！？春には桜、初夏には国指定である
天然記念物のゲンジボタルを観ることができるよ！

("山口サビエル記念聖堂
山口サビエル記念聖堂は、サビエルが山口を訪れてから+""年を記念して、昭和*,
年に建てられたんだ。内部にはとっても美しいステンドグラスがあった素敵な建物だ
ったんだけど、平成&年'月%日に火災で焼失してしまったんだ。再建に向け募金活動
なども行われ、平成!"年、白亜に輝く近代的でオシャレな記念聖堂が完成したんだ
よ！僕はどっちも好きだな～。

)"山口県立美術館
昭和%+年に開館した県立美術館は、山口だけでなく県外からもわざわざ足を運ばれ
る方が多いんだよ。都会では行列-大混雑しちゃう展覧会も、ここなら空いていてゆ
っくり鑑賞できたりするからね！鑑賞後は、ミュージアムショップでお買い物した
り、オシャレなカフェでゆっくりした時間を楽しんでほしいな。

*"山口情報芸術センター
波のような形のちょっと個性的でオシャレな外観が目をひくよね。ここは展示空間の
ほか、図書館、映画館、ワークショップ・スペース、レストランなどを併設した複合
施設、通称./01（ワイカム）。ここでしか観ることができない、なかなか粋な名作
映画やダンスや演劇を鑑賞できるんだ！前方にある中央公園もとっても開放的！地元
の方もたくさん遊びに来る憩いの場所だよ。

!+"中原中也記念館
中原中也のふるさと山口市、中也の生家は湯田温泉に広い敷地をもつ大きな医院でし
たが、昭和+,年の火事で茶室と蔵を残して焼失しました。記念館はその生家跡の一
部に建てられており、中也の遺稿や遺品を中心に、貴重な資料が公開されています。

!!"狐の足あと
湯田温泉を満喫したいけど時間がない！という方には絶対オススメ。「観る」「食べ
る」「買う」がココで全部完結しちゃうんだ。カフェで地酒や外郎などが味わえるほ
か、特色のある&つの足湯（有料）で旅の疲れを癒せるよ。最旬の湯田温泉情報が得
られるので、じっくり楽しみたいという方もまず立ち寄ってみてね！

!#"湯田温泉
23湯田温泉駅にドーーーン！！とそびえ立つ白い狐。その正体は#その昔、ケガを
した白い狐が温泉で傷を癒していたという伝説があるんだ。湯田温泉は山口県を代表
する防長四湯のひとつ。アルカリ性単純温泉で、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴
だよ。さらに湯量が豊富で、!日になんと*,"""トンもの天然温泉が湧き出るんだっ
て。ちょっと見当つかないよね。あと、おそらくキツネは入ってこないから安心して
ゆっくり浸かって行ってね！

!$"垂直庭園
23新山口駅の南北自由通路内に作られた垂直の庭園。世界的に有名な植物学者であ
り芸術家の$456789($:;5<9（パトリック・ブラン）さんが監修した、自然を使った
アート作品だよ。彼は建物の壁に植物を植える「垂直庭園」の先駆者なんだ。ここに
使われた約!%"種の植物は、すべて山口市で採取されたものなんだって。毎日の通勤
や通学途中に、日々生長していく植物たちをみんなが見守ってるんだよ。

!%"鋳銭司郷土館
山口市の鋳銭司地区は、平安時代から約*""年にわたって貨幣の鋳造が行われた周防
鋳銭司跡があるんだ。明治維新の先覚者、大村益次郎の出身地でもあるんだよ。ココ
では、周防鋳銭司跡から出土した遺物や様々な日本の貨幣、大村益次郎の資料などが
展示されてるよ。彼の人柄や維新前夜の出来事なども知ることができるよ～。個人的
に思うんだけど#キャラクター化された大村益次郎、コレちょっとやりすぎじゃな
い？！==

!&"周防大橋
周防大橋（すおうおおはし）は阿知須と秋穂を結ぶ全長!"+")の橋。すう～っと伸
びた美しいデザインで、日本名橋百選の一つにも選ばれてるんだ。晴れの日は空の青
と橋の白がなんとも爽やか！夕焼けの時間帯もロマンチックだよ～。風の強い時の走
行は特に運転に気をつけてね！近くには藤尾山公園があるから、ドライブの休憩やお
子さんと遊ぶのにちょうどいいね！

!'"長門峡
一年中を通して美しい風景をみることができるよ！一番賑わうのは秋の紅葉の頃だ
ね。%>)以上ある遊歩道があって美しい渓谷をゆっくりと散策できるんだ。夏には
阿武川で鮎が捕れるよ。入口にある長門峡道の駅「くんくのだいち」では、阿東エリ
アの特産品や、憧れのあとう和牛が手に入るスポットだよ！林さんのチェーンソーア
ート作品もたっくさんあるよ。向かいの23長門峡駅も粋な看板が残ってるから訪れ
てみて。「うゃきんもうゃち」？？僕は初めて見たとき、ゼンゼンワカラナ～イって
なったなあ。

!(",-やまぐち号
力強く走る、それでいて優美な姿は、子どもたちだけでなくカメラマンたちにも大人
気だよね！貴婦人の愛称で親しまれる/%,!号機が、新山口駅から山陰の小京都、津
和野駅までの道のり?*@'()を約*時間かけて走るよ。客室は*"!,年にリニューアル
されたんだけど、AB全盛期に活躍した旧型客車を復刻しているからレトロな雰囲気
が満喫できるよ！さらに運転シミュレーターや投炭ゲームの体験コーナーなど、もっ
とABを楽しめる機能もあるんだって。う～ん、時代っスね～。

!)"船平山
大自然を満喫したい時はやっぱり阿東エリアにおまかせ！「船平つつじ山」とよばれ
るくらい、５月中旬のシーズンには全山が赤や白のツツジの花で埋め尽くされるんだ
よ！,月上旬C下旬にかけては夕菅（ゆうすげ）という、ユリに似た黄色い花の群生
地になるんだ。山頂まで登山道があるので、ちょっと気軽に山登りという方や、家族
連れのピクニックも楽しめるよ。
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食材には、それが生まれた土地の環境が、その土地の日差し、水、気候、それらの全てが映し出されています。忘れがちなことですが、料理が人の
口に入るまでにはそれ相応の時間が必要です。料理はある意味、いちばん最後の工程です。皿の上に盛り付けられるまでに、ほとんどのことを自然
が行なっているのですから。料理人は、その自然からの贈り物をお客様に伝える存在なのかもしれません。ぜひ、山口市の食材で山口市を体感して
ください。

★!"#$%!&%'()*+（アグリ・キッチン）★

★白狐伝説から飛び出してきた、白いキツネの足跡がっ！
お皿の上に、可愛らしいアートが生まれたよ～！湯田温泉をイメージした盛り付けの
かわいいバーニャカウダーだって。野菜はすべて,--％山口市でとれた新鮮で安全な
ものなんだよ！調理法は、湯田温泉の温泉を使った「ゆだ蒸し」っていうんだって。
アイデアいっぱいの"#$%&%'()*+って一体どんなお店かな？メニューのポイントやお
店のこだわりなどを羽野貴雄さんにお話ししてもらったよ！さあ、みなさんも動画を
見てみてね。

★山口市、山口県産の野菜をふんだんに
野菜のことを知り尽くした農家が作る、野菜の美味しさを存分に生かしたお料理がい
っぱい。心を込めて育てた安心安全な野菜は、いろんなカタチがあるから面白いよ
ね！グルテンフリーにもこだわっている、体に優しいお店だよ。お子様用の椅子も用
意されているから小さなお子様連れも安心！モーニング、ランチ、カフェ、ディナ
ー。お酒もあるよ～。営業時間が幅広いから、みんなが好きな時に楽しめるお店だ
ね！湯田温泉駅から徒歩数秒！の便利さだよ～。
山口市今井町./,-!電話／-01/2-3/4054　営業時間／26--～
316--(78983361-)!定休日／不定休
)'':;<==>#$%?%'()*+8@A;%+*;;8;%'*=

★!BA?%+C!D%?>$%（つきのひかり!★

★ご存知ですか？西京和牛
フレンチって、本当にアートだよね！食べるのがもったいないEっていうけど食べち
ゃうよね！これは、牛肉は牛肉でも、山口市で生まれた西京和牛。まだほとんど知ら
れていない注目の和牛だよ！ね、食通じゃなくっても気になっちゃうよね～。そんな
知る人ぞ知る西京和牛とメニューについて、オーナーシェフの藤岡慎一さんにお話し
してもらったよ！さあ、みなさんも動画を見てみてね。

★郷土愛が詰まった本格フレンチを召し上がれ～！
地元山口の優れた食材や、新たな素材をいち早く取り入れるチャレンジ精神旺盛なシ
ェフのお店。店名にもついている「光」をコンセプトとした店内は、自然な明るさが
心地いい空間だよ。FG山口駅から徒歩H分くらい。商店街の中にあるからお買い物も
一緒に楽しめるよ。誰と食べに行きたい？？あ、いま一番最初に浮かんだ人と訪れて
みてね！
山口市米屋町3/3!電話／-5-/50H-/2H.-（予約専用）-01/2.,/5HH4（問合専
用）!営業時間／,,61-～,56--!(7898,161-)!,H61-～336--!(7898,261-)!定休日／
火曜日・第一水曜日・第三日曜
)'':<=='A?%+C)%?>$%8(CI

★!本長門（ほんながと）★

★阿知須牛を味わえるお店として
職人の技が光る、和食。ユネスコの「無形文化遺産」にも登録されたし、和食は日本
の誇りだよね。「全国肉用牛枝肉共励会」で最高賞を受賞した絶品のブランド牛、阿
知須牛を、熱々の石で焼くのがこのお店のポイント！和食の道の大ベテラン、料理長
の山本陽二さんにお話ししてもらったよ！ちょっと怖そうだけどEそれはどうか
な？？まあ、動画を見てみてよ！

★美味しい和食と温泉でサイコーのひとときを！
阿知須牛はもちろん、いけすと長州赤鶏の料理が名物なんだ。地元の旬の食材にひと
手間かけた料理は、間違いない味だよ！このお料理をゆっくりとプライベート空間で
食べられるんだけど、料金はリーズナブル！だから地元のお客さんがいっぱいなん
だ。お食事のお客様には、その日に使えるホテルの入浴割引券がもらえるよ。美味し
い料理の後は阿知須温泉に浸かって旅気分を満喫してね！
山口市阿知須H1H1/,!宇部H3アジススパホテル,J!電話／-014/45/-,.,!営業時間
／,,：--～,.：--!(7898,161-)!,H：1-～3,：1-!(78983-61-)!定休日／不定休
)'':;<==>K%;A/;:>)C'*L8(CI=)C++>#>'C=
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!"瑠璃光寺五重塔（国宝）
大内氏全盛期の大内文化を伝える寺院で、全国に現存する五重塔のうちで!"番目に
古いんだ。日本三名塔の一つで、室町中期の最も秀でた建造物と評されてるんだっ
て。そんな瑠璃光寺五重塔は山口市民の誇りだよ。梅や桜、冬は白い雪が積もった姿
もとっても似合うんだよね。さすが国宝！という雰囲気だよ。一の重、二の重#なん
だかお腹がすいてきちゃったなあ！

#"常栄寺雪舟庭
大正$!%年に国の史跡・名勝に指定されてるんだ。今から約%""年前、妙喜寺の時代
に、大内政弘が別荘として画僧雪舟に築庭させたものと伝えられ、庭園は本堂の北面
にあって、約&"アール(約'""坪)の広～い内庭、東、西、北の三方が山林となって
るよ。庭園には$&つの重要な視点が置かれていて、それぞれの視点からの三景は趣を
異にしているんだ。だからゆっくりと巡ってみるのがオススメだよ。きっと変化に富
んだ景観を観ることができるから！

$"萩往還（石畳）
江戸への参勤交代での御成道として開かれた萩往還。日本海側の萩と瀬戸内海側の三
田尻港をほぼ直線で結び、全長はおよそ%&()！幕末には維新の志士も往来した歴史
街道だよ。$国史跡に指定され、観光客にも「一度は歩いてみたい道」として選ばれ
る石畳の道は、タイムトリップできそうな空間なんだ。激動の時代を駆け抜けた志士
たちへの思いがあふれるね。

%"山口県政資料館
山口県政資料館（旧県庁舎及び県会議事堂）は、大正２年に起工、大正５年に完成し
たんだ。西洋の近代的な建築様式と伝統的な和様式が融合した大正建築の粋を集めた
貴重な建築物として昭和%'年には国の重要文化財に指定されたんだ。とってもレト
ロで上品な雰囲気だよ。

&"大内塗（山口ふるさと伝承総合センター）
国の伝統的工芸品に指定されている山口の漆工芸・大内塗。その優雅な絵模様が特徴
なんだ。山口ふるさと伝承総合センターは、山口の伝統文化に触れられるスポット
で、大内塗の箸づくり体験ができるよ。世界に一つのお箸は、お土産や旅の記念にピ
ッタリだよね。ここら辺は歴史の雰囲気が残る街並みなので、お散歩するのもオスス
メだよ。

'"一の坂川（桜・ほたる）
室町時代、*+代大内弘世は京に憧れを抱いていて、京の都に模して街づくりを行っ
たんだって。この一の坂川は京都でいう鴨川に見たてられた川なんだけど、数百年経
った今でも趣があって美しいよ。日本人の心はずっと変わらないんだね。あ、僕にも
わかるってことは世界でも通用する美しさかな！？春には桜、初夏には国指定である
天然記念物のゲンジボタルを観ることができるよ！

("山口サビエル記念聖堂
山口サビエル記念聖堂は、サビエルが山口を訪れてから+""年を記念して、昭和*,
年に建てられたんだ。内部にはとっても美しいステンドグラスがあった素敵な建物だ
ったんだけど、平成&年'月%日に火災で焼失してしまったんだ。再建に向け募金活動
なども行われ、平成!"年、白亜に輝く近代的でオシャレな記念聖堂が完成したんだ
よ！僕はどっちも好きだな～。

)"山口県立美術館
昭和%+年に開館した県立美術館は、山口だけでなく県外からもわざわざ足を運ばれ
る方が多いんだよ。都会では行列-大混雑しちゃう展覧会も、ここなら空いていてゆ
っくり鑑賞できたりするからね！鑑賞後は、ミュージアムショップでお買い物した
り、オシャレなカフェでゆっくりした時間を楽しんでほしいな。

*"山口情報芸術センター
波のような形のちょっと個性的でオシャレな外観が目をひくよね。ここは展示空間の
ほか、図書館、映画館、ワークショップ・スペース、レストランなどを併設した複合
施設、通称./01（ワイカム）。ここでしか観ることができない、なかなか粋な名作
映画やダンスや演劇を鑑賞できるんだ！前方にある中央公園もとっても開放的！地元
の方もたくさん遊びに来る憩いの場所だよ。

!+"中原中也記念館
中原中也のふるさと山口市、中也の生家は湯田温泉に広い敷地をもつ大きな医院でし
たが、昭和+,年の火事で茶室と蔵を残して焼失しました。記念館はその生家跡の一
部に建てられており、中也の遺稿や遺品を中心に、貴重な資料が公開されています。

!!"狐の足あと
湯田温泉を満喫したいけど時間がない！という方には絶対オススメ。「観る」「食べ
る」「買う」がココで全部完結しちゃうんだ。カフェで地酒や外郎などが味わえるほ
か、特色のある&つの足湯（有料）で旅の疲れを癒せるよ。最旬の湯田温泉情報が得
られるので、じっくり楽しみたいという方もまず立ち寄ってみてね！

!#"湯田温泉
23湯田温泉駅にドーーーン！！とそびえ立つ白い狐。その正体は#その昔、ケガを
した白い狐が温泉で傷を癒していたという伝説があるんだ。湯田温泉は山口県を代表
する防長四湯のひとつ。アルカリ性単純温泉で、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴
だよ。さらに湯量が豊富で、!日になんと*,"""トンもの天然温泉が湧き出るんだっ
て。ちょっと見当つかないよね。あと、おそらくキツネは入ってこないから安心して
ゆっくり浸かって行ってね！

!$"垂直庭園
23新山口駅の南北自由通路内に作られた垂直の庭園。世界的に有名な植物学者であ
り芸術家の$456789($:;5<9（パトリック・ブラン）さんが監修した、自然を使った
アート作品だよ。彼は建物の壁に植物を植える「垂直庭園」の先駆者なんだ。ここに
使われた約!%"種の植物は、すべて山口市で採取されたものなんだって。毎日の通勤
や通学途中に、日々生長していく植物たちをみんなが見守ってるんだよ。

!%"鋳銭司郷土館
山口市の鋳銭司地区は、平安時代から約*""年にわたって貨幣の鋳造が行われた周防
鋳銭司跡があるんだ。明治維新の先覚者、大村益次郎の出身地でもあるんだよ。ココ
では、周防鋳銭司跡から出土した遺物や様々な日本の貨幣、大村益次郎の資料などが
展示されてるよ。彼の人柄や維新前夜の出来事なども知ることができるよ～。個人的
に思うんだけど#キャラクター化された大村益次郎、コレちょっとやりすぎじゃな
い？！==

!&"周防大橋
周防大橋（すおうおおはし）は阿知須と秋穂を結ぶ全長!"+")の橋。すう～っと伸
びた美しいデザインで、日本名橋百選の一つにも選ばれてるんだ。晴れの日は空の青
と橋の白がなんとも爽やか！夕焼けの時間帯もロマンチックだよ～。風の強い時の走
行は特に運転に気をつけてね！近くには藤尾山公園があるから、ドライブの休憩やお
子さんと遊ぶのにちょうどいいね！

!'"長門峡
一年中を通して美しい風景をみることができるよ！一番賑わうのは秋の紅葉の頃だ
ね。%>)以上ある遊歩道があって美しい渓谷をゆっくりと散策できるんだ。夏には
阿武川で鮎が捕れるよ。入口にある長門峡道の駅「くんくのだいち」では、阿東エリ
アの特産品や、憧れのあとう和牛が手に入るスポットだよ！林さんのチェーンソーア
ート作品もたっくさんあるよ。向かいの23長門峡駅も粋な看板が残ってるから訪れ
てみて。「うゃきんもうゃち」？？僕は初めて見たとき、ゼンゼンワカラナ～イって
なったなあ。

!(",-やまぐち号
力強く走る、それでいて優美な姿は、子どもたちだけでなくカメラマンたちにも大人
気だよね！貴婦人の愛称で親しまれる/%,!号機が、新山口駅から山陰の小京都、津
和野駅までの道のり?*@'()を約*時間かけて走るよ。客室は*"!,年にリニューアル
されたんだけど、AB全盛期に活躍した旧型客車を復刻しているからレトロな雰囲気
が満喫できるよ！さらに運転シミュレーターや投炭ゲームの体験コーナーなど、もっ
とABを楽しめる機能もあるんだって。う～ん、時代っスね～。

!)"船平山
大自然を満喫したい時はやっぱり阿東エリアにおまかせ！「船平つつじ山」とよばれ
るくらい、５月中旬のシーズンには全山が赤や白のツツジの花で埋め尽くされるんだ
よ！,月上旬C下旬にかけては夕菅（ゆうすげ）という、ユリに似た黄色い花の群生
地になるんだ。山頂まで登山道があるので、ちょっと気軽に山登りという方や、家族
連れのピクニックも楽しめるよ。

・トップページ $ ・アートマップ $ ・イートマップ
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食材には、それが生まれた土地の環境が、その土地の日差し、水、気候、それらの全てが映し出されています。忘れがちなことですが、料理が人の
口に入るまでにはそれ相応の時間が必要です。料理はある意味、いちばん最後の工程です。皿の上に盛り付けられるまでに、ほとんどのことを自然
が行なっているのですから。料理人は、その自然からの贈り物をお客様に伝える存在なのかもしれません。ぜひ、山口市の食材で山口市を体感して
ください。

★!"#$%!&%'()*+（アグリ・キッチン）★

★白狐伝説から飛び出してきた、白いキツネの足跡がっ！
お皿の上に、可愛らしいアートが生まれたよ～！湯田温泉をイメージした盛り付けの
かわいいバーニャカウダーだって。野菜はすべて,--％山口市でとれた新鮮で安全な
ものなんだよ！調理法は、湯田温泉の温泉を使った「ゆだ蒸し」っていうんだって。
アイデアいっぱいの"#$%&%'()*+って一体どんなお店かな？メニューのポイントやお
店のこだわりなどを羽野貴雄さんにお話ししてもらったよ！さあ、みなさんも動画を
見てみてね。

★山口市、山口県産の野菜をふんだんに
野菜のことを知り尽くした農家が作る、野菜の美味しさを存分に生かしたお料理がい
っぱい。心を込めて育てた安心安全な野菜は、いろんなカタチがあるから面白いよ
ね！グルテンフリーにもこだわっている、体に優しいお店だよ。お子様用の椅子も用
意されているから小さなお子様連れも安心！モーニング、ランチ、カフェ、ディナ
ー。お酒もあるよ～。営業時間が幅広いから、みんなが好きな時に楽しめるお店だ
ね！湯田温泉駅から徒歩数秒！の便利さだよ～。
山口市今井町./,-!電話／-01/2-3/4054　営業時間／26--～
316--(78983361-)!定休日／不定休
)'':;<==>#$%?%'()*+8@A;%+*;;8;%'*=

★!BA?%+C!D%?>$%（つきのひかり!★

★ご存知ですか？西京和牛
フレンチって、本当にアートだよね！食べるのがもったいないEっていうけど食べち
ゃうよね！これは、牛肉は牛肉でも、山口市で生まれた西京和牛。まだほとんど知ら
れていない注目の和牛だよ！ね、食通じゃなくっても気になっちゃうよね～。そんな
知る人ぞ知る西京和牛とメニューについて、オーナーシェフの藤岡慎一さんにお話し
してもらったよ！さあ、みなさんも動画を見てみてね。

★郷土愛が詰まった本格フレンチを召し上がれ～！
地元山口の優れた食材や、新たな素材をいち早く取り入れるチャレンジ精神旺盛なシ
ェフのお店。店名にもついている「光」をコンセプトとした店内は、自然な明るさが
心地いい空間だよ。FG山口駅から徒歩H分くらい。商店街の中にあるからお買い物も
一緒に楽しめるよ。誰と食べに行きたい？？あ、いま一番最初に浮かんだ人と訪れて
みてね！
山口市米屋町3/3!電話／-5-/50H-/2H.-（予約専用）-01/2.,/5HH4（問合専
用）!営業時間／,,61-～,56--!(7898,161-)!,H61-～336--!(7898,261-)!定休日／
火曜日・第一水曜日・第三日曜
)'':<=='A?%+C)%?>$%8(CI

★!本長門（ほんながと）★

★阿知須牛を味わえるお店として
職人の技が光る、和食。ユネスコの「無形文化遺産」にも登録されたし、和食は日本
の誇りだよね。「全国肉用牛枝肉共励会」で最高賞を受賞した絶品のブランド牛、阿
知須牛を、熱々の石で焼くのがこのお店のポイント！和食の道の大ベテラン、料理長
の山本陽二さんにお話ししてもらったよ！ちょっと怖そうだけどEそれはどうか
な？？まあ、動画を見てみてよ！

★美味しい和食と温泉でサイコーのひとときを！
阿知須牛はもちろん、いけすと長州赤鶏の料理が名物なんだ。地元の旬の食材にひと
手間かけた料理は、間違いない味だよ！このお料理をゆっくりとプライベート空間で
食べられるんだけど、料金はリーズナブル！だから地元のお客さんがいっぱいなん
だ。お食事のお客様には、その日に使えるホテルの入浴割引券がもらえるよ。美味し
い料理の後は阿知須温泉に浸かって旅気分を満喫してね！
山口市阿知須H1H1/,!宇部H3アジススパホテル,J!電話／-014/45/-,.,!営業時間
／,,：--～,.：--!(7898,161-)!,H：1-～3,：1-!(78983-61-)!定休日／不定休
)'':;<==>K%;A/;:>)C'*L8(CI=)C++>#>'C=

・トップページ ! ・アートマップ ! ・イートマップ
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!"船方農場#$%&
時計をはずして大自然の中で食べるバーガーは最高！パテはこの農場でのびのびと育
った船方牛!""#！つなぎも使っていないのでお肉そのものの美味しさが味わえる
よ。お肉を一番美味しくする炭火焼きでじっくり仕上げたパテは、香ばしくてスモー
キー！さらにレタス、トマト、タルタルソース、みんなが団結してるって感じかな。

さらに驚きなのはフライドポテト！船方牛の牛脂で揚げてあるからとにかくコクがす
ごい！！もはや野菜ではないよね。これ絶対オススメだよ。$チャコグリバーガー
（￥!,%""税込）、船方牛の牛乳(セットの場合￥%""税込&単品￥'("税込)

山口市阿東徳佐下!)("*'+　電話／",'*+(-*",",　営業時間／!".""～!/.'"
定休日／火曜日～金曜日(祝日は営業)

'"釡めし(磯平
お店のご主人が作っている徳佐コシヒカリで炊く釡めしが名物！県外からのリピータ
ーも多いんだって。注文を受けてから炊いて蒸らすから'"分弱かかるということだ
けど、お店のご夫婦とお話するのも癒されるよ。タコ釡めしのタコは防府のもので、
加熱してもやわらかい！船舶調理士だったご主人は海の幸の魅力をよくご存知なん
だ。

素材によってダシの味わいが違うから食べ比べてみたいね～。定食はプラス)""円で
山口県でとれた新鮮なお刺身や季節の果物がセットでお得だよ！$タコ釡めし定食
(0!,(""税込)　釡めし各種(0!,"""税込～)

山口市阿東徳佐下長沢)(　電話／",'*+(-*"%,,1営業時間／!!.""*!).""　
!-.""*%%.""1定休日／月曜日・火曜日

)"徳地とりたまの里
生まれたての卵とふっくらツヤツヤのご飯で234(たまごかけごはん)！シンプルだか
らこそ鮮度が大事。メニューは234のみで、味噌汁と漬物がセットになってるよ。
卵は徳地の農家さんが専用飼料にお米をまぜて大切に飼育した鶏の「こめたまご」。
ビタミン5値がすごく高いんだって。その日の朝にとれた卵しか使わないから新鮮そ
のもの！

とくぢ味噌を使った甘めのお店オリジナルのお醤油で食べてみて！コレお料理にも便
利だから買って帰っちゃったよ。その日とれた新鮮たまごもココで買えるよ！$たま
ごかけごはんセット(0)%"税込)、たまごかけご飯ドリンクセット（￥(!"税込）

山口市徳地堀!)-'*!1電話／",'(*(%*"-)'1営業時間／!".""～
!/.""(6787!(."")1定休日／第%・第)火曜日

*"うすい山荘
大きな海老をガブっと頭からしっぽまで食べたいよね！うすい山荘は一年中天然の車
海老を完全個室でゆっくり食べられるのでご家族のお祝いごとにもオススメ。県内外
からのリピーターも多いんだって。!日%"食限定のビジネス海老ランチは大きな天然
のエビフライが出てくるんだけど、この写真の海老は小さい方なんだって！

存分に海老を堪能するなら予約する方が賢明だよ。もちろん、お一人様でも83！昔
ながらの建物だけどキレイで広々！快適！とても親切な接客で嬉しくなるよ！$%"
食限定ビジネス海老ランチ(0%,)%"税込・サービス料込)

山口市秋穂東中条!%-'*(1電話／",'*+,)*%)%/1営業時間／!!.""*%!.""(ランチ
は!).""まで16781!+."")1定休日／不定休

５"民宿しらい
丁寧に作られたいろんな海老料理が味わえる「フルコース」はとっても華やかで贅沢
な気分を味わえるよ。完全予約制の食べ放題＆飲み放題も人気で、秋穂の車海老をは
じめ、新鮮なお刺身などの海鮮、から揚げ、サラダ、ご飯、赤出汁、フルーツが食べ
放題！夢のような時間だよ～。車海老の販売もあるからお土産や贈物にもできるね。

送迎も大広間もあるから!"人以上の団体さんもお気軽に。$フルコース(!)品
0!!,"""税・サービス料別)1食べ放題9飲み放題＜土・日・火曜限定1!,.""開始～
%".""終了（%時間）／完全予約制＞(大人0-,(""、中学生0(,"""、小学
0',(""、小学生未満0!,(""、全て税別)!送迎は場所により有料
山口市秋穂東--,*/1電話／"!%"*%-+(*!!1営業時間／!".""～(!,.""以降は要予
約)1定休日／水曜日

+"ペイザン
店名のペイザンは「田舎の人」という意味なんだって。イタメシブームの前からある
歴史の長～いお店だよ。バジルやイタリアン野菜を宇部市の契約農家「爺の果樹野
菜」から仕入れているんだって。オススメは薪窯で焼くピザ:じゃなくてピッツア！

一番人気は)種のチーズが味わえるクワトロフォルマッジ。フレッシュバジルと生ハ
ム、モッツァレラチーズ、みずみずしいトマトが美味しいピッツアビアンカも食べて
欲しい一枚だね！$ピッツァ1ビアンカ(0!,,!"円税別)、ピッツァ1クァットロフォル
マッジ（４種チーズ）￥!,,!"（税別）

山口市阿知須-'+(*!1電話／",'/*/(*'(/-1営業時間／!!.""～
%!.""(6787%".'")　定休日／第'月曜日(祝日の場合は変更有)

,"割烹(菊水
;<阿知須駅からすぐの菊水さんは、平日限定日替わり定食が一番人気！こ、こ、こ
れでこのお値段？！って思えるくらいお得だからサラリーマンや地元の人に大人気な
んだよ。ラッキーだったら新鮮なお刺身の日も！お米は阿知須の;=から仕入れた
「あきさかり」、魚は萩などから直送されたもので、山口の美味しさが詰まったほっ
とする味だよ。

実は菊水さんの名物は巻き寿司で、!'種類もあるんだって。手作り弁当もあるから
お急ぎの方はオススメ！$日替わり定食(￥-""税込)

山口市阿知須浜区)-/'*!1電話／",'/*/(*%!"/1営業時間／!!.'"～!).""(土日
は弁当販売のみ)、!-.""～%%.""(予約制)　定休日／月曜・不定休

-"イタリア食堂ベケ？！
イタリアから帰国した夫婦が山口市の古民家でオープンしたアットホームなイタリア
ンのお店。地元の野菜を積極的に使っていて、ハーブなどは自家栽培だからとてもフ
レッシュだよね。前菜、選べるパスタ、ドルチェがセットになったパスタランチが人
気だよ。特にオススメなのは手打ちパスタ！(>'""円)。

テーブルに描かれた絵や飾られているアート作品は、アーティストであるご主人、ロ
ベルトさんのもの。%"!+年の山口県美術展覧会で大賞を受賞されてるんだって！素
敵な感性が輝くお店だよ！お庭も綺麗で癒されるよ～。$パスタランチ(￥%,%""税
込)

山口県山口市野田%　電話／",'*++/*(%'"　営業時間／!!.'"～!'.'"、
!,.""～（夜は要予約）1定休日／火曜日

."/01012笑海（ダイニングわらみ）
;<山口駅から!"分くらい歩くと右手にある?@A@AB笑海さん。ここでは椹野川の鮎が
食べられるよ！定番の塩焼きはもちろん、田楽でも食べられるのが珍しい。しかも味
噌は)種類(赤味噌、白味噌、香味味噌、葱味噌)の中から選べるんだって！ここがミ
ソだよねー！佐賀県から移住されたオーナーさんが作る佐賀名物シシリアンライスは
お店の人気メニュー。

甘辛く味付けされた牛肉と山口市で穫れた玉ねぎ、シャキシャキの新鮮野菜がたっぷ
り入ってヘルシーだよ！メルシー！$椹野川の鮎（￥)("税込）、シシリアンライス
ランチ（食前ドリンク、すり流し付／￥!,',"税込）

山口市旭通り%*/*)(1CDビル!C　電話／",'*+"%*%!"'　営業時間／!!.""～
!).""1!-.'"～%!.'"（6787%!.""）1金・土は%%.'"まで（6787%%：""）1定休日
／日曜日

!3"磯くら
地元の人にも大人気の居酒屋でいつもお客さんでいっぱい！炭火で焼くのがこだわり
のお店で、新鮮な魚やお肉など、食材の持ち味を大切にしてるんだって。山口の魚は
もちろん、山口県産地鶏の最高級ブランド「長州黒かしわ」もオススメ！歯ごたえが
あって旨味も強い鶏肉で、炭火で焼くと香ばしくて美味しさE=F！お酒もすすむ
ね～。

あ、地酒の種類も豊富だから、あなたのお気に入りを見つけてみてね。$船方農場の
ソーセージ炭火焼き（0!,)!"円税別）長州黒かしわ炭火焼き(0!,%!"円税別？)金太
郎の炭火焼き（0/("円税別）

山口市湯田温泉)*%*'!　電話／"("*((+(*,/),1営業時間／!-.""～
%).""(6787%'."")　定休日／無休

!!"はるさあ
店名の「はるさあ」は沖縄で「畑で働く人」という意味なんだって。だから野菜を中
心にしたメニューが多いんだね！長州鶏のせせりと夏野菜のソテーは野菜それぞれの
味や香り、食感をしっかり味わえるようにシンプルな塩味。野菜は地元山口のものを
積極的に使ってるんだって。

カボチャは阿知須のくりまさる、ヤングコーンも山口産。その季節ごとに旬の野菜を
使うので、訪れるたびにいろんな味が楽しめる一品だね。日本酒やワインが揃ってる
のでゆっくりしていってね。$長州鶏のせせりと夏野菜のソテー(0,""円税別)

山口市湯田温泉'*!*!%1電話／"("*(,/+*+-%)1営業時間／!,.""～
%).""(6787%'."")1定休日／日曜

!'"大衆酒場ぎょうざのやっさん
;<新山口駅北口そばにある一口餃子のお店。店名の「やっさん」は、店長の渡辺泰
貴(やすき)さんの名前を息子さんがダサ9キャッチーにと考案したんだってG「やっさ
ん、ビールおかわり！」って言いたくなっちゃうでしょ。皮から手作りしている餃子
は、外はカリッカリ！中はジューシー！鹿野ファームの豚肉を使っているので安心＆
安定した美味しさだよ。

タレは王道のタレをはじめ、とくぢ味噌を使った味噌だれ、ねぎ塩、トマトの)種類
で全～部自家製！ちなみに、やっさんが好きなのはトマト味だってさ。$1一口焼き
ぎょうざ７個入り（￥)""税別）生ビール（￥(,"税別1）

山口市小郡下郷!%,,*)(1H3Iビル!C　電話／",'*+-%*"!,,　営業時間／!-.'"
～%).""(6787%'.'")　定休日／不定休

!)"口福至福(こうふくしふく)
;<新山口駅新幹線口近くのこのお店、なんと一年中フグが食べられるんだって！フ
グは本場下関のもので、自家製のポン酢をつけていただきます！白子をといて食べる
とコクのある旨さでオススメだよ。う～ん、まさに至福の時！安く本場のふぐ刺しを
食べられるとあって地元の方もよくお目当てで来られるそうだよ。

お店専用のウイスキーがあったり地酒の種類も豊富！おもてなしマイスターのお店な
ので接客もBJJ?！$下関産ふぐ刺し(白子なし)一皿（￥%,""税別）

山口市小郡高砂町)*!!1オアシスビル!C
電話／",'*+-'*),""　営業時間／!-.'"～%).""(68%'：)()　定休日／日曜日
（月曜祝日の場合は日曜営業、翌日休み）

・トップページ 1 ・アートマップ 1 ・イートマップ
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!"瑠璃光寺五重塔（国宝）
大内氏全盛期の大内文化を伝える寺院で、全国に現存する五重塔のうちで!"番目に
古いんだ。日本三名塔の一つで、室町中期の最も秀でた建造物と評されてるんだっ
て。そんな瑠璃光寺五重塔は山口市民の誇りだよ。梅や桜、冬は白い雪が積もった姿
もとっても似合うんだよね。さすが国宝！という雰囲気だよ。一の重、二の重#なん
だかお腹がすいてきちゃったなあ！

#"常栄寺雪舟庭
大正$!%年に国の史跡・名勝に指定されてるんだ。今から約%""年前、妙喜寺の時代
に、大内政弘が別荘として画僧雪舟に築庭させたものと伝えられ、庭園は本堂の北面
にあって、約&"アール(約'""坪)の広～い内庭、東、西、北の三方が山林となって
るよ。庭園には$&つの重要な視点が置かれていて、それぞれの視点からの三景は趣を
異にしているんだ。だからゆっくりと巡ってみるのがオススメだよ。きっと変化に富
んだ景観を観ることができるから！

$"萩往還（石畳）
江戸への参勤交代での御成道として開かれた萩往還。日本海側の萩と瀬戸内海側の三
田尻港をほぼ直線で結び、全長はおよそ%&()！幕末には維新の志士も往来した歴史
街道だよ。$国史跡に指定され、観光客にも「一度は歩いてみたい道」として選ばれ
る石畳の道は、タイムトリップできそうな空間なんだ。激動の時代を駆け抜けた志士
たちへの思いがあふれるね。

%"山口県政資料館
山口県政資料館（旧県庁舎及び県会議事堂）は、大正２年に起工、大正５年に完成し
たんだ。西洋の近代的な建築様式と伝統的な和様式が融合した大正建築の粋を集めた
貴重な建築物として昭和%'年には国の重要文化財に指定されたんだ。とってもレト
ロで上品な雰囲気だよ。

&"大内塗（山口ふるさと伝承総合センター）
国の伝統的工芸品に指定されている山口の漆工芸・大内塗。その優雅な絵模様が特徴
なんだ。山口ふるさと伝承総合センターは、山口の伝統文化に触れられるスポット
で、大内塗の箸づくり体験ができるよ。世界に一つのお箸は、お土産や旅の記念にピ
ッタリだよね。ここら辺は歴史の雰囲気が残る街並みなので、お散歩するのもオスス
メだよ。

'"一の坂川（桜・ほたる）
室町時代、*+代大内弘世は京に憧れを抱いていて、京の都に模して街づくりを行っ
たんだって。この一の坂川は京都でいう鴨川に見たてられた川なんだけど、数百年経
った今でも趣があって美しいよ。日本人の心はずっと変わらないんだね。あ、僕にも
わかるってことは世界でも通用する美しさかな！？春には桜、初夏には国指定である
天然記念物のゲンジボタルを観ることができるよ！

("山口サビエル記念聖堂
山口サビエル記念聖堂は、サビエルが山口を訪れてから+""年を記念して、昭和*,
年に建てられたんだ。内部にはとっても美しいステンドグラスがあった素敵な建物だ
ったんだけど、平成&年'月%日に火災で焼失してしまったんだ。再建に向け募金活動
なども行われ、平成!"年、白亜に輝く近代的でオシャレな記念聖堂が完成したんだ
よ！僕はどっちも好きだな～。

)"山口県立美術館
昭和%+年に開館した県立美術館は、山口だけでなく県外からもわざわざ足を運ばれ
る方が多いんだよ。都会では行列-大混雑しちゃう展覧会も、ここなら空いていてゆ
っくり鑑賞できたりするからね！鑑賞後は、ミュージアムショップでお買い物した
り、オシャレなカフェでゆっくりした時間を楽しんでほしいな。

*"山口情報芸術センター
波のような形のちょっと個性的でオシャレな外観が目をひくよね。ここは展示空間の
ほか、図書館、映画館、ワークショップ・スペース、レストランなどを併設した複合
施設、通称./01（ワイカム）。ここでしか観ることができない、なかなか粋な名作
映画やダンスや演劇を鑑賞できるんだ！前方にある中央公園もとっても開放的！地元
の方もたくさん遊びに来る憩いの場所だよ。

!+"中原中也記念館
中原中也のふるさと山口市、中也の生家は湯田温泉に広い敷地をもつ大きな医院でし
たが、昭和+,年の火事で茶室と蔵を残して焼失しました。記念館はその生家跡の一
部に建てられており、中也の遺稿や遺品を中心に、貴重な資料が公開されています。

!!"狐の足あと
湯田温泉を満喫したいけど時間がない！という方には絶対オススメ。「観る」「食べ
る」「買う」がココで全部完結しちゃうんだ。カフェで地酒や外郎などが味わえるほ
か、特色のある&つの足湯（有料）で旅の疲れを癒せるよ。最旬の湯田温泉情報が得
られるので、じっくり楽しみたいという方もまず立ち寄ってみてね！

!#"湯田温泉
23湯田温泉駅にドーーーン！！とそびえ立つ白い狐。その正体は#その昔、ケガを
した白い狐が温泉で傷を癒していたという伝説があるんだ。湯田温泉は山口県を代表
する防長四湯のひとつ。アルカリ性単純温泉で、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴
だよ。さらに湯量が豊富で、!日になんと*,"""トンもの天然温泉が湧き出るんだっ
て。ちょっと見当つかないよね。あと、おそらくキツネは入ってこないから安心して
ゆっくり浸かって行ってね！

!$"垂直庭園
23新山口駅の南北自由通路内に作られた垂直の庭園。世界的に有名な植物学者であ
り芸術家の$456789($:;5<9（パトリック・ブラン）さんが監修した、自然を使った
アート作品だよ。彼は建物の壁に植物を植える「垂直庭園」の先駆者なんだ。ここに
使われた約!%"種の植物は、すべて山口市で採取されたものなんだって。毎日の通勤
や通学途中に、日々生長していく植物たちをみんなが見守ってるんだよ。

!%"鋳銭司郷土館
山口市の鋳銭司地区は、平安時代から約*""年にわたって貨幣の鋳造が行われた周防
鋳銭司跡があるんだ。明治維新の先覚者、大村益次郎の出身地でもあるんだよ。ココ
では、周防鋳銭司跡から出土した遺物や様々な日本の貨幣、大村益次郎の資料などが
展示されてるよ。彼の人柄や維新前夜の出来事なども知ることができるよ～。個人的
に思うんだけど#キャラクター化された大村益次郎、コレちょっとやりすぎじゃな
い？！==

!&"周防大橋
周防大橋（すおうおおはし）は阿知須と秋穂を結ぶ全長!"+")の橋。すう～っと伸
びた美しいデザインで、日本名橋百選の一つにも選ばれてるんだ。晴れの日は空の青
と橋の白がなんとも爽やか！夕焼けの時間帯もロマンチックだよ～。風の強い時の走
行は特に運転に気をつけてね！近くには藤尾山公園があるから、ドライブの休憩やお
子さんと遊ぶのにちょうどいいね！

!'"長門峡
一年中を通して美しい風景をみることができるよ！一番賑わうのは秋の紅葉の頃だ
ね。%>)以上ある遊歩道があって美しい渓谷をゆっくりと散策できるんだ。夏には
阿武川で鮎が捕れるよ。入口にある長門峡道の駅「くんくのだいち」では、阿東エリ
アの特産品や、憧れのあとう和牛が手に入るスポットだよ！林さんのチェーンソーア
ート作品もたっくさんあるよ。向かいの23長門峡駅も粋な看板が残ってるから訪れ
てみて。「うゃきんもうゃち」？？僕は初めて見たとき、ゼンゼンワカラナ～イって
なったなあ。

!(",-やまぐち号
力強く走る、それでいて優美な姿は、子どもたちだけでなくカメラマンたちにも大人
気だよね！貴婦人の愛称で親しまれる/%,!号機が、新山口駅から山陰の小京都、津
和野駅までの道のり?*@'()を約*時間かけて走るよ。客室は*"!,年にリニューアル
されたんだけど、AB全盛期に活躍した旧型客車を復刻しているからレトロな雰囲気
が満喫できるよ！さらに運転シミュレーターや投炭ゲームの体験コーナーなど、もっ
とABを楽しめる機能もあるんだって。う～ん、時代っスね～。

!)"船平山
大自然を満喫したい時はやっぱり阿東エリアにおまかせ！「船平つつじ山」とよばれ
るくらい、５月中旬のシーズンには全山が赤や白のツツジの花で埋め尽くされるんだ
よ！,月上旬C下旬にかけては夕菅（ゆうすげ）という、ユリに似た黄色い花の群生
地になるんだ。山頂まで登山道があるので、ちょっと気軽に山登りという方や、家族
連れのピクニックも楽しめるよ。
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!"船方農場#$%&
時計をはずして大自然の中で食べるバーガーは最高！パテはこの農場でのびのびと育
った船方牛!""#！つなぎも使っていないのでお肉そのものの美味しさが味わえる
よ。お肉を一番美味しくする炭火焼きでじっくり仕上げたパテは、香ばしくてスモー
キー！さらにレタス、トマト、タルタルソース、みんなが団結してるって感じかな。

さらに驚きなのはフライドポテト！船方牛の牛脂で揚げてあるからとにかくコクがす
ごい！！もはや野菜ではないよね。これ絶対オススメだよ。$チャコグリバーガー
（￥!,%""税込）、船方牛の牛乳(セットの場合￥%""税込&単品￥'("税込)

山口市阿東徳佐下!)("*'+　電話／",'*+(-*",",　営業時間／!".""～!/.'"
定休日／火曜日～金曜日(祝日は営業)

'"釡めし(磯平
お店のご主人が作っている徳佐コシヒカリで炊く釡めしが名物！県外からのリピータ
ーも多いんだって。注文を受けてから炊いて蒸らすから'"分弱かかるということだ
けど、お店のご夫婦とお話するのも癒されるよ。タコ釡めしのタコは防府のもので、
加熱してもやわらかい！船舶調理士だったご主人は海の幸の魅力をよくご存知なん
だ。

素材によってダシの味わいが違うから食べ比べてみたいね～。定食はプラス)""円で
山口県でとれた新鮮なお刺身や季節の果物がセットでお得だよ！$タコ釡めし定食
(0!,(""税込)　釡めし各種(0!,"""税込～)

山口市阿東徳佐下長沢)(　電話／",'*+(-*"%,,1営業時間／!!.""*!).""　
!-.""*%%.""1定休日／月曜日・火曜日

)"徳地とりたまの里
生まれたての卵とふっくらツヤツヤのご飯で234(たまごかけごはん)！シンプルだか
らこそ鮮度が大事。メニューは234のみで、味噌汁と漬物がセットになってるよ。
卵は徳地の農家さんが専用飼料にお米をまぜて大切に飼育した鶏の「こめたまご」。
ビタミン5値がすごく高いんだって。その日の朝にとれた卵しか使わないから新鮮そ
のもの！

とくぢ味噌を使った甘めのお店オリジナルのお醤油で食べてみて！コレお料理にも便
利だから買って帰っちゃったよ。その日とれた新鮮たまごもココで買えるよ！$たま
ごかけごはんセット(0)%"税込)、たまごかけご飯ドリンクセット（￥(!"税込）

山口市徳地堀!)-'*!1電話／",'(*(%*"-)'1営業時間／!".""～
!/.""(6787!(."")1定休日／第%・第)火曜日

*"うすい山荘
大きな海老をガブっと頭からしっぽまで食べたいよね！うすい山荘は一年中天然の車
海老を完全個室でゆっくり食べられるのでご家族のお祝いごとにもオススメ。県内外
からのリピーターも多いんだって。!日%"食限定のビジネス海老ランチは大きな天然
のエビフライが出てくるんだけど、この写真の海老は小さい方なんだって！

存分に海老を堪能するなら予約する方が賢明だよ。もちろん、お一人様でも83！昔
ながらの建物だけどキレイで広々！快適！とても親切な接客で嬉しくなるよ！$%"
食限定ビジネス海老ランチ(0%,)%"税込・サービス料込)

山口市秋穂東中条!%-'*(1電話／",'*+,)*%)%/1営業時間／!!.""*%!.""(ランチ
は!).""まで16781!+."")1定休日／不定休

５"民宿しらい
丁寧に作られたいろんな海老料理が味わえる「フルコース」はとっても華やかで贅沢
な気分を味わえるよ。完全予約制の食べ放題＆飲み放題も人気で、秋穂の車海老をは
じめ、新鮮なお刺身などの海鮮、から揚げ、サラダ、ご飯、赤出汁、フルーツが食べ
放題！夢のような時間だよ～。車海老の販売もあるからお土産や贈物にもできるね。

送迎も大広間もあるから!"人以上の団体さんもお気軽に。$フルコース(!)品
0!!,"""税・サービス料別)1食べ放題9飲み放題＜土・日・火曜限定1!,.""開始～
%".""終了（%時間）／完全予約制＞(大人0-,(""、中学生0(,"""、小学
0',(""、小学生未満0!,(""、全て税別)!送迎は場所により有料
山口市秋穂東--,*/1電話／"!%"*%-+(*!!1営業時間／!".""～(!,.""以降は要予
約)1定休日／水曜日

+"ペイザン
店名のペイザンは「田舎の人」という意味なんだって。イタメシブームの前からある
歴史の長～いお店だよ。バジルやイタリアン野菜を宇部市の契約農家「爺の果樹野
菜」から仕入れているんだって。オススメは薪窯で焼くピザ:じゃなくてピッツア！

一番人気は)種のチーズが味わえるクワトロフォルマッジ。フレッシュバジルと生ハ
ム、モッツァレラチーズ、みずみずしいトマトが美味しいピッツアビアンカも食べて
欲しい一枚だね！$ピッツァ1ビアンカ(0!,,!"円税別)、ピッツァ1クァットロフォル
マッジ（４種チーズ）￥!,,!"（税別）

山口市阿知須-'+(*!1電話／",'/*/(*'(/-1営業時間／!!.""～
%!.""(6787%".'")　定休日／第'月曜日(祝日の場合は変更有)

,"割烹(菊水
;<阿知須駅からすぐの菊水さんは、平日限定日替わり定食が一番人気！こ、こ、こ
れでこのお値段？！って思えるくらいお得だからサラリーマンや地元の人に大人気な
んだよ。ラッキーだったら新鮮なお刺身の日も！お米は阿知須の;=から仕入れた
「あきさかり」、魚は萩などから直送されたもので、山口の美味しさが詰まったほっ
とする味だよ。

実は菊水さんの名物は巻き寿司で、!'種類もあるんだって。手作り弁当もあるから
お急ぎの方はオススメ！$日替わり定食(￥-""税込)

山口市阿知須浜区)-/'*!1電話／",'/*/(*%!"/1営業時間／!!.'"～!).""(土日
は弁当販売のみ)、!-.""～%%.""(予約制)　定休日／月曜・不定休

-"イタリア食堂ベケ？！
イタリアから帰国した夫婦が山口市の古民家でオープンしたアットホームなイタリア
ンのお店。地元の野菜を積極的に使っていて、ハーブなどは自家栽培だからとてもフ
レッシュだよね。前菜、選べるパスタ、ドルチェがセットになったパスタランチが人
気だよ。特にオススメなのは手打ちパスタ！(>'""円)。

テーブルに描かれた絵や飾られているアート作品は、アーティストであるご主人、ロ
ベルトさんのもの。%"!+年の山口県美術展覧会で大賞を受賞されてるんだって！素
敵な感性が輝くお店だよ！お庭も綺麗で癒されるよ～。$パスタランチ(￥%,%""税
込)

山口県山口市野田%　電話／",'*++/*(%'"　営業時間／!!.'"～!'.'"、
!,.""～（夜は要予約）1定休日／火曜日

."/01012笑海（ダイニングわらみ）
;<山口駅から!"分くらい歩くと右手にある?@A@AB笑海さん。ここでは椹野川の鮎が
食べられるよ！定番の塩焼きはもちろん、田楽でも食べられるのが珍しい。しかも味
噌は)種類(赤味噌、白味噌、香味味噌、葱味噌)の中から選べるんだって！ここがミ
ソだよねー！佐賀県から移住されたオーナーさんが作る佐賀名物シシリアンライスは
お店の人気メニュー。

甘辛く味付けされた牛肉と山口市で穫れた玉ねぎ、シャキシャキの新鮮野菜がたっぷ
り入ってヘルシーだよ！メルシー！$椹野川の鮎（￥)("税込）、シシリアンライス
ランチ（食前ドリンク、すり流し付／￥!,',"税込）

山口市旭通り%*/*)(1CDビル!C　電話／",'*+"%*%!"'　営業時間／!!.""～
!).""1!-.'"～%!.'"（6787%!.""）1金・土は%%.'"まで（6787%%：""）1定休日
／日曜日

!3"磯くら
地元の人にも大人気の居酒屋でいつもお客さんでいっぱい！炭火で焼くのがこだわり
のお店で、新鮮な魚やお肉など、食材の持ち味を大切にしてるんだって。山口の魚は
もちろん、山口県産地鶏の最高級ブランド「長州黒かしわ」もオススメ！歯ごたえが
あって旨味も強い鶏肉で、炭火で焼くと香ばしくて美味しさE=F！お酒もすすむ
ね～。

あ、地酒の種類も豊富だから、あなたのお気に入りを見つけてみてね。$船方農場の
ソーセージ炭火焼き（0!,)!"円税別）長州黒かしわ炭火焼き(0!,%!"円税別？)金太
郎の炭火焼き（0/("円税別）

山口市湯田温泉)*%*'!　電話／"("*((+(*,/),1営業時間／!-.""～
%).""(6787%'."")　定休日／無休

!!"はるさあ
店名の「はるさあ」は沖縄で「畑で働く人」という意味なんだって。だから野菜を中
心にしたメニューが多いんだね！長州鶏のせせりと夏野菜のソテーは野菜それぞれの
味や香り、食感をしっかり味わえるようにシンプルな塩味。野菜は地元山口のものを
積極的に使ってるんだって。

カボチャは阿知須のくりまさる、ヤングコーンも山口産。その季節ごとに旬の野菜を
使うので、訪れるたびにいろんな味が楽しめる一品だね。日本酒やワインが揃ってる
のでゆっくりしていってね。$長州鶏のせせりと夏野菜のソテー(0,""円税別)

山口市湯田温泉'*!*!%1電話／"("*(,/+*+-%)1営業時間／!,.""～
%).""(6787%'."")1定休日／日曜

!'"大衆酒場ぎょうざのやっさん
;<新山口駅北口そばにある一口餃子のお店。店名の「やっさん」は、店長の渡辺泰
貴(やすき)さんの名前を息子さんがダサ9キャッチーにと考案したんだってG「やっさ
ん、ビールおかわり！」って言いたくなっちゃうでしょ。皮から手作りしている餃子
は、外はカリッカリ！中はジューシー！鹿野ファームの豚肉を使っているので安心＆
安定した美味しさだよ。

タレは王道のタレをはじめ、とくぢ味噌を使った味噌だれ、ねぎ塩、トマトの)種類
で全～部自家製！ちなみに、やっさんが好きなのはトマト味だってさ。$1一口焼き
ぎょうざ７個入り（￥)""税別）生ビール（￥(,"税別1）

山口市小郡下郷!%,,*)(1H3Iビル!C　電話／",'*+-%*"!,,　営業時間／!-.'"
～%).""(6787%'.'")　定休日／不定休

!)"口福至福(こうふくしふく)
;<新山口駅新幹線口近くのこのお店、なんと一年中フグが食べられるんだって！フ
グは本場下関のもので、自家製のポン酢をつけていただきます！白子をといて食べる
とコクのある旨さでオススメだよ。う～ん、まさに至福の時！安く本場のふぐ刺しを
食べられるとあって地元の方もよくお目当てで来られるそうだよ。

お店専用のウイスキーがあったり地酒の種類も豊富！おもてなしマイスターのお店な
ので接客もBJJ?！$下関産ふぐ刺し(白子なし)一皿（￥%,""税別）

山口市小郡高砂町)*!!1オアシスビル!C
電話／",'*+-'*),""　営業時間／!-.'"～%).""(68%'：)()　定休日／日曜日
（月曜祝日の場合は日曜営業、翌日休み）

・トップページ 1 ・アートマップ 1 ・イートマップ
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トップページ たべ先案内 アートマップ イートマップ

★!"#$%&'(!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"英語
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"英語
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"英語
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"英語
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"英語
後で見る 共有

★!中文体!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"中国67!8
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"中国67!8
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"中国67!8
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"中国67!8
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"中国679
後で見る 共有

★!中文!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"繁体67!8
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"繁体67!8
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"繁体67!8
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"繁体67!8
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"繁体679
後で見る 共有

★!한국!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"韓国67!8
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"韓国67!8
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"韓国67!8
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"韓国67!8
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"韓国679
後で見る 共有

・トップページ ! ・アートマップ ! ・イートマップ

)*+,-&$(.!/010$23(&!)&.,4!5%%!6&$(.'!67'7-8794



トップページ たべ先案内 アートマップ イートマップ

!"船方農場#$%&
時計をはずして大自然の中で食べるバーガーは最高！パテはこの農場でのびのびと育
った船方牛!""#！つなぎも使っていないのでお肉そのものの美味しさが味わえる
よ。お肉を一番美味しくする炭火焼きでじっくり仕上げたパテは、香ばしくてスモー
キー！さらにレタス、トマト、タルタルソース、みんなが団結してるって感じかな。

さらに驚きなのはフライドポテト！船方牛の牛脂で揚げてあるからとにかくコクがす
ごい！！もはや野菜ではないよね。これ絶対オススメだよ。$チャコグリバーガー
（￥!,%""税込）、船方牛の牛乳(セットの場合￥%""税込&単品￥'("税込)

山口市阿東徳佐下!)("*'+　電話／",'*+(-*",",　営業時間／!".""～!/.'"
定休日／火曜日～金曜日(祝日は営業)

'"釡めし(磯平
お店のご主人が作っている徳佐コシヒカリで炊く釡めしが名物！県外からのリピータ
ーも多いんだって。注文を受けてから炊いて蒸らすから'"分弱かかるということだ
けど、お店のご夫婦とお話するのも癒されるよ。タコ釡めしのタコは防府のもので、
加熱してもやわらかい！船舶調理士だったご主人は海の幸の魅力をよくご存知なん
だ。

素材によってダシの味わいが違うから食べ比べてみたいね～。定食はプラス)""円で
山口県でとれた新鮮なお刺身や季節の果物がセットでお得だよ！$タコ釡めし定食
(0!,(""税込)　釡めし各種(0!,"""税込～)

山口市阿東徳佐下長沢)(　電話／",'*+(-*"%,,1営業時間／!!.""*!).""　
!-.""*%%.""1定休日／月曜日・火曜日

)"徳地とりたまの里
生まれたての卵とふっくらツヤツヤのご飯で234(たまごかけごはん)！シンプルだか
らこそ鮮度が大事。メニューは234のみで、味噌汁と漬物がセットになってるよ。
卵は徳地の農家さんが専用飼料にお米をまぜて大切に飼育した鶏の「こめたまご」。
ビタミン5値がすごく高いんだって。その日の朝にとれた卵しか使わないから新鮮そ
のもの！

とくぢ味噌を使った甘めのお店オリジナルのお醤油で食べてみて！コレお料理にも便
利だから買って帰っちゃったよ。その日とれた新鮮たまごもココで買えるよ！$たま
ごかけごはんセット(0)%"税込)、たまごかけご飯ドリンクセット（￥(!"税込）

山口市徳地堀!)-'*!1電話／",'(*(%*"-)'1営業時間／!".""～
!/.""(6787!(."")1定休日／第%・第)火曜日

*"うすい山荘
大きな海老をガブっと頭からしっぽまで食べたいよね！うすい山荘は一年中天然の車
海老を完全個室でゆっくり食べられるのでご家族のお祝いごとにもオススメ。県内外
からのリピーターも多いんだって。!日%"食限定のビジネス海老ランチは大きな天然
のエビフライが出てくるんだけど、この写真の海老は小さい方なんだって！

存分に海老を堪能するなら予約する方が賢明だよ。もちろん、お一人様でも83！昔
ながらの建物だけどキレイで広々！快適！とても親切な接客で嬉しくなるよ！$%"
食限定ビジネス海老ランチ(0%,)%"税込・サービス料込)

山口市秋穂東中条!%-'*(1電話／",'*+,)*%)%/1営業時間／!!.""*%!.""(ランチ
は!).""まで16781!+."")1定休日／不定休

５"民宿しらい
丁寧に作られたいろんな海老料理が味わえる「フルコース」はとっても華やかで贅沢
な気分を味わえるよ。完全予約制の食べ放題＆飲み放題も人気で、秋穂の車海老をは
じめ、新鮮なお刺身などの海鮮、から揚げ、サラダ、ご飯、赤出汁、フルーツが食べ
放題！夢のような時間だよ～。車海老の販売もあるからお土産や贈物にもできるね。

送迎も大広間もあるから!"人以上の団体さんもお気軽に。$フルコース(!)品
0!!,"""税・サービス料別)1食べ放題9飲み放題＜土・日・火曜限定1!,.""開始～
%".""終了（%時間）／完全予約制＞(大人0-,(""、中学生0(,"""、小学
0',(""、小学生未満0!,(""、全て税別)!送迎は場所により有料
山口市秋穂東--,*/1電話／"!%"*%-+(*!!1営業時間／!".""～(!,.""以降は要予
約)1定休日／水曜日

+"ペイザン
店名のペイザンは「田舎の人」という意味なんだって。イタメシブームの前からある
歴史の長～いお店だよ。バジルやイタリアン野菜を宇部市の契約農家「爺の果樹野
菜」から仕入れているんだって。オススメは薪窯で焼くピザ:じゃなくてピッツア！

一番人気は)種のチーズが味わえるクワトロフォルマッジ。フレッシュバジルと生ハ
ム、モッツァレラチーズ、みずみずしいトマトが美味しいピッツアビアンカも食べて
欲しい一枚だね！$ピッツァ1ビアンカ(0!,,!"円税別)、ピッツァ1クァットロフォル
マッジ（４種チーズ）￥!,,!"（税別）

山口市阿知須-'+(*!1電話／",'/*/(*'(/-1営業時間／!!.""～
%!.""(6787%".'")　定休日／第'月曜日(祝日の場合は変更有)

,"割烹(菊水
;<阿知須駅からすぐの菊水さんは、平日限定日替わり定食が一番人気！こ、こ、こ
れでこのお値段？！って思えるくらいお得だからサラリーマンや地元の人に大人気な
んだよ。ラッキーだったら新鮮なお刺身の日も！お米は阿知須の;=から仕入れた
「あきさかり」、魚は萩などから直送されたもので、山口の美味しさが詰まったほっ
とする味だよ。

実は菊水さんの名物は巻き寿司で、!'種類もあるんだって。手作り弁当もあるから
お急ぎの方はオススメ！$日替わり定食(￥-""税込)

山口市阿知須浜区)-/'*!1電話／",'/*/(*%!"/1営業時間／!!.'"～!).""(土日
は弁当販売のみ)、!-.""～%%.""(予約制)　定休日／月曜・不定休

-"イタリア食堂ベケ？！
イタリアから帰国した夫婦が山口市の古民家でオープンしたアットホームなイタリア
ンのお店。地元の野菜を積極的に使っていて、ハーブなどは自家栽培だからとてもフ
レッシュだよね。前菜、選べるパスタ、ドルチェがセットになったパスタランチが人
気だよ。特にオススメなのは手打ちパスタ！(>'""円)。

テーブルに描かれた絵や飾られているアート作品は、アーティストであるご主人、ロ
ベルトさんのもの。%"!+年の山口県美術展覧会で大賞を受賞されてるんだって！素
敵な感性が輝くお店だよ！お庭も綺麗で癒されるよ～。$パスタランチ(￥%,%""税
込)

山口県山口市野田%　電話／",'*++/*(%'"　営業時間／!!.'"～!'.'"、
!,.""～（夜は要予約）1定休日／火曜日

."/01012笑海（ダイニングわらみ）
;<山口駅から!"分くらい歩くと右手にある?@A@AB笑海さん。ここでは椹野川の鮎が
食べられるよ！定番の塩焼きはもちろん、田楽でも食べられるのが珍しい。しかも味
噌は)種類(赤味噌、白味噌、香味味噌、葱味噌)の中から選べるんだって！ここがミ
ソだよねー！佐賀県から移住されたオーナーさんが作る佐賀名物シシリアンライスは
お店の人気メニュー。

甘辛く味付けされた牛肉と山口市で穫れた玉ねぎ、シャキシャキの新鮮野菜がたっぷ
り入ってヘルシーだよ！メルシー！$椹野川の鮎（￥)("税込）、シシリアンライス
ランチ（食前ドリンク、すり流し付／￥!,',"税込）

山口市旭通り%*/*)(1CDビル!C　電話／",'*+"%*%!"'　営業時間／!!.""～
!).""1!-.'"～%!.'"（6787%!.""）1金・土は%%.'"まで（6787%%：""）1定休日
／日曜日

!3"磯くら
地元の人にも大人気の居酒屋でいつもお客さんでいっぱい！炭火で焼くのがこだわり
のお店で、新鮮な魚やお肉など、食材の持ち味を大切にしてるんだって。山口の魚は
もちろん、山口県産地鶏の最高級ブランド「長州黒かしわ」もオススメ！歯ごたえが
あって旨味も強い鶏肉で、炭火で焼くと香ばしくて美味しさE=F！お酒もすすむ
ね～。

あ、地酒の種類も豊富だから、あなたのお気に入りを見つけてみてね。$船方農場の
ソーセージ炭火焼き（0!,)!"円税別）長州黒かしわ炭火焼き(0!,%!"円税別？)金太
郎の炭火焼き（0/("円税別）

山口市湯田温泉)*%*'!　電話／"("*((+(*,/),1営業時間／!-.""～
%).""(6787%'."")　定休日／無休

!!"はるさあ
店名の「はるさあ」は沖縄で「畑で働く人」という意味なんだって。だから野菜を中
心にしたメニューが多いんだね！長州鶏のせせりと夏野菜のソテーは野菜それぞれの
味や香り、食感をしっかり味わえるようにシンプルな塩味。野菜は地元山口のものを
積極的に使ってるんだって。

カボチャは阿知須のくりまさる、ヤングコーンも山口産。その季節ごとに旬の野菜を
使うので、訪れるたびにいろんな味が楽しめる一品だね。日本酒やワインが揃ってる
のでゆっくりしていってね。$長州鶏のせせりと夏野菜のソテー(0,""円税別)

山口市湯田温泉'*!*!%1電話／"("*(,/+*+-%)1営業時間／!,.""～
%).""(6787%'."")1定休日／日曜

!'"大衆酒場ぎょうざのやっさん
;<新山口駅北口そばにある一口餃子のお店。店名の「やっさん」は、店長の渡辺泰
貴(やすき)さんの名前を息子さんがダサ9キャッチーにと考案したんだってG「やっさ
ん、ビールおかわり！」って言いたくなっちゃうでしょ。皮から手作りしている餃子
は、外はカリッカリ！中はジューシー！鹿野ファームの豚肉を使っているので安心＆
安定した美味しさだよ。

タレは王道のタレをはじめ、とくぢ味噌を使った味噌だれ、ねぎ塩、トマトの)種類
で全～部自家製！ちなみに、やっさんが好きなのはトマト味だってさ。$1一口焼き
ぎょうざ７個入り（￥)""税別）生ビール（￥(,"税別1）

山口市小郡下郷!%,,*)(1H3Iビル!C　電話／",'*+-%*"!,,　営業時間／!-.'"
～%).""(6787%'.'")　定休日／不定休

!)"口福至福(こうふくしふく)
;<新山口駅新幹線口近くのこのお店、なんと一年中フグが食べられるんだって！フ
グは本場下関のもので、自家製のポン酢をつけていただきます！白子をといて食べる
とコクのある旨さでオススメだよ。う～ん、まさに至福の時！安く本場のふぐ刺しを
食べられるとあって地元の方もよくお目当てで来られるそうだよ。

お店専用のウイスキーがあったり地酒の種類も豊富！おもてなしマイスターのお店な
ので接客もBJJ?！$下関産ふぐ刺し(白子なし)一皿（￥%,""税別）

山口市小郡高砂町)*!!1オアシスビル!C
電話／",'*+-'*),""　営業時間／!-.'"～%).""(68%'：)()　定休日／日曜日
（月曜祝日の場合は日曜営業、翌日休み）

・トップページ 1 ・アートマップ 1 ・イートマップ
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トップページ たべ先案内 アートマップ イートマップ

★!"#$%&'(!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"英語
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"英語
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"英語
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"英語
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"英語
後で見る 共有

★!中文体!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"中国67!8
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"中国67!8
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"中国67!8
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"中国67!8
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"中国679
後で見る 共有

★!中文!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"繁体67!8
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"繁体67!8
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"繁体67!8
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"繁体67!8
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"繁体679
後で見る 共有

★!한국!★

「あとう」篇

!"#$%$&'()*"(*+#"$+,"韓国67!8
後で見る 共有

「とくぢ」篇

-"#$%$&'()"(*+#"+,.'/*"韓国67!8
後で見る 共有

「あじす」篇

0"#$%$&'()*"(*#+"$1*2'"韓国67!8
後で見る 共有

「あいお」篇

3"#$%$&'()*"(*4#"$*,"韓国67!8
後で見る 共有

「やまぐち・おごおり」篇

5"#$%$&'()*"(*+#"#$%$&'()*"韓国679
後で見る 共有

・トップページ ! ・アートマップ ! ・イートマップ

)*+,-&$(.!/010$23(&!)&.,4!5%%!6&$(.'!67'7-8794

Ato_version

Ajisu_version

Yamaguchi-Ogori_version

Tokuji_version

Aio_version


